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グラスライニング製 pH計用新型変換器
New Converter for Glasslined pH Sensor

グラスライニング$���はwx�3456の78でy:くz{されている#この78では��

Rの pH !"が|Lな}2があり�~�では��からグラスセンサー pH を��してきた#グラ

スセンサー pH は����の��Qの pH を��!"できる����()/ pH�としてD�の

L�に�えてきたが�そのメンテナンス�IJが��であった#�/EF-ではマイクロプロセッ

サーにより��H6を��3しメンテナンス�をeきく��した#

Many glasslined reactors have been used in pharmaceutical and chemical fields. In these fields,
sometime it is essential to measure pH during reaction. For this purpose, our company has supplied
"GLASS SENSOR pH" as intrinsic safety sensor already. This sensor is able to measure pH of
solution in reactor. Customers request us improvement in maintenance. In order to meet this request,
we developed new pH converter. This converter is able to calibrate automatically using built-in
microprocessor.
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��１ グラスセンサー pHVWe
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�１ グラスセンサー pH��

pqrsのtu 6v]wpqmiao

\xガスまたはy[のz{|およびqz}~ �CT3
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DEFG

0�12 pH
28 V<93 mA<0.65 W
AC100 V<50/60 Hz
DC4�20 mA
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�FAm����@�o

abcm����@�o

ツェナーバリアm�����@�o
/�ユニットm�����@�o

グラスセンサー pHmMPH-03, MPH-04o
SHBM-161M
MTL787S+
PA-24
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