
お客様 各位

拝啓　時下ますますご清栄のこととお慶び申し上げます。平素は弊社製品をご愛顧くださり誠にありがとうございます。

　さて、このたび弊社では、2019年4月1日より2019年4月1日より2019年4月1日より2019年4月1日より、弊社にて実施する 校正試験および検査試験校正試験および検査試験校正試験および検査試験校正試験および検査試験 の価格を改訂させて

いただく運びとなりました。現状は「定価」を設定しておらず、今後はお客様へのご案内をより分かりやすくするため、

定価を設定することとしました。下記概要および別紙価格一覧表にて、詳細をご案内いたします。

　何卒、ご理解ご了承のうえ、今後とも変わらぬご高配を賜りますよう謹んでお願い申し上げます。

敬具

1.改定日1.改定日1.改定日1.改定日 2019年4月1日 ご注文分より

2.改定概要2.改定概要2.改定概要2.改定概要 校正試験および検査試験にかかる費用を、全て「販売価格」から「定価」に変更します。校正試験および検査試験にかかる費用を、全て「販売価格」から「定価」に変更します。校正試験および検査試験にかかる費用を、全て「販売価格」から「定価」に変更します。校正試験および検査試験にかかる費用を、全て「販売価格」から「定価」に変更します。

　※製品や試験内容ごとに、定価を設定します。

　※試験の際、原則としてワグニット（酸素センサー）を新品に交換して実施しますので、

　　 試験の費用に加え、製品の型式や台数に相応するワグニットの代金が必要になります。

　※詳細は、別紙「価格一覧表」をご参照ください。

3.校正試験・検査試験の概要3.校正試験・検査試験の概要3.校正試験・検査試験の概要3.校正試験・検査試験の概要

●弊社では、お客様のご要望をお伺いしたうえで、校正試験・検査試験を実施します。

●試験実施のお客様には、ご希望により製品をお預かり中は弊社より「代替器」を無償でお貸出いたします。

以上
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弊社独自の検査基準および基準器に基づき、値の確かさや計測器の仕様・性能を満たしていることを
証明します。製品をお預かりし、弊社にて試験を実施し「試験成績書」を発行します。
※溶存酸素および低濃度酸素の標準物質については国家標準のトレーサビリティが確立されていないため、溶存酸素計および
　低濃度酸素分析計については校正証明書を発行することができません。

＜事例＞＜事例＞＜事例＞＜事例＞　通常、校正試験/検査試験は新品のワグニットに交換して実施しますが、もしお客様が現在ご使
用中のワグニットの状態を知るため新品に交換せず試験をしてほしいという場合でも、弊社にお送りいただ
いた状態での検査も可能です。（試験の結果によって、追加での費用が発生します。）

１／３

校正試験とは

検査試験とは

弊社の試験体制

記

校正試験・検査試験 価格改定のお知らせ校正試験・検査試験 価格改定のお知らせ校正試験・検査試験 価格改定のお知らせ校正試験・検査試験 価格改定のお知らせ

2019年1月25日

トレーサビリティ体系図に基づき、国家標準に定期的にトレースされている標準ガスや基準器などを用い、
値の確かさや計測器の仕様・性能を満たしていることを証明するための試験です。製品をお預かりし、
弊社にて試験を実施し「校正証明書」を発行します。

おおおお 問問問問 いいいい 合合合合 わわわわ せせせせ

酸素濃度計の専門メーカーとして おかげさまで45年。
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（１）酸素濃度計（１）酸素濃度計（１）酸素濃度計（１）酸素濃度計 ※下記は一部製品（仕様）のみのため、記載のない製品は弊社までお問い合わせください。

