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オプション スリーワンモータ 攪拌用途を広げるアクセサリー
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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。

トルクメーターユニット Type：YT

ドリルチャック

汎用攪拌翼

攪拌翼セット
攪拌シャフト Φ8mmナット付

バキュームスターラー Type：K24/K29 PAT.

エアパージ

安全カバー

クランプホルダー Type：21×16

手締めチャック用コレット Type：CC-2/CC-4/CC-6/CC-8

補助プーリー Type：AP

組立スタンド Type：CS CS2 PAT.1569032

攪拌中には、様々な現
象がおこり、粘度が変
化します。このトルク
メータユニットは、お
手持ちの攪拌機のチャ
ックに簡単に取り付け
る事ができ、手軽に粘
度変化を回転トルクと
して読取れます。バネ
のねじりを利用した非
常に頑丈で再現性のあ
る回転トルクメータで
す。トルクメータは、5
種類あり、目的に応じ
て選定する事ができま
す。ご注文時にご指定
下さい。

PAT.の特長は、テーパージョイント
部にあります。フラスコとテフロン
のシール部は、薄いフィン12枚で密
着遮断しています。真空度は、10-3
以上の高い減圧攪拌作業を可能にし
ています。シャフトジョイントシー
ル部は、Oリングを介したテフロン
製カップシールのグランドパッキン
グ方式です。補修部分としてグラン
ドシール部（4個1組）を用意してい
ます。消耗の場合は、簡単に交換で
きるので、長くご使用になれます。

スリーワンモータでの攪拌作業を
より安全に行って頂くためのチャ
ック部カバー。攪拌槽を覗き込ん
だ時、回転するチャンバーに毛髪
を巻き込まれる事も起こり得ま
す。安全カバーは、回転するチャ
ックを覆いますので非常に安全で
す。※取付け金具付・4組入り

トルクメータユニット ¥220,000
●タイプ／YT

クランプホルダー ¥17,000
●タイプ／21×16

バキュームスターラー
●タイプ／K24 ●適用／S24用 ¥28,000
●タイプ／K29 ●適用／S29用 ¥29,000
補修部品
●グランドシール（4個入り） ¥  2,000
●内部部品 ¥  6,000

組立スタンド
●タイプ／CS ¥25,000
●タイプ／CS2（BLW用） ¥35,000

200mm中間ポール
●タイプ／CS用 ¥3,000
●タイプ／CS2用 ¥4,000
400mm中間ポール
●タイプ／CS用 ¥6,000
●タイプ／CS2用 ¥8,000

ステンレス製ドリルチャッ
クです。攪拌シャフトの締
付けにチャックハンドルが
必要な場合、手締めチャ
ックから変更ができます。
ご注文時にご指定下さい。

ドリルチャック 本体価格¥10,000増
●適用／Φ8mm用

現在実験等における安全性向上の声が、非常に高まってい
ます。そこでスリーワンモータの安全性を上げる為に、エ
アパージ仕様のオプションを設定いたしました。エアー供
給による圧力により、モータ内部とコントロールボックス
の内圧を外気圧より僅かに高め、外気の侵入を防ぎます。
対応機種：BLh、BL、Z+、Ft、R、Te
※エアパージ仕様は完全防爆の基準には入りません。
※コンプレッサーなどのエアー源が必要となります。
※価格については機種により異なりますので、お問い合せ下さい。

スリーワンモータのホルダーとし
て念入りに設計された、この二重
ム ッ フ は、スタンドポ ー ル 径
21mm、攪拌機アーム径16mmま
で正しい角度で固定できます。ノ
ブネジは、非常に締め付けやすい
形状で、少ない力で確実に固定で
きます。実験室に大変便利な10個
入り1ケースにして、お求めやす
い価格となっています。

BLシリーズ用安全カバー ¥  7,000
Gシリーズ用安全カバー ¥12,000
※ Gシリーズ用安全カバーは、1981年以前に製造されたGシリーズには

取付ける事ができません。ご購入前にお問い合わせ下さい。

この補助プーリーは、スリーワンモータのドライブシャフトに付
属のプーリーを取り付けて、一台のスリーワンモータを二台分
に働かせる事のできるユニットです。構造は、スリーワンモータ
と同じドライブシャフトに手締めチャックとフリージョイント

（PAT）を備えた、他にないヘイドンのIDEAのひとつです。付属
ベルトは、スリップが少なく、作業中に切れる心配のほとんどな
いバイトン製で、二軸の攪拌作業が経済的に行えます。また、二
段プーリーをスリーワンモータ側に取付けますと左右二台の補
助プーリーを使用する事もできます。

