
■校正試験とは

■検査試験とは

（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）

校正試験 \29,000
WA-SGF2 \25,000

校正試験 \54,500
WA-SGF2 \25,000

校正試験 \29,000
WA-SGF2  \25,000

校正試験 \54,500
WA-SGF2  \25,000

校正試験 \37,000
WA-SGF2 \25,000

校正試験 \70,000
WA-SGF2 \25,000

O2自動測定
モード

校正試験 \29,000
WA-SGF \21,000

O2手動測定
モード

校正試験 \29,000
WA-SGF \21,000

O2自動＋手動
測定モード

校正試験 \36,000
WA-SGF \21,000

O2自動測定
モード

校正試験 \54,500
WA-SGF \21,000

O2手動測定
モード

校正試験 \54,500
WA-SGF \21,000

O2自動＋手動
測定モード

校正試験 \68,500
WA-SGF \21,000

新品の酸素センサー（WA-SGF）
に交換し、検査実施

校正試験 \29,000
WA-SGF \21,000

お預りした酸素センサーと、新品
の酸素センサー（WA-SGF）に交
換後の2回、検査実施

校正試験 \54,500
WA-SGF \21,000

　　※酸素センサーは消耗品のため、お預かりしたままの酸素センサーで試験してセンサーの性能劣化により検査基準値に入らないことがあった場合、
　　新品に交換して再度試験を実施することになり、2回分の費用をご負担いただくことになってしまいます。そのため予め新品に交換して実施します。

¥163,500

¥89,500 5日

¥178,000

[\130,000]

¥121,000

¥50,000 5日

¥75,500

¥75,500 5日

5日

8日

校正/検査試験 \88,500
WA-SGF \21,000
WA-BRM5 \54,000
[WA-BRM \56,000]

¥50,000 5日

¥50,000 5日

合計費用
（税別）

¥79,500 5日

¥132,000

¥62,000

[\134,000]

O2のみ
校正試験

RO-103S
残存酸素計

「パックマスター」

新品の酸素センサー（WA-SGF）
に交換し、検査実施

お預りした酸素センサーと、新品
の酸素センサー（WA-SGF）に交
換後の2回、検査実施

8日

¥57,000 5日

¥75,500 5日

新品の酸素センサー（WA-SGF
およびWA-BRM5[BRM]）に交換
し、検査実施

[\123,000]

校正/検査試験 \46,000
WA-SGF \21,000
WA-BRM5 \54,000
[WA-BRM \56,000]

O2手動測定
モード＋DO

残存酸素計
「パックキーパー」

RO-103KS
O2のみ

校正試験
O2自動測定
モード

お預りした酸素センサーと、新品
の酸素センサー（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 \21,000
WA-BRM5 \54,000
[WA-BRM \56,000][\180,000]

8日

O2自動＋手動
測定モード＋
DO

O2手動測定
モード＋DO

¥128,000 校正/検査試験 \53,000
WA-SGF \21,000
WA-BRM5 \54,000
[WA-BRM \56,000]

8日

[\165,500]

校正試験・検査試験 価格一覧表

　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。

　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。

¥95,000 5日

検　査　内　容
標準納期
（受注後）

新品の酸素センサー（WA-SGF2）に交換し、検査
実施

O2のみ
校正試験

¥54,000 5日

5日

お預りした酸素センサーと、新品の酸素センサー
（WA-SGF2）に交換後の2回、検査実施

O2のみ
校正試験

新品の酸素センサー（WA-SGF2）に交換し、検査
実施

¥54,000

お預りした酸素センサーと、新品の酸素センサー
（WA-SGF2）に交換後の2回、検査実施

O2/CO2

校正試験

¥79,500

RO-105K

残存酸素/二酸化
炭素計

「パックリーダー」
RO-105L

5日

残存酸素計
「パックマスター」

RO-105

新品の酸素センサー（WA-SGF2）に交換し、検査
実施

[\183,000]

残存酸素計
「パックキーパー」

O2校正試験
　および

DO検査試験

お預りした酸素センサーと、新品の酸素センサー
（WA-SGF2）に交換後の2回、検査実施

新品の酸素センサー（WA-SGF2およびWA-
BRM5[BRM]）に交換し、検査実施

お預りした酸素センサーと、新品の酸素センサー
（WA-SGF2およびWA-BRM5[BRM]）に交換後の
2回、検査実施

校正/検査試験\102,000
WA-SGF2 \25,000
WA-BRM5 \54,000
[WA-BRM \56,000]

8日

5日

校正/検査試験 \53,000
WA-SGF2 \25,000
WA-BRM5 \54,000
[WA-BRM \56,000]

8日

¥181,000

・2019年4月1日より、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」に変更いたしました。
・試験の際は、原則として酸素センサー（ワグニット）を新品に交換して実施 するため、試験費用に加えて酸素センサーの代金が必要になります。
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製　品　名 型　式 内　訳　（税 別）

