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12.濃縮器科学・産業機器

RE601

ロータリーエバポレータ 
RE601
Rotary, Evaporators 高機能タイプ

電動リフト、真空調節器、蒸気温度表示機能を標準装備の高機能タイプ
●電動リフトを標準装備。スイッチで装置を上下に動かせます。
●回転数、真空度、蒸気温度はデジタル設定・表示です。
	 実験条件が何度でも再現できます。表示は漢字表示が可能な
日本語と英語の切り替えが可能です。

●フィードバック制御モータの採用により、低速から高速まで
安定した回転が得られます。

●運転条件をワンタッチで登録・呼び出しができます。
●定値・タイマ・勾配運転とフリー運転モードを搭載しており、
運転操作が非常に楽になりました。

●フリー電源を採用。100〜240Vの電源に接続し、ご使用いただ
けます。

●省スペース型でヒュームフードにもすっきり収まるサイズです。
●停電時電動リフトアップ機能を標準装備。

RE601A-W型

RE601B-W型 RE601C-W型

■仕様
	商品コード	 	 348頁の機種一覧選定表をご参照下さい

 型 式  RE601
	 	 モータ	 	 DCブラシレスモータ（回転用）
		 コントローラ	 真空調節器　
		 回転数	 	 20〜250r/min（rpm）
		 電動リフトストローク幅	 130mm
		 真空度設定範囲	 0〜981hPa
	 	 真空度測定範囲	 0〜1,033hPa
	 	 真空度分解能	 1hPa
	 	 ヒステリシス設定範囲	 1〜50hPa
	 	 蒸気温度表示分解能	 選択式　1℃	or	0.1℃
	 	 冷却水温度表示	 オプション対応
		 冷却水温度表示分解能	 1℃		or		0.1℃
	 	 運転機能	 	 フリー運転、定値運転、定値タイマ運転、勾配運転、勾配タイマ運転
		 タイマ設定範囲	 定値時間：1〜999分/1セグメント　　勾配時間：1〜99分
		 メモリ機能	 	 各運転モード10種類（フリー運転は除く）
		 回転数設定		 ボリューム式（デジタル表示）
		 安全機能（駆動部）	 手動設定下限リミット、モータ過負荷
		 安全機能（真空調節器）	 自己診断機能、異常発生時本体・バス連動停止機能
		 連動制御機能	 バス自動停止または自動保温選択機能
		 リフト機能	 	 電動リフト
		 外形寸法※	 ガラスセットA装着時	 幅828×奥行400×高さ727mm（857mm：リフトアップ時）
		 	 ガラスセットB/C装着時	 幅643×奥行400×高さ727mm（857mm：リフトアップ時）
		 重　さ	 	 約15kg（ガラス部・ウォーターバス／オイルバス除く）
		 電　源	 本体（50/60Hz）定格電流	 AC100〜240V　　1.5A（ウォーターバス／オイルバス除く）（3A）

 価 格  セット価格になります。348頁の機種一覧選定表をご参照ください。
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※外形寸法は突起部を含まず。電源コードの長さは器外約2mです。電源欄の（　）はブレーカ容量および電源設備容量です。

1L（標準）蒸留／回収フラスコ 20〜250rpm回転数制御範囲 室温＋5〜90℃／室温＋5〜180℃ウォーターバス／オイルバス 温度制御範囲
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科学・
産業機器
恒温・乾燥器/
恒温恒湿器

産業機器

プラズマ装置

恒温培養器

凍結乾燥・
冷却トラップ

滅菌器

純水製造
装置

恒温液槽

恒温水
循環装置

濃縮器

減圧・加圧
ポンプ
乳化・撹拌・
振とう器
造粒
乾燥装置

洗浄器

フィルター

天秤

pH計

表面観察
装置
内部観察
装置
分光・発光・
蛍光装置

物性計測
装置
細胞関連
装置
遠心
分離機
冷凍庫・
冷蔵庫

合成・
前処理装置

試験機器

電池・半導体・
LED関連装置

計測機器

環境制御・
実験施設

システム
エンジニアリング

実験台

保管・カート・
実験台用付属器具

ダイジェスト

イントロ
ダクション

送液ポンプ

研究施設

ヒューム
フード
粉体封じ込め
システム
給排気
システム

高温炉・
パージガス

環境・プロセス
関連装置

加熱器

液体／ガス
クロマトグラフ

●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。

RE601

可動式ロータリージョイント

ガラス部（液だまり防止機構）

コントロールパネル

組み合わせ例

■オプション

ロータリージョイントの固
定位置を80mm変更できま
すので、容量の異なる蒸留
フラスコを使用するとき、ま
たは真空シールの接触位置
を変更するときに便利です。
（特許番号3220033）