製　品　名 型　式 内　訳　（税 別）

O2自動測定モード
校正試験 \29,000
ワグニット \18,500

O2手動測定モード
校正試験 \29,000
ワグニット \18,500

O2自動＋手動測定
モード

校正試験 \36,000
ワグニット \18,500

O2自動測定モード
校正試験 \54,500
ワグニット \18,500

O2手動測定モード
校正試験 \54,500
ワグニット \18,500

O2自動＋手動測定
モード

校正試験 \68,500
ワグニット \18,500

新品ワグニット（WA-SGF）に
交換し、検査実施

校正試験 \29,000
ワグニット \18,500

お預りしたワグニットと、新品
ワグニット（WA-SGF）に交換
後の2回、検査実施

校正試験 \54,500
ワグニット \18,500

校正試験 \29,000

校正試験 \29,000
センサー \125,500

校正試験 \54,500
センサー \125,500

校正試験 \24,500
ワグニット \12,500

校正試験 \46,000
ワグニット \12,500

校正試験 \24,500
ワグニット \12,500

校正試験 \46,000
ワグニット \12,500

校正試験 \29,000
ワグニット \12,500

校正試験 \54,500
ワグニット \12,500

校正試験 \31,500
ワグニット \25,500

校正試験 \60,000
ワグニット \25,500

O2手動測定モード
＋DO

¥117,000¥117,000¥117,000¥117,000 校正/検査試験 \53,000
WA-SGF \18,500
WA-BRM5 \45,500
[WA-BRM \47,500]

8日

校正/検査試験 \88,500
WA-SGF \18,500
WA-BRM5 \45,500
[WA-BRM \47,500]

8日

[\154,500][\154,500][\154,500][\154,500]

¥105,500¥105,500¥105,500¥105,500 検査試験 \60,000
WA-BRM5 \45,500
[WA-BRM \47,500]

8日

お預りしたワグニットと、新品
ワグニット（WA-SGFおよび
WA-BRM5[BRM]）に交換後
の2回、検査実施 O2自動＋手動測定

モード＋DO

O2校正試験
　および

DO検査試験

校正/検査試験\103,000
WA-SGF \18,500
WA-BRM5 \45,500
[WA-BRM \47,500][\169,000][\169,000][\169,000][\169,000]

8日

O2自動＋手動測定
モード＋DO

パックキーパー RO-103KS 校正試験 O2自動測定モード

お預りしたワグニットと、新品ワグニット（WA-
BRM5[BRM]）に交換後の2回、検査実施

IS-300
食品用

微量酸素分析計
校正試験

DOのみ
検査試験

検　査　内　容

新品ワグニット（WA-BRM5[BRM]）に交換し、
検査実施

２／３

センサーを交換せずに検査実施

新品センサー（KX-731006）に交換し、検査実施

お預りしたセンサーと、新品センサー（KX-
731006）に交換後の2回、検査実施

¥57,000¥57,000¥57,000¥57,000 15日

酸素濃度計 G-103

校正試験

GP-200工業用酸素計

MC-8G-S

MC-8G-L

O2コントローラー

お預りしたワグニットと、新品ワグニット（WA-
SGM）に交換後の2回、検査実施

新品ワグニット（WA-SGM）に交換し、検査実施

お預りしたワグニットと、新品ワグニット（WA-
SGM）に交換後の2回、検査実施

校正試験

校正試験

校正試験

新品ワグニット（WA-SGL2A）に交換し、検査実施

お預りしたワグニットと、新品ワグニット（WA-
SGL2A）に交換後の2回、検査実施

新品ワグニット（WA-SGFお
よびWA-BRM5[BRM]）に交
換し、検査実施

[\112,000][\112,000][\112,000][\112,000]

校正/検査試験 \46,000
WA-SGF \18,500
WA-BRM5 \45,500
[WA-BRM \47,500]