補助プーリー
 ¥45,000
●タイプ／AP
● 付 属 品 ／ クランプホルダ ー

（Type：21×16）1個、バイト
ン製ベルト1本、プーリー1個

● オプション／二段プーリー　
￥3,000

スリーワンモータの手締めチャッ
クはΦ8mmシャフト専用となっ
て い ま す。Φ2mm、Φ4mm、Φ
6mmシャフトを使用される場合
は、コレットの交換が必要です。

手締めチャック用コレット ¥8,000
●タイプ／CC-2 ●タイプ／CC-6
●適用／Φ2mm用 ●適用／Φ6mm用
●タイプ／CC-4 ●タイプ／CC-8
●適用／Φ4mm用 ●適用／Φ8mm用
※三ツ爪型旧手締めチャックには、ご利用できません。

H型をしたこの組立スタンドは、力学的に四脚の最も安定した位置にポ
ールを設け、四脚のうちの一点は、調節ネジとなっており設置面の凹凸
に対応します。スリムなこのスタンドは、付属の2本のネジをL型レンチで
締め付けると写真のようにH型とクランク型に組み立てる事ができます。
また、ポール長は、400mm2本つなぎ合わせで800mmですが、全長
1000mm用中間ポール（200mm）と1200mm用中間ポール（400mm）を
用意しています。

攪拌用途を広げる攪拌翼 ヘリカルリボン翼やアンカー翼等、ご希望の攪拌翼を製作します。特注翼ご相談下さい。

プレスによる量産化のため安価です。幅広くご利用できます。

L600mm
●SUS-316製先端用 ¥4,000
L700mm
●SUS-316製先端用 ¥6,000
L800mm
●SUS-316製先端用 ¥7,000
L1000mm
●SUS-316製先端用 ¥9,000

❶バタフライ（PAT）
●SUS-316製先端用 ¥1,000
●SUS-316製ボス付 ¥2,200
❷プロペラR※1

●SUS-316製先端用 ¥   500
●SUS-316製ボス付 ¥1,400
●チタン製先端用 ¥2,500
❸ファン
●SUS-316製先端用 ¥   400
❹タービン
●SUS-316製先端用 ¥   800
●SUS-316製ボス付 ¥2,000
●チタン製先端用 ¥5,000

❺かい十字R※2

●SUS-316製先端用 ¥   600
●SUS-316製ボス付 ¥2,000
●チタン製先端用 ¥3,500
❻ソフト十字（PAT）
●SUS-316製先端用 ¥   700
●SUS-316製ボス付 ¥2,000
❼トンボ
●SUS-316製先端用 ¥4,000
※ 1・※2は、逆ねじり翼も用意しています。先端用

は、攪拌シャフトに付属されているナットでシャフ
ト先端に固定できます。ボス付は、ボス部の止めネ
ジで攪拌シャフトのどの位置にも固定できます。
多段での使用もできます。

攪拌翼

❶ディスパ
●翼径40mm ¥  5,000
●翼径60mm ¥  6,000
●翼径80mm ¥  7,500
●翼径100mm ¥  8,700
❷ブレードタービン
●翼径40mm ¥  6,500
●翼径80mm ¥  7,500
❸傾斜パドル
●翼径40mm ¥  6,500
●翼径80mm ¥  9,200
●翼径100mm ¥11,200
●翼径120mm ¥12,800

❹ディスクタービン
●翼径40mm ¥6,500
●翼径80mm ¥7,500
●翼径100mm ¥8,700
●翼径120mm ¥9,800
❺湾曲ディスクタービン
●翼径40mm ¥6,500
●翼径80mm ¥9,200

※ ボス部の止めネジで攪拌シャフトのどの位置にも
固定できます。多段での使用もできます。下記以外
の翼も受注生産致します。

※ 寸法図・動力特性等の詳細は、技術資料をご請求
下さい。

Type：FS-7　汎用7点セット ¥  9,000
《内訳》ファン／プロペラR／ソフト十字／かい十字R／バタフライ／タービン／ボス付かい十字R／
攪拌シャフト（Φ8mm・L500mmナット付）各1
Type：FS-5　ボス付5点セット ¥12,500

《内訳》ボス付プロペラR／ボス付ソフト十字／ボス付かい十字R／ボス付バタフライ／ボス付タービ
ン／攪拌シャフト（Φ8mm・L500mmナット付）各1
Type：FS-3T　チタン製3点セット ¥26,000

《内訳》プロペラL／かい十字L／タービン／攪拌シャフト（Φ8mm・L500mmナット付）各1

0～5N・cm
0～10N・cm
0～20N・cm
0～50N・cm
0～100N・cm

グランドシール

K-29 K-24

❶ ❷ ❸ ❹ ❺ ❻ ❼ ❶ ❷ ❸ ❹ ❺

L400mm※在庫限り

●SUS-316製 ¥  3,000
L500mm
●SUS-316製 ¥  3,000
●チタン製 ¥15,000




