
揚湯試験用水位センサーレンタル価格表/注文書
2021/4/21

1)太枠の注文内容をご記入ください。 改訂版

<<注文者>> 株式会社　日高システム

貴社名: 〒224-0033

ご担当者: 様 神奈川県横浜市都筑区茅ヶ崎東4-7-11

Tel 045-944-5633

<<注文日>>   年       月        日 Fax 045-944-5635

E-mail　：　repre@hidaka-system.co.jp

2)レンタルされる項目に"○"をつけて下さい。 ↓"○"をご記入下さい

セット項目 内  容 測定範囲
基本料金
(2週間)

延長料金
(1週間毎)

該当項目

紙出力
セット

1ch：揚湯試験用センサー+紙出力付き表示機
～500ｍ

¥100,000 ¥40,000

３ch：揚湯試験用センサー+紙出力付き表示機 ¥120,000 ¥50,000

ﾃﾞｰﾀ記録ｾｯﾄ 1-３ch：揚湯試験用センサー+SD保存付き記録計 ～500ｍ ¥130,000 ¥55,000

Repos-
Yousui

1ch：揚湯試験用センサー+Web保存(ｽﾏﾎ/PC閲覧）

～500ｍ
¥130,000 ¥55,000

３ch：揚湯試験用センサー+Web保存(ｽﾏﾎ/PC閲覧） ¥140,000 ¥55,000

Repos-View Webｶﾒﾗ（ｽﾏﾎ/PC閲覧） ¥10,000 -

単品項目 内  容 測定範囲
基本料金
(2週間)

延長料金
(1週間毎)

該当項目

センサー
揚湯試験用水位センサー(5M,10Mなど) ～500m ¥70,000 ¥25,000 　
    ※ケーブル長については、お問い合わせ下さい。 ～1000m ¥90,000 ¥35,000

表示機
水位表示機　(プリンタ付) ¥30,000 ¥15,000

表示機(3ch：ﾌﾟﾘﾝﾀ付)   ※流量計や温度計をご利用の際には必要 ¥50,000 ¥25,000

流量/温度計 流量計:口径50A,ケーブル10m付,温度計:棒状 ケーブル10m付 ¥50,000 ¥25,000

流量計 流量計のみ追加　（電磁：40/50A、ｸﾗﾝﾌﾟｵﾝ:40/50/65A) ¥40,000 ¥20,000

温度計 温度計(測温抵抗体)のみ追加  (HSDの時は熱電対） ¥20,000 ¥10,000

ﾃﾞｰﾀﾛｶﾞｰ データロガー（CFカードにデータ保存） ¥40,000 ¥15,000

記録計 HSD又はHGR(SDｶｰﾄﾞ又はCFｶｰﾄﾞにデータ保存） ¥60,000 ¥30,000

Repos-IoT
1ch：Web保存。ｽﾏﾎ/PC閲覧。CSVﾀﾞｳﾝﾛｰﾄﾞ可 ¥60,000 ¥30,000

3-4ch：Web保存。ｽﾏﾎ/PC閲覧。CSVﾀﾞｳﾝﾛｰﾄﾞ可 ¥70,000 ¥30,000

送  料 (紙出力セット\9,000～,表示機\3,000,センサー\6,000～)※弊社にて記入 ※

合   計 ※弊社にて記入

3)ご利用予定期間をご記入ください。 表示価格は、全て税抜です。

～
※ﾚﾝﾀﾙ 基本期間 は2週間 です 。

   *弊社都合 で 早 めに 出荷 した 場合 は 、 お 客様希望納期 の 翌日 ～ となります 。

4)ご希望納期/送り先/現場名(温泉名,施設名など)をご記入ください。

着 TEL 

〒

様      現場名:

5)レンタルにあたっての注意事項
 1) ﾚﾝﾀﾙ終了後は、速やかにご返却ください。使用の有無に関わらず、ﾚﾝﾀﾙ品ご返却出荷日迄をﾚﾝﾀﾙ期間とします。
 2) ﾚﾝﾀﾙ終了日に変更が生じる場合には、予めご連絡くだい。延長の場合は、月ごとにご精算となります。  
 3) ﾚﾝﾀﾙ中のｾﾝｻ,ｹｰﾌﾞﾙ,表示機等の破損につきましては、修理代又は、相当の料金をご請求させて頂きます。
 4) ﾚﾝﾀﾙ機にお客様所有のｾﾝｻ/表示機等を接続してご利用の場合は、必ずご注文時に申し出てください。  
     ※接続する機種によっては、破損する場合があります。ﾚﾝﾀﾙ品が破損した場合相当額をご請求させて頂きます。
 5) お客様所有のｾﾝｻ/表示機類との接続に関して、ｾﾝｻ/表示機が破損した場合、当社は責任を負いかねます。　