校正試験 \29,000

校正試験 \29,000
センサー \170,000

校正試験 \54,500
センサー \170,000

校正試験 \24,500
WA-SGM \14,500

校正試験 \46,000
WA-SGM \14,500

校正試験 \24,500
WA-SGM \14,500

校正試験 \46,000
WA-SGM \14,500

校正試験 \29,000
WA-SGM \14,500

校正試験 \54,500
WA-SGM \14,500

校正試験 \31,500
WA-SGL2A \28,000

校正試験 \60,000
WA-SGL2A \28,000

（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
WA-TX \17,000

検査試験 \54,500
WA-TX \17,000

検査試験 \39,000
WA-BRP \105,000

検査試験 \74,500
WA-BRP \105,000

検査試験 \39,000
WA-BS2 \55,000

検査試験 \74,500
WA-BS2 \55,000

検査試験 \60,000
WA-BS2 \55,000×2本

検査試験 \117,000
WA-BS2 \55,000×2本

検査試験 \39,000
WA-BS2 \55,000

検査試験 \74,500
WA-BS2 \55,000

検査試験 \60,000
WA-BS2 \55,000×2本

検査試験 \117,000
WA-BS2 \55,000×2本

検査試験 \39,000
WA-SWM \18,000

検査試験 \74,500
WA-SWM \18,000

※ 2022年11月1日よりジルコニア酸素センサーの価格改定をしております。2023年2月1日より、酸素センサー「ワグニット」の価格改定をしております。

※ 送料は、上記合計金額に含まれます。

※ 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、新品のワグニットの在庫がある場合の納期です。

※ 「ワグニット®」は弊社酸素センサーの登録商標です。

※ 製品を新品で購入時に試験をご依頼いただく場合、製品の購入金額に、試験の金額を加えさせていただきます。納期については、ご相談ください。

　　　　　　加・減圧用サンプラー（S-2）

　・O2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。

　・O2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。

　・O2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。

検　査　内　容
合計費用
（税別）

標準納期
（受注後）

¥39,000 5日

¥60,500

¥39,000 5日

5日

5日

¥88,000 15日

¥69,000

5日¥60,500

5日

¥59,500 15日

¥224,500 5日

¥29,000 5日

¥199,000 5日

新品の酸素センサー（WA-SGL2A）に交換し、検
査実施

お預りした酸素センサーと、新品の酸素センサー
（WA-SGL2A）に交換後の2回、検査実施

¥43,500

新品の酸素センサー（WA-SGM）に交換し、検査
実施

お預りした酸素センサーと、新品の酸素センサー
（WA-SGM）に交換後の2回、検査実施

新品の酸素センサー（WA-SGM）に交換し、検査
実施

お預りした酸素センサーと、新品の酸素センサー
（WA-SGM）に交換後の2回、検査実施

新品の酸素センサー（WA-SGM）に交換し、検査
実施

お預りした酸素センサーと、新品の酸素センサー
（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

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

IS-300
食品用

微量酸素分析計
O2のみ

校正試験

センサーを交換せずに検査実施

新品のセンサー（KX-731006）に交換し、検査実施

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

検　査　内　容
合計金額
（税抜）

標準納期
（受注後）

DOメーター ID-150 検査試験

新品の酸素センサー（WA-TX）に交換し、検査実
施

¥46,000 5日

お預りした酸素センサーと、新品の酸素センサー
（WA-TX）に交換後の2回、検査実施

有機溶媒対応型
DOメーター

B-506S／
B-506

検査試験

新品の酸素センサー（WA-BRP）に交換し、検査
実施

¥144,000 8日

お預りした酸素センサーと、新品の酸素センサー
（WA-BRP）に交換後の2回、検査実施

¥179,500

10日

お預りした酸素センサーと、新品の酸素センサー
（WA-BS2）に交換後の2回、検査実施

¥129,500 10日

¥71,500 5日

お預りした酸素センサーと、新品の酸素センサー
（WA-BS2）に交換後の2回、検査実施

¥227,000 10日

10日

8日

BOD測定用
DOメーター

B-100TA
（電極1本仕

様）
検査試験

新品の酸素センサー（WA-BS2）に交換し、検査
実施

¥94,000

10日

お預りした酸素センサーと、新品の酸素センサー
（WA-BS2）に交換後の2回、検査実施

¥129,500 10日

B-100BTi
（電極2本仕

様）

B-100TA
（電極2本仕

様）
検査試験

新品の酸素センサー（WA-BS2）に交換し、検査
実施

¥170,000 10日

¥227,000

BOD測定システム
「BODマスター」

B-100BTi
（電極1本仕

様）
検査試験

新品酸素センサー（WA-BS2）に交換し、検査実
施

¥94,000

5日

お預りした酸素センサーと、新品の酸素センサー
（WA-SWM）に交換後の2回、検査実施

¥92,500 5日

検査試験

新品の酸素センサー（WA-BS2）に交換し、検査
実施

¥170,000 10日

お預りした酸素センサーと、新品の酸素センサー
（WA-BS2）に交換後の2回、検査実施

酸素濃度計の「自動」「手動」測定モードについて

MC-8W-S
（流通型）

検査試験

新品の酸素センサー（WA-SWM）に交換し、検査
実施

¥57,000
DOコント
ローラー
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