O2手動測定モード
＋DO

¥41,500¥41,500¥41,500¥41,500

新品ワグニット（WA-SGM）に交換し、検査実施

お預りしたワグニットと、新品ワグニット（WA-
SGM）に交換後の2回、検査実施

新品ワグニット（WA-SGM）に交換し、検査実施

O2のみ
校正試験

RO-103Sパックマスター

新品ワグニット（WA-SGF）に
交換し、検査実施

お預りしたワグニットと、新品
ワグニット（WA-SGF）に交換
後の2回、検査実施

8日

¥54,500¥54,500¥54,500¥54,500 5日

¥73,000¥73,000¥73,000¥73,000 5日

標準納期
（受注後）

¥47,500¥47,500¥47,500¥47,500 5日

¥47,500¥47,500¥47,500¥47,500 5日

合計費用
（税別）

¥77,000¥77,000¥77,000¥77,000

¥154,500¥154,500¥154,500¥154,500 5日

¥47,500¥47,500¥47,500¥47,500 5日

¥73,000¥73,000¥73,000¥73,000

[\107,500][\107,500][\107,500][\107,500]

[\79,000][\79,000][\79,000][\79,000]

検査試験 \31,500
WA-BRM5 \45,500
[WA-BRM \47,500]

8日

¥73,000¥73,000¥73,000¥73,000 5日

¥180,000¥180,000¥180,000¥180,000 5日

¥29,000¥29,000¥29,000¥29,000 5日

¥152,500¥152,500¥152,500¥152,500

¥87,000¥87,000¥87,000¥87,000 5日

¥167,000¥167,000¥167,000¥167,000

5日

¥85,500¥85,500¥85,500¥85,500 15日

¥67,000¥67,000¥67,000¥67,000

5日¥58,500¥58,500¥58,500¥58,500

5日

校正試験/検査試験費 価格表校正試験/検査試験費 価格表校正試験/検査試験費 価格表校正試験/検査試験費 価格表

[\119,000][\119,000][\119,000][\119,000]

¥37,000¥37,000¥37,000¥37,000 5日

¥58,500¥58,500¥58,500¥58,500

¥37,000¥37,000¥37,000¥37,000 5日

5日

¥110,000¥110,000¥110,000¥110,000

5日

酸素濃度計の専門メーカーとして おかげさまで45年。
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（２）溶存酸素計（２）溶存酸素計（２）溶存酸素計（２）溶存酸素計 ※下記は一部製品（仕様）のみのため、記載のない製品は弊社までお問い合わせください。

製　品　名 型　式 内　訳　（税 抜）

検査試験 \29,000
ワグニット \15,500

検査試験 \54,500
ワグニット \15,500

検査試験 \39,000
ワグニット \95,500

検査試験 \74,500
ワグニット \95,500

検査試験 \39,000
ワグニット \50,500

検査試験 \74,500
ワグニット \50,500

検査試験 \60,000
ワグニット \50,500×2本

検査試験 \117,000
ワグニット \50,500×2本

検査試験 \39,000
ワグニット \50,500

検査試験 \74,500
ワグニット \50,500

検査試験 \60,000
ワグニット \50,500×2本

検査試験 \117,000
ワグニット \50,500×2本

検査試験 \39,000
ワグニット \15,500

検査試験 \74,500
ワグニット \15,500

※ 「ワグニット」は弊社酸素センサーの登録商標です。

※ 校正試験/検査試験の際、修理が発生する場合は、別途修理費および納期がかかります。

※ 標準納期は、新品ワグニットの在庫がある場合の納期です。

　　　　　　加・減圧用サンプラー（S-2）

　・O　・O　・O　・O2222自動測定モード　自動測定モード　自動測定モード　自動測定モード　：　内蔵の吸引ポンプでサンプルガスを吸引し、酸素濃度を測定します。

　・O　・O　・O　・O2222手動測定モード　手動測定モード　手動測定モード　手動測定モード　：　オプション（別売）の「加・減圧用サンプラー」を使用して、手動で酸素濃度を測定します。

　・O　・O　・O　・O2222自動＋手動測定モード　自動＋手動測定モード　自動＋手動測定モード　自動＋手動測定モード　：　上記の両方で、酸素濃度を測定します。

　

