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低温バス
BLG100/200
Low Temperature Baths

●運転開始後、約一時間で最低温度に到達（無負荷であれば 30 分以内）

●複数の反応を同時に撹拌できる強力なネオジウムマグネットを採用

●オンタイマー機能搭載（翌日の実験に備えられます）

●マイナス 80℃タイプ（BLG100 型）は、小スケール実験に最適（～ 100ml 容器）

●マイナス 40℃タイプ（BLG200 型）は、原料合成スケールに最適（～ 500ml 容器）

●バスには液体冷媒（エタノール、フッ素系エーテル）やアルミビーズを使用

●上記の価格には、消費税は含まれておりません。●荷造・運送・搬入・据付費は別途申し受けます。
※ 1　エタノール（20％含水以下）約 300ml（BLG100）、約 1000ml（BLG200）を使用し約 25℃で運転、定格電源電圧 50Hz 時の値です。
※ 2　支柱、突起物を含まず。
※ 3　攪拌子は付属しません。

■仕様
商品コード 221704 221705
型　式 BLG100 BLG200
方　式 スターリングクーラー80W　ヘリウム冷媒（ノンフロン）

性
能

温度制御範囲 -80～0℃（外囲条件23℃±5℃） -40～0℃（外囲条件23℃±5℃）
温度調節精度 ±0.3℃（安定時　冷却槽温度）
温度変動 ±0.3℃
最低温度到達時間※1 約55分（20℃→-80℃） 約65分（20℃→-40℃）

構
成

バス容量 アルミ製 / 約300 ml アルミ製 / 約1000 ml
温度制御方式 PID制御＋インバータ制御
温度表示・設定方式 デジタル式
最大適用容器サイズ 100ml三ツ口フラスコ 500ml三ツ口フラスコ
攪拌機能 ネオジウムマグネット式、100-1200 rpm、回転数デジタル表示
タイマー オンタイマーのみ（最長99時間50分）

外形寸法※2 幅210×奥行425×高さ295mm 幅210×奥行450×高さ295mm 
重さ 約15kg
電源（50/60Hz） AC100V　2A
付属品※3 断熱フタ、ステンレス製支柱  2本、取扱説明書、保証書
価　格 ￥598,000 ￥680,000

到達保証温度 -80℃ /-40℃ バス容量 300ml/1000ml

■コントロールパネル
シンプルな操作と表示（型式共通）

BLG200 型BLG100 型

これまでのドライアイスや液体窒素の監視と補充の面倒から解放
スターラー付のオールインワン液体冷却槽だから、使いたいサイズのフラスコを入れるだけ！



データ（温度下降曲線）

寸法図

BLG100 BLG200
a 98 124
b 48 58
c 80 124
d 30 58
e 34 66
f 58 101

 BLG100 型

■関連製品（推奨品）

品名 商品コード 価格
クランク柄両開クランプ ( 極小）＆平ネジ付
角型ムッフ（φ 5 ～ 13mm）セット

221774 ￥5,000

●クランクタイプクランプ＆角型ムッフ（平ネジ付）セット

●テフロン製攪拌子FO型（10個セット）
全長 直径 商品コード 価格
10mm 5mm 221775 ￥6,000
20mm 10mm 221776 ￥7,100
30mm 15mm 221777 ￥9,900

●上記の価格には、消費税は含まれておりません。●荷造・運送・搬入・据付費は別途申し受けます。

●枝付ナスフラスコ（枝サイズ 8φ×30mm）
容量 主管 商品コード 価格
5ml 15/25 221763 ￥6,700
10ml 15/25 221764 ￥6,700
20ml 15/25 221765 ￥6,700
30ml 15/25 221766 ￥6,700
50ml 15/25 221767 ￥6,900

容量 主管　 商品コード 価格
50ml 15/25 221768 ￥11,400
100ml 15/25 221769 ￥11,600
100ml 29/42 221770 ￥12,700
200ml ※ 29/42 221771 ￥13,000
300ml ※ 29/42 221772 ￥13,400
500ml ※ 29/42 221773 ￥14,000

※ BLG100 未対応

●三ツ口丸底フラスコ（側管     15/25）
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お客様総合サービスセンター　   0120-405-525
携帯電話からのお問い合わせ     0570-064-525
　受付時間  9：00～19：00　※土・日・祝日・振替休日を除く
　（12：00～13：00の間も受け付けております）

  www.yamato-net.co.jp　   ＜E-mail＞info@yamato-net.co.jp

● 営業・サービス拠点　 
　札　幌  （011）707-0371　　東京北  （03）5939-4761　　静　岡  （054）288-9025　
　仙　台  （022）298-3781　　東京西  （042）352-3211　　名古屋  （052）202-3051　
　筑　波  （029）852-3411　　川　崎  （044）540-3751　　京　滋  （075）646-5671
　北関東  （048）642-2569　　横　浜  （045）828-1631　　関　西  （06）6101-3112　　
　千　葉  （043）241-7085　　厚　木  （046）224-6911　　広　島  （082）221-0921  
　東　京  （03）5639-7071　　長　野  （026）273-7901　　福　岡  （092）263-7550 　

本社　〒103-0022　東京都中央区日本橋室町２-２-１

●仕様および外観は改良のため予告なく変更することがありますのでご了承下さい。製品カラーは、撮影・印刷インキの関係で実際の色と異なって見えることがあります。

 ※本カタログに掲載された製品の仕様・性能数値は、一般的な使用条件における、ユーザーガイドとして提示しています。
　 ご使用の際は、取扱説明書の内容をご理解いただき、正しくご使用ください。取扱説明書の記載使用条件を外れて使用され、人的・物的損害が発生しても、
　 当社はその責任を負いかねますのでご注意ください。
 ※当製品は輸出管理リスト規制該当品です。輸出の際には日本国政府による許可が必要となりますのでご注意願います。

 注意


