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12.濃縮器科学・産業機器

ロータリーエバポレータ
Rotary Evaporators

■仕様比較表

ロータリーエバポレータ

R-100 R-300　 R-300 R-220SE

1lバス 5lバス アドバンス下降冷却型

製品番号 11100V112 11R300211V102 11R300251V102 118124C241

価　格 ¥330,000 ¥631,000 ¥660,000 ¥3,760,000
サイズ（幅×奥行×高さ） 617×898×502mm 600×429×937mm 606×429×937mm 1200×560×1750mm

重　量 18-19kg 21～23kg 21～23kg 約90kg

電　源 100V×1本 100V×2本 100V×2本 単相200V×1本

消費電力 1300W 1200W 1400W 4900W

リフト 手動 電動 電動 電動

回転フラスコ容積 4L 1L 5L 20L

最大フラスコ回転数 280rpm 280rpm 280rpm 150rpm

バス温度範囲 室温～95℃ 室温～95℃ 室温～220℃ 室温～180℃

水/オイル 水専用 水専用 水/オイル兼用 水/オイル兼用

■3機種比較表（R-100/R-300）

モデル名 R-100 R-300 R-300

1Lバスタイプ 5Lバスタイプ

■安全性■ 　

プラスチックコーティングガラス（落下してもガラス破片が飛び散らない） ○ ○ ○

バスの空焚き防止機能 ○ ○ ○

バスの設定温度ロック（誤操作防止） × ○ ○

バスをボディの土台に乗せることにより固定（耐震動性の向上） × ○ ○

ジャッキを降ろした時の高さが低い（耐震動性の向上） × ○ ○

停電時はオートジャッキが自動上昇（サンプルをバスの熱から守る） × ○ ○

プロテクションシールド（オプション） × ○ ○

バスカバー（オプション） × × ○

■利便性■ 　

高回転フラスコにより、短時間蒸留・突沸防止（最大280回転） ○ ○ ○

回転フラスコおよびベーパーダクトの脱着が簡単 ○ ○ ○

バスの脱着・持ち運びが簡単 △ ○ ○

フラスコ回転数のデジタル表示 × ○ ○

バス温度のデジタル表示 × ○ ○

結露対策（凝縮液受け） △（オプション） ○ ○

スライド式でバス位置の調整が容易 △ ○ ○

（注）上記の価格には、消費税は含まれておりません。

■アクセサリー情報（R-100/R-300）

（注）上記の価格には、消費税は含まれておりません。
※擦り合わせ規格：TS29/32
※回転フラスコ5Lを使用するにはR-300 5Lバスが必要です。
※ビーカーフラスコ1.5L使用時のバスの最高温度は60℃まで

製品番号 製　品 価　格

047991 回転フラスコ4L ¥47,000
046573 回転フラスコ5L ¥54,000
034230 ビーカーフラスコ1.5L ¥95,000
034269 ビーカーフラスコ1.5L（バッフル付）サンプル乾燥用 ¥99,000
025266 受けフラスコ3Lプラスチックコーティング ¥52,000
036576 トラップ用アダプター ¥56,000



●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。
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■ロータリーエバポレータ価格表 セット例

（注）上記の価格には、消費税は含まれておりません。
※ 上記の他に、10L回転フラスコ、受けフラスコ2個、短い冷却管など、お客様の用途に合わせた

様々なタイプがございます。型式はお問い合わせください。

商品コード 221512 221527 221552 221517

型 式 CF301 CF800 CF820 CFI1100
方式 ポンプによる外部密閉系循環
使用温度範囲 −20℃～室温 ＋5℃～＋30℃
温度制御 冷凍機ON-OFF制御 冷凍機回転数制御＋電子膨張弁
冷却能力 約450W（385Kcal/h）at液温10℃ 約1050W（830Kcal/h）at液温10℃ 約940W（810Kcal/h）at液温10℃ 約3200Wat液温20℃

約360W（380Kcal/h）at液温0℃ 約910W（780Kcal/h）at液温0℃ 約820W（706Kcal/h）at液温0℃
約270W（230Kcal/h）at液温-10℃ 約670W（570Kcal/h）at液温-10℃ 約710W（612Kcal/h）at液温-10℃

装置循環最大流量 6.3/7.2L/min（50/60Hz） 10.0/11.8L/min（50/60Hz） 9.2/10.8L/min（50/60Hz） 14.0/17.0L/min（50/60Hz）
最大揚程 4.1/5.7m（50/60Hz） 10.3/14.3m（50/60Hz） 9.6/13.3m（50/60Hz） 34.5m（50/60Hz）
水槽容量 4L（液量3L） 16L（液量14L） 6.5L（液量6L） 12.2L
外径寸法 幅228×奥行508×高さ546mm 幅355×奥行480×高さ840mm 幅570×奥行440×高さ600mm 幅420×奥行650×高さ1021mm

価 格 ￥208,000 ￥235,000 ￥298,000 ￥718,000

R-100型

R-220SE
 アドバンス下降冷却型

架台、フラスコハンドラ ―付

R-300型

V型 C型

S型 A型

V-102型

（R-100 V型 プラスチックコーティング）¥330,000＋（V-102）¥380,000＋（CF301）¥208,000＝¥918,000

（R-220SE アドバンス 下降冷却型）¥3,760,000＋
（V-711（R-220SE用））¥899,000＋（CFI1100）¥718,000＝¥5,377,000

（R-300E 1Lバス V型 プラスチックコーティング）¥631,000＋
（V-302）¥644,000＋（CF800）¥235,000＝¥1,510,000

V-711型

V-302型

CF301型

CFI1100型

CF800型

CF820型

■仕様

ロータリーエバポレータ

製品番号 製　品 価 格
ロータリーエバポレーター R-100
11100V112 R-100 V型 プラスチックコーティング ¥   330,000
ロータリーエバポレーター R-300シリーズ 1Lバス
11R300211V102 R-300E 1Lバス V型 プラスチックコーティング ¥   631,000
11R300211C102 R-300E 1Lバス C型 プラスチックコーティング ¥   671,000
11R300211S102 R-300E 1Lバス S型 プラスチックコーティング ¥   713,000
11R300211A102 R-300E 1Lバス A型 プラスチックコーティング ¥   611,000
ロータリーエバポレーター R-300シリーズ 5Lバス
11R300251V102 R-300E 5Lバス V型 プラスチックコーティング ¥   660,000
11R300251C102 R-300E 5Lバス C型 プラスチックコーティング ¥   700,000
11R300251S102 R-300E 5Lバス S型 プラスチックコーティング ¥   743,000
11R300251A102 R-300E 5Lバス A型 プラスチックコーティング ¥   640,000
中型ロータリーエバポレーター R-220SE
118426C201 R-220SE ベーシック V型 ¥2,830,000
118124C211 R-220SE アドバンス 還流冷却型 ¥3,290,000
118124C241 R-220SE アドバンス 下降冷却型 ¥3,760,000
118124C291 R-220SE 全自動蒸留システム ¥7,710,000

（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。