　製品の購入金額と、校正試験/検査試験の金額を加えた合計金額になります。納期については、別途ご相談ください。

　送料は、上記合計金額に含まれます。

¥89,500¥89,500¥89,500¥89,500 10日

お預りしたワグニットと、新品ワグニット（WA-
BS2）に交換後の2回、検査実施

¥125,000¥125,000¥125,000¥125,000

5日

お預りしたワグニットと、新品ワグニット（WA-
SWM）に交換後の2回、検査実施

¥90,000¥90,000¥90,000¥90,000 5日

10日

３／３

BOD測定用
DOメーター

BOD測定システム
「BODマスター」

B-100BTi
（電極1本

仕様）
検査試験

新品ワグニット（WA-BS2）に交換し、検査実施

B-100TA
（電極2本

仕様）
検査試験

新品ワグニット（WA-BS2）に交換し、検査実施 ¥161,000¥161,000¥161,000¥161,000 10日

お預りしたワグニットと、新品ワグニット（WA-
BS2）に交換後の2回、検査実施

¥218,000¥218,000¥218,000¥218,000 10日

8日

B-100TA
（電極1本

仕様）
検査試験

新品ワグニット（WA-BS2）に交換し、検査実施 ¥89,500¥89,500¥89,500¥89,500 10日

10日

有機溶媒対応型
DOメーター

B-506 検査試験

新品ワグニット（WA-BRP）に交換し、検査実施 ¥134,500¥134,500¥134,500¥134,500

DOメーター ID-150 検査試験

お預りしたワグニットと、新品ワグニット（WA-
BRP）に交換後の2回、検査実施

¥170,000¥170,000¥170,000¥170,000

お預りしたワグニットと、新品ワグニット（WA-
TX）に交換後の2回、検査実施

B-100BTi
（電極2本

仕様）
検査試験

新品ワグニット（WA-BS2）に交換し、検査実施 ¥161,000¥161,000¥161,000¥161,000 10日

¥70,000¥70,000¥70,000¥70,000 5日

8日

お預りしたワグニットと、新品ワグニット（WA-
BS2）に交換後の2回、検査実施

¥125,000¥125,000¥125,000¥125,000

DOコント
ローラー

送料について送料について送料について送料について

新品ワグニットに交換して試験を実施する理由新品ワグニットに交換して試験を実施する理由新品ワグニットに交換して試験を実施する理由新品ワグニットに交換して試験を実施する理由

　ワグニットは消耗品であり、お預かりしたままのワグニットで試験した場合、ワグニットの性能劣化により検査基準値に入らないことが
　あります。その場合、新品のワグニットに交換して再度検査を実施する必要があり、2回分の検査費用をご負担いただくことになるた
　め、あらかじめ新品に交換してから実施しています。

酸素濃度計の「自動」「手動」測定モードについて酸素濃度計の「自動」「手動」測定モードについて酸素濃度計の「自動」「手動」測定モードについて酸素濃度計の「自動」「手動」測定モードについて

製品を新品で購入時に検査を実施する場合製品を新品で購入時に検査を実施する場合製品を新品で購入時に検査を実施する場合製品を新品で購入時に検査を実施する場合

MC-8W-S
（流通型）

検査試験

新品ワグニット（WA-SWM）に交換し、検査実施 ¥54,500¥54,500¥54,500¥54,500

検査試験費 価格表検査試験費 価格表検査試験費 価格表検査試験費 価格表

検　査　内　容
合計金額
（税抜）

標準納期
（受注後）

お預りしたワグニットと、新品ワグニット（WA-
BS2）に交換後の2回、検査実施

¥218,000¥218,000¥218,000¥218,000 10日

新品ワグニット（WA-TX）に交換し、検査実施 ¥44,500¥44,500¥44,500¥44,500 5日

酸素濃度計の専門メーカーとして おかげさまで45年。

https://www.iijima-e.co.jp/