縦形凝縮器（ガラスセットB/C）
の液だまり防止設計。B/Cタ
イプ冷却器の能力を効率よ
く引き出し、凝縮効果を向
上するため、冷却管部分を
面積で約20％拡大（当社従来
品比）としました。
（特許番号4597021）

ホース接続金具とトラップ
（ノズル付き）

真空ポンプ制御ユニット

（注）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。
 ●コーティング蒸留・受けフラスコとも、希望サイズ受注製作いたします。

No. 商品コード 品　名 価 格
① 222120 ウォーターバス　　　AC100〜120V BM500 ¥46,000
② 222121 ウォーターバス　　　AC200〜240V BM510 ¥46,000
③ 222113 オイルバス　　　　　AC100〜120V BO400 ¥48,000
④ 222115 オイルバス　　　　　AC200〜240V BO410 ¥48,000
⑤ 255368 テフロン真空シール ORE70 ¥14,500
⑥ 255341 テフロン電磁弁 ORE80 ¥23,000
⑦ 255342 SUS製圧力センサ ORE90 ¥86,000
⑧ 255286 RE601/801用冷却水温表示センサ ORE50 ¥15,000
⑨ 255285 RE301/601/801用トラップ（ノズル付き） ORE40 ¥14,000
⑩ 255284 RE301/601/801用ホース接続金具 ORE30 ¥15,000
⑪ 255288 RE601/801用真空ポンプ制御ユニット ORE60 ¥35,000
⑫ 255296 冷却ホース　φ9mm				2m×1本 ¥  6,200
⑬ 255297 真空ホース　φ6mm				5m×1本 ¥13,200
⑭ RE20000100 蒸留フラスコ　100mL　　摺り ORG20 ¥  5,200
⑮ RE20000200 蒸留フラスコ　200mL　　摺り ORG22 ¥  5,500
⑯ RE20000300 蒸留フラスコ　300mL　　摺り ORG24 ¥  5,800
⑰ RE20000500 蒸留フラスコ　500mL　　摺り ORG26 ¥  6,200
⑱ RG00A30040 蒸留フラスコ　1L		　　					摺り ORG16 ¥10,400
⑲ RE20002000 蒸留フラスコ　2L		　　					摺り ORG28 ¥12,000
⑳ RE47002 受けフラスコ　300mL　　摺り ORG34 ¥  7,400
㉑ RE47001 受けフラスコ　500mL　　摺り ORG36 ¥  7,800
㉒ 2551730413 受けフラスコ　1L		　　					摺り ORG18 ¥  9,800
㉓ 212410575 受けフラスコ　2L		　　					摺り ORG38 ¥27,600
㉔ 255505 コーティング蒸留フラスコ　1L ORG58 ¥16,700
㉕ 255511 コーティング受けフラスコ　1L ORG56 ¥17,000
㉖ LT00035452 クランプ KS35B ¥  1,600
㉗ F0410001 クランプ KC29 ¥     800
㉘ 255363 三方コック ORG50 ¥22,000
㉙ 255282 キャスター架台（15A	サービスコンセント付き） ORE10 ¥35,000

ロータリーエバポレータRE601B
ウォーターバスBM500
真空ポンプPG201
溶媒回収装置RT200
冷却水循環装置CF301
キャスター架台

ロータリーエバポレータRE601B
ウォーターバスBM500
真空ポンプPG201
冷却水循環装置CF301

ウォーターバスBM500/510
オイルバスBO400/410

LT00035452
クランプ
KS35B

Ｆ0410001
クランプ
KC29

▲ 366頁関連機器




