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14.乳化・撹拌・振とう器科学・産業機器

BL/BLhシリーズ

スリーワンモータ
Laboratory Stirrers

■特長
●過酷な撹拌を目的に開発されたメンテナ

ンスフリーのブラシレスモータを採用
●一方向のみの撹拌で発生するリング状の

非混合領域を回転方向の切り換えにより
解消させるタイマ付き自動正転/逆転機
能を搭載

●傾斜型翼（かい十字・プロペラ等）の使用
により軸方向流も逆転するので、より一
層撹拌効果が得られます

●高出力80Wのブラシレスモータ採用によ
りBLシリーズの2倍のトルクを発生させ
る実験室用強力撹拌器です（BLh型）

●フィードバック制御により、撹拌作業中に
粘度変化が生じても設定された回転数を維
持します

■標準型/ハイパワー型 撹拌器 仕様

（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。
※1.トルクインジケータは負荷の状態を5段階にLED表示します。
※2.電流制限回路は最大トルクを超えた負荷が加わったとき、モータに流れる電流を自動的に制御し、モータを保護します。
※3.サーマルプロテクタはモータの温度が上限温度を超えるとモータに流れる電流を遮断し、モータの焼損を防止します。

商品コード 231226 231227 231228 231229 231217 231218 231219 231245

型 式 BL300 BL600 BL1200 BL3000 BLh300 BLh600 BLh1200 BLh3000
分　類 標準型 ハイパワー型
適用試料 高粘度用 中高粘度用 中低粘度用 低粘度用 高粘度用 中高粘度用 中低粘度用 低粘度用
回転範囲 5～300rpm 10～600rpm 20～1,200rpm 50～3,000rpm 5～300rpm 10～600rpm 20～1,200rpm 50～3,000rpm
定格トルク 1.3N･m 0.7N･m 0.3N･m 0.1N･m 2.6N･m 1.3N･m 0.6N･m 0.2N･m
モータ DCブラシレスモータ　40W DCブラシレスモータ　80W
回転制御 フィードバック制御・正転/逆転切換え（タイマモード、手動）
タイマ機能 正転逆転運転タイマ機能：5,10,20,30,45,60sec選択可能、撹拌停止タイマ機能：0.5～24時間
パネル表示 回転数デジタル4桁表示、過負荷表示、トルクインジケータ（1目盛り20％）※1

チャック 径8mm用コレット型手締めチャック
安全装置 電流制限回路※2、サーマルプロテクタ※3、チャック部安全カバー

規
　
格

本体外形寸法 幅135×奥行170×高さ197（安全カバー装着時211）mm 幅135×奥行170×高さ211（安全カバー装着時230）mm
電　源 AC100V　50/60Hz　1.2A AC100V　50/60Hz　2A
電源コード 2極接地型プラグ付き電源コード　2m
重　さ 2.2kg
付属品 クランプホルダ（Type：21×16）　1個

価 格 ¥123,000 ¥115,000 ¥119,000 ¥110,000 ¥188,000 ¥180,000 ¥184,000 ¥184,000

BL/BLhシリーズ
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●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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BLFt/BLhFtシリーズ・EPシリーズ

■特長
●出力コネクタから回転数と換算トルクがアナログ電圧で出力されるので、記録計等で撹

拌中の粘度変化が測定・記録できます
●フィードバック制御により、撹拌作業中に粘度変化が生じても設定された回転数を維持します
●過酷な撹拌を目的に開発されたメンテナンスフリーのブラシレスモータを採用
●一方向のみの撹拌で発生するリング状の非混合領域を回転方向の切り換えにより解消さ

せるタイマ付き自動正転/逆転機能を搭載
●高出力80Wのブラシレスモータ採用によりBLシリーズの2倍のトルクを発生させる実験

室用強力撹拌器です（BLh型）

■特長
●圧縮エアーを動力源に使用する完全防爆型の撹拌器です
●エアーモータに付属されるニードルバルブでエアーの圧力を調節して回転数、トルクを

調整するので、火気厳禁である実験室で安心してご使用になれます
●使い易さで定評のあるBLシリーズとコンポーネントを共通化しています
●オイルレスでの運転も可能です
●サイレンサーにより消音します
●有機溶媒に強いステンレス製ドリルチャックを採用しています

BLFt/BLhFtシリーズ

EPシリーズ

■外部出力機能付き撹拌器 仕様

（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。
※1.トルクインジケータは負荷の状態を5段階にLED表示します。※2.電流制限回路は最大トルクを超えた負荷が加わったとき、モータに流れる電流を自動的に制御し、モータを保護します。
※3.サーマルプロテクタはモータの温度が上限温度を超えるとモータに流れる電流を遮断し、モータの焼損を防止します。

商品コード 231491 231492 231493 231246 231247 231248

型 式 BL300Ft BL600Ft BL1200Ft BLh300Ft BLh600Ft BLh1200Ft
分　類 標準型 ハイパワー型
適用試料 高粘度用 中高粘度用 中低粘度用 高粘度用 中高粘度用 中低粘度用
回転範囲 5～300rpm 10～600rpm 20～1,200rpm 5～300rpm 10～600rpm 20～1,200rpm
定格トルク 1.3N･m 0.7N･m 0.3N･m 2.6N･m 1.3N･m 0.6N･m
モータ DCブラシレスモータ　40W DCブラシレスモータ　80W
回転制御 フィードバック制御・正転/逆転切換え（タイマモード、手動）
タイマ機能 正転逆転運転タイマ機能：5,10,20,30,45,60sec選択可能、撹拌停止タイマ機能：0.5～24時間
パネル表示 回転数デジタル4桁表示、過負荷表示、トルクインジケータ（1目盛り20％）※1

回転数出力 アナログ電圧：DC 0～+5V
換算トルク出力 アナログ電圧：DC 0～+5V
チャック 径8mm用コレット型手締めチャック
安全装置 電流制限回路※2、サーマルプロテクタ※3、チャック部安全カバー

規
　
格

本体外形寸法 幅135×奥行175×高さ197（安全カバー装着時211）mm
電　源 AC100V　50/60Hz　1.2A AC100V　50/60Hz　2A
電源コード 2極接地型プラグ付き電源コード　2m
重　さ 2.8kg
付属品 クランプホルダ（Type：21×16）　1個

価 格 ¥175,000 ¥175,000 ¥175,000 ¥205,000 ¥205,000 ¥205,000

■完全防爆型エアーモータ撹拌器 仕様

（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。

商品コード 231483 231484

型 式 EP700 EP1800
分　類 エアーモータ撹拌器
適用試料 高粘度用 中低粘度用
回転範囲 700rpm 1800rpm
定格トルク 2.4N･m 1.2N･m
推奨最大回転数 500rpm 1300rpm
最大出力 0.3HP
エアー最大消費量 400L/min
チャック 径8mm用ドリルチャック

規
　
格

本体外形寸法 幅135×奥行170×高さ197（安全カバー装着時211） mm
重　さ 2.2kg
付属品 エアーホース、安全カバー、クランプホルダ、チャックハンドル

オプション
3点セット　壁取付タイプ（¥58,000）、自立スタンドタイプ（¥74,000）のいずれかより選択ください。
3点セット内容：（エアフィルタ、ルブリケータ、レギュレータ、タービンオイル）
撹拌翼、撹拌シャフト、組立スタンド

価 格 ¥278,000 ¥278,000


