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オプション ラボスターラ LT400/500・LR500A/B・LS-08
Stirrers, Laboratory

●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。
（注）掲載価格に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。

■Y形架台（LT400/500･LR400/500･L-35型用）

スタンド
■H形スタンド（LS-08型用）

商品コード 231086
支柱寸法 長さ 725mm

外径   25mm
脚部寸法 幅 400mm

奥行 420mm
重さ 約7kg
価　格 ¥16,800

商品コード 851302
支柱寸法 長さ  550mm

外径 13.5mm
脚部寸法 幅  220mm

奥行  320mm
重さ 3.9kg
価　格 ¥10,000

撹拌軸
商品コード 231384 LR41AY0002
型　式 LT400/500用 LR400/500用
寸　法 500mm　径8mm 800mm　径10mm
材　質 SUS316
価　格 ¥6,000 ¥5,500

水槽取り付け金具 （LT400/500・LR400/500型用）

商品コード 231032
容器のエッジ取り付け幅 最大　35mm
撹拌軸可変角度 60℃まで
価　格 ¥33,600

羽根・円板付きタービン

4枚羽根
標準形　材質：ステンレス鋼　SUS304

細口用羽根
細口びん用（内径 18mm の容器が使用で
きます）。材質：ステンレス鋼  SUS304羽根径 取り付けネジ 商品コード 価　格

75mm M5 LR41AY0005 ¥2,700
60mm M5 LS18Z01650 ¥2,500
40mm M5 LR41AY0003 ¥2,200

羽根径 取り付けネジ 商品コード 価　格
（回転直径）
45mm

M5 LR41AY0006 ¥3,200

2枚羽根
大口径用。比較的粘度の高い試料に用いる。
少量用材質：ステンレス鋼　SUS304

ガラス羽根
金属イオンを極度に嫌う試料、あるいは強構
造塩素の試料に用いる。材質：硬質ガラス

羽根径 軸 径 商品コード 価　格
LT400/500用60mm（長さ500mm） φ8 231385 ¥5,200
LR400/500用60mm（長さ500mm） φ10 LR41AY0007 ¥7,600

羽根径 取り付けネジ 商品コード 価　格
100mm M5 LR41AY0009 ¥2,600
28mm M5 LR41AY0008 ¥2,600

2段用円板付きタービン
円板付きタービンと組み合わせて、シャフトの中間に
固定して使用する。材質：ステンレス鋼　SUS304

円板付きタービン
撹拌中、空気の吸込みが少ない深い容器に
用いる。材質：ステンレス鋼　SUS304

羽根径 取り付けネジ 商品コード 価　格
100mm M5 LR41AY0011 ¥4,000
60mm M5 LR41AY0010 ¥2,700

羽根径 取り付けネジ 商品コード 価　格
LR400/500用（60mm） φ10 LR41AY0012 ¥2,700
LT400/500用（60mm）   φ8 231386 ¥2,700

減圧スターラ用アダプタ（LR400/500型用）
本体材質 フッ素樹脂とニトリルゴム
使用撹拌軸 径10mm
真空度 6.7Pa（5×10−2Torr）

（真空ポンプ運転中）
付属品 オイルシール（ニトリルゴム）2個

細口用撹拌羽根　1個
摺り合わせタイプ 商品コード 価　格
T24/40 231097 ¥17,600
T29/42 231098 ¥33,600

●  ガラス器具（3ツ口丸底フラスコ等）内を減圧状態にして撹拌
する実験に最適です。

● テーパー部は共通摺り合わせを採用していますので、お手持ち
の容器で使用できます。撹拌軸の長さは自由に調節できます。

（注）60mm以下の羽根をご使用願います。

補助撹拌器 （LR400/500型用）
商品コード 231096
使用容器サイズ 最大3Lビーカ2個まで
使用撹拌軸 径10mm
撹拌軸間隔 135mm
ベルト 0リング（バイトンP120）
付属品 六角レンチ（2本）、ベルト（1本）、

チャックハンドル（1個）、
クランプ（1個）、プーリー（1個）

価　格 ¥44,000
● 付属するプーリーを、LR型本体のギアヘッド部のシャフトに

取り付け、それを補助撹拌器とベルトで連動させることによ
り、1台のラボスターラーで2台分の働きをします。

●  付属のクランプホルダで簡単に支柱に取り付けることができます。

PTFE撹拌棒/羽根

● F-4022とF-4053はセットでご使用ください。

商品コード 品名 ロット径 全　長 羽　根 材　質 価　格
F-4011-01 PTFE被覆撹拌棒（羽根付） LT400/500型用 φ8mm 450mm 長さ80mm PTFE上部ステンレス ¥  8,800
F-4012-04 オールPTFE被覆撹拌棒（羽根付） LT400/500型用 φ8mm 500mm 長さ100mm PTFE内部鉄芯 ¥15,000
F-4013-01 PTFE撹拌棒大型 LT400/500型用 φ8mm 600mm 幅16×長さ80mm PTFE内部ステンレス棒 ¥27,000
F-4013-02 LR400/500型用 φ10mm 800mm 幅20×長さ120mm PTFE内部ステンレス棒 ¥32,000
F-4014-04 PTFEプロペラ式被覆撹拌棒 LT400/500型用 φ8mm 450mm 直径φ52mm PTFE上部ステンレス ¥18,500

商品コード 品名 ロット径 全　長 材　質 価　格
F-4053-01 PTFEオール 

被覆撹拌棒
（半月羽根用）
LT400/500型用

φ8mm 350mm PTFE ¥  7,500
F-4053-02 φ8mm 450mm ¥  8,000
F-4053-03 φ8mm 500mm ¥  9,000
F-4053-04 φ8mm 600mm ¥10,000

商品コード 品名 羽根寸法 材　質 価　格
F-4022-01 PTFE撹拌羽根 40×16mm×3t PTFE ¥     340
F-4022-02 （半月羽根） 50×19mm×3t ¥     340
F-4022-03 60×19mm×4t ¥     340
F-4022-04 75×20mm×4t ¥     400
F-4022-05 90×24mm×4t ¥     700
F-4022-06 100×24mm×4t ¥  1,100
F-4022-07 125×30mm×5t ¥  1,190
F-4022-08 150×30mm×5t ¥  2,500

減圧スターラ用アダプタ （LT400/500型用）

セット例

補助撹拌器 （LT400/500型用）
商品コード 231382
使用容器サイズ 最大3Lビーカ2個まで
使用撹拌軸 径8mm
撹拌軸間隔 135mm
ベルト 0リング（バイトンP120）
付属品 六角レンチ（2本）、ベルト（1本）、

チャックハンドル（1個）、
クランプ（1個）、プーリー（1個）

価　格 ¥44,000

本体材質 フッ素樹脂とニトリルゴム
使用撹拌軸 径8mm
真空度 6.7Pa（5×10−2Torr）
付属品 オイルシール（ニトリルゴム）2個
摺り合わせタイプ 商品コード 価　格
T24/40 231380 ¥17,600
T29/42 231381 ¥33,600

セット例




