
我々の商品について　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　OUR PRODUCTS

我々の革新的なイオンセンサーは使い易く、保守が容易です。　　　　　　その上　　　　　　　Our revolutionary products are easy to use, easy to maintain and 
イオンセンサーは水中や土壌中の6種類までのイオンを同時に測定　　　　　　　できます。　　　　　　　実験室レベルの精度を持っております。provide laboratory grade accuracy for simultaneously measuring 
できます。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　the levels of individual ions or nutrients in water and soil samples. 

イオン分析の　　　　　　　　　　　　　　A NEW approach
新しい　　　　　　　　　　　　　　　　　　　to Nutrient 
アプローチ　　　　　　　　　　　　　　　Analysis

•   　 
• 僅かな価格のイオンセンサーでICPやHPLCと同等な実験室レベルの結果が　　　　　　　　　　得られます。　　　　　　　　　　　　　s
　　得られます。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　CLab quality results. Comparable to ICP and HPLC for a fraction of the cost
• 広い測定レンジです。(0.05～60,000ppm)                                                  る~Sensors perform over a broad range of ion concentrations (0.05 to 60,000ppm) 

• 6種類までのセンサーは同時に1分以内でキャリブレーションできます。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Up to six sensors calibrated at the same time in less than 1 minute
• 同一試料中の6種類のイオンは20秒以内に同時測定ができます。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Six ions in a sample simultaneously analyzed in less than 20 seconds
• 次のイオンの組合せで測定できます。 Ca2+, Cl-, K+, Na+, NH4+, NO3-, Mg (7種類)

• iPhone 又はIPod のBluetoothインターフェースで使用できます。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 interface over Bluetooth LE
• 目視的なソフトウェアー。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Intuitive software interface 
• メンテナンスフリーと乾燥状態で保管できます。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　巣Limited maintenance and store sensors dry  

• 　その他の水質や土壌分析法に比べ労力と消耗品の大幅な削減。  
analyzing soil and water samples

• 専門的な知識がなくとも使用できます。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Can be used by non-experts 
• 緩衝液は必要ありません。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　No need for buffers

精度　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Accurate

簡便な使用　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Easy to use

低価格　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Cost Effective

迅速性　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Fast

ポータブル イオン 分析計キット　　　　　　　　　　　　　　　　　　Portable Nutrient Analysis Kit

我々の革新的なセンサー技術を用いたイオンセンサーの　　　　　　　　By leveraging our sensors’ unique advantages we are 

利点を活用することにより水中又は土壌試料のイオン濃度を　　　　　　　　　　　　non-experts and drastically reduce the time and costs to 
数種類、同時に測定することが可能になりました。　　　　　　　　　　measure the individual ion levels in water and soil samples. 

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　www.cleangrow.com
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我々のイオンセンサーは実験室と現場の両方のイオン測定を可能にします。
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我々の革新的なセンサー技術を用いたイオンセンサーの利点を活用することにより水中又は、土壌試料のイオン濃度を数種類、同時に測定することが可能になりました。
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複数の応用例について現場で実証されております。
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ポータブル イオン計 キット　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Portable Nutrient Analysis Kit

私共のポータブル イオン計 キットは移動アプリケーションと　　　　　　　　　　強力な0hdOur portable nutrient analysis kit combines our solid state 
ソリット ステ-ト電極と一体化しております。　　　　　　　　　　　　　　　　probes with a powerful Mobile application.

併せて次のものが含まれます:                                        Also included in the kit are:

• 

• 電極保守用の調整液。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 Conditioning solution to maintain the sensor membranes

• 頑丈なケース。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 Robust carry case

センサーの仕様:               　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　SENSOR SPECIFICATIONS:

pH レンジ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　range

3.5 - 9

3.5 - 9

3.5 - 9

3.5 - 9

3.5 - 9

3.5 - 9

3.5 - 9

直線性(ppm)                                                          Linear range (ppm)

0.5 - 9,000

0.1 - 4,000

1.5 - 35,000

0.6 - 60,000

0.3 - 39,000

2 - 2,500

  2.4 - 2,400

傾斜/25℃　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Slope at 250C
(mV) 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　/ decade)

54 ± 5

25 ± 5

54 ± 5

58 ± 5

54 ± 5

54 ± 5

25 ± 5  

センサー　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Sensor

アンモニウム　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　4 うむにうむAmmonium

カルシウム　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Calcium

塩化物　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Chloride

硝酸　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Nitrate

カリウム　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Potassium

ナトリウム　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Sodium

マグネシウム　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ㇺMagnesium 

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　www.cleangrow.com

移動性の利点　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Mobile App

• 同一試料中の6イオンを60秒以内に測定できます。　　　　　　　　　　　　　　Measure all six ions in a sample in less than 60 seconds

• 6イオンのキャリプレーションは60秒以内に行えます。　　　　　　　　　　　　　Calibration of all six sensors in less than 60 seconds 

• キャリブレーションの内容は表示されます。　　　　　　　　　　　　　Quality of calibration is displayed

• 測定日時と調整は記録されます。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Date, time and co-ordinates are recorded

• 各結果の追加コメントや注意事項は記録されます。　　　　　　　　　　　　 Add comments or notes to each result

• 各測定値、測定日時、測定場所、コメントなどを再確認　　　　　　　　 Review the values for each ion, time, date, location and 
できます。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　出来comments

• 測定結果はEメールでエクセルに送れます。　　　　　　　　　　　　　Email selected results in Excel format

•  

 

アプリケーションは無料でダウンロードできます。　　　　　　　　　　　App is free to download

 

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Europe: Cork, Ireland 
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　telephone: +353 (21) 421 74 37 
 
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　USA: Vacaville, California 
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　telephone: (415) 460 72 95
 
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　For product enquiries, 
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　email: info@cleangrow.com, 
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　www.cleangrow.com
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キャリブレーション用液は含まれております。