弊社出荷日 送り先到着日
翌

日*
ご返却出荷日 弊社到着日

ﾚﾝﾀﾙ品確認作業⇒ご請求(↓注意事項参照)
翌日～ご返却出荷日(2週間)



2021/4/21
改訂版

揚水水位センサーレンタル価格表/注文書

1)太枠の注文内容をご記入ください。
<<注文者>> 株式会社　日髙システム

貴社名: 〒224-0033

ご担当者: 様 神奈川県横浜市都筑区茅ヶ崎東4-7-11

Tel 045-944-5633

<<注文日>>   年       月        日 Fax 045-944-5635

E-mail　：　repre@hidaka-system.co.jp

2)別表を参考に、レンタルされる項目に"○"をつけて下さい。 ↓"○"をご記入下さい

項 目 内  容 測定範囲
基本料金
(2週間)

延長料金
(1週間毎)

該当項目

紙出力
セット

1)水位センサー ※HLS-5,10(φ21/17.6)HWS-6
50/60/100ｍ ¥70,000 ¥35,000

2)表示機　(プリンタ付紙出力)

データ記
録

セット

1)水位センサー ※HLS-5,10(φ21/17.6)HWS-6
50/60/100ｍ ¥100,000 ¥50,000

2)記録計　HSD又はHGR（SD又はCF)

ｵﾌﾟｼｮﾝ

流量計,温度計のセット追加 ¥40,000 ¥20,000

流量計のみ追加　（電磁：40/50A、ｸﾗﾝﾌﾟｵﾝ:40/50/65A) ¥30,000 ¥15,000

温度計(測温抵抗体)のみ追加  (HSDの時は熱電対） ¥20,000 ¥10,000

センサーのみ
水位センサー ※HLS-5,10(φ21/17.6)HWS-6

¥40,000 ¥20,000
    ※ケーブル長については、お問い合わせ下さい。 (VP25可)

表示機
水位表示機　(プリンタ付) ¥30,000 ¥15,000

表示機(3ch：ﾌﾟﾘﾝﾀ付)   ※流量計や温度計をご利用の際には必要 ¥50,000 ¥25,000

流量/温度計 流量計:口径50A,ケーブル10m付,温度計:棒状 ケーブル10m付 ¥50,000 ¥25,000

流量計 流量計のみ追加　（電磁：40/50A、ｸﾗﾝﾌﾟｵﾝ:40/50/65A) ¥40,000 ¥20,000

温度計 温度計(測温抵抗体)のみ追加  (HSDの時は熱電対） ¥20,000 ¥10,000

ﾃﾞｰﾀﾛｶﾞｰ データロガー（CFカードにデータ保存） ¥40,000 ¥15,000

記録計 HSD又はHGR(SDｶｰﾄﾞ又はCFｶｰﾄﾞにデータ保存） ¥60,000 ¥30,000

送  料 (紙出力セット\5,000～,その他\2,000～)※弊社にて記入 ※

合   計 ※弊社にて記入

3)ご利用予定期間をご記入ください。 表示価格は、全て税抜です。

～
※ﾚﾝﾀﾙ 基本期間 は2週間 です 。

   *弊社都合 で 早 めに 出荷 した 場合 は 、 お 客様希望納期 の 翌日 ～ となります 。

4)ご希望納期/送り先をご記入ください。

着 TEL 

〒

様　 現場名:

5)レンタルにあたっての注意事項

 1) ﾚﾝﾀﾙ終了後は、速やかにご返却ください。使用の有無に関わらず、ﾚﾝﾀﾙ品ご返却出荷日迄をﾚﾝﾀﾙ期間とします。

 2) ﾚﾝﾀﾙ終了日に変更が生じる場合には、予めご連絡くだい。延長の場合は、月ごとにご精算となります。

 3) ﾚﾝﾀﾙ中のｾﾝｻ,ｹｰﾌﾞﾙ,表示機等の破損につきましては、修理代又は、相当の料金をご請求させて頂きます。

 4) ﾚﾝﾀﾙ機にお客様所有のｾﾝｻ /表示機等を接続してご利用の場合は、必ずご注文時に申し出てください。

     ※接続する機種によっては、破損する場合があります。


