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営業企画部

大 阪 支 社 営業1課 営業2課
札幌営業所  名古屋営業所  四国営業所
仙台営業所  岡山営業所  九州営業所
千葉営業所  広島営業所  長崎事務所
神奈川営業所  山口営業所  海外第1・第2営業部
静岡営業所

本社   169-8648　東京都新宿区高田馬場1-29-10　蕁 03-3202-0211

●本カタログに記載された内容は、ご了承なしに変更させていただくことがあります。
●発行日　２０19- 06-14 A-1-50E

見やすいユニバーサルデザイン
フォントを採用しています。

取扱店

本カタログ製品は、取扱説明書をよくお読み
いただき、正しくお使いください。

ご使用上の注意 表示価格には
消費税は含まれていません。

営業1課 蕁03-3202-0226　営業2課 蕁03-3202-0221　営業3課 蕁03-3202-0228
営業4課 蕁03-3202-0223　営業5課 蕁03-3202-0229

 ホームページ　ht tp s : / /www . t o adkk . co . j p /
上記については、変更されている場合がありますので、ホームページの最新情報をご確認のうえご連絡ください。

ポータブルで使えるマルチ水質計

※光学式溶存酸素プローブは
　9月末頃発売開始予定

pHpH ORPORP

ECEC
DODO

IONION

ラインアップ

新型プローブが接続可能なマルチ型

ポータブルマルチ水質計
MＭ-４２DＰ

ポータブルマルチ水質計
MＭ-４１DＰ

2ch
タイプ

1ch
タイプ

バックライト外部プリンター データメモリー
（1500データ） 防水構造 USB給電

（オプション）
USBペリフェラル
（PC接続対応）

pＨ、ORP、各種イオンの測定が可能な普及型
pH ORP 電気伝導率 電気抵抗率 塩　分 TDS

（全溶存固形物量）
溶存酸素
（光学式）※ pH ORP イオン

バックライト データメモリー
（1500データ） 防水構造 電池寿命

約2000時間

ポータブル
ｐＨ・イオン・ORP計
ＨＭ-４０Ｐ

※光学式溶存酸素プローブは9月末頃発売開始予定

NEWＰ４０シリーズ 
ポータブル水質計発売記念キャンペーン発売記念キャンペーン

2019年7月1日～2020年3月31日（ご注文分）
pH電極セット ￥70,000

ORP電極セット ￥70,000
pH・電気伝導率プローブセット ￥91,000￥91,000￥130,000MＭ-４２DＰ

pHプローブセット ￥63,000￥63,000￥90,000 MＭ-４1DＰ

ORPプローブセット ￥64,000￥64,000￥92,000MＭ-４1DＰ

電気伝導率プローブセット ￥68,000￥68,000￥98,000MＭ-４1DＰ

MM-42DP、MM-41DP

30％ OFF
MM-42DP、MM-41DP

30％ OFF

※中央下の2つの赤い点が、3つに見えるように、より目でじっと見ていると、3D映像が浮かび上がります。
※ステレオグラムは、普段使われていない眼の筋肉がほぐれて、視力回復に効果があるといわれています。（個人差あり）

蛍 光蛍 光

マイラナちゃん

https://www.toadkk.co.jp


pH

電気
伝導率

新型デジタルプローブ採用

デジタル通信伝送（ＲＳ-485伝送）

pHプローブ、
ORPプローブは
電極部のみの
交換が可能

システム拡張
（対象：MM-42DP/41DP）

データ
メモリー機能

プローブ情報を自動で識別
2ch機は各chにつなぐプローブの組み合わせは自由

pH ORP 溶存酸素（光学式）※電気伝導率 ※光学式溶存酸素プローブは
　9月末頃発売開始予定

電気
伝導率pH

防水構造

バックライト

Waterproof

ポータブル
スリムデザイン

Portable

Memory Expansion

NEW Digital Probe

Backlight
1chタイプ
MM-41DP

2chタイプ
MM-42DP

無し 有り

測定時刻 測 定 値 温　度
従来機種は1000データ（P30シリーズ）

1500データ メモリー可能1500データ メモリー可能

外部プリンター
（EPS-P30）に
接続可能

USBペリフェラルを介して
パソコンへ接続可能

交換可能

pH測定専用機に 電気伝導率測定専用機に pH・電気伝導率の2ch測定機に

pH
プローブ

pH
プローブ

電気伝導率
プローブ

電気伝導率
プローブ

ここの
止めネジを
はずして

電極部を
取り外すことが
できます

ランニングコストや
環境負荷の低減に

Mylana(マイラナ)は、東亜ディーケーケー ポータブル水質計 P40シリーズのブランドです。
ラナ(lana)は、ハワイ語で「漂う静かな水面」を意味します。
私の(お客さまの)パートナーとして水辺で使う身近な水質分析計でありたい．．．それがMylanaです。
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