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16.洗浄器科学・産業機器

WT-100-M/WT-200-M/WT-300-M・WV-231S・W-113サンパ・WTC-600-40/WTC-1200-40

超音波洗浄機（低周波卓上タイプ）

WT-100-M/WT-200-M/WT-300-M・WV-231S・W-113サンパ・WTC-600-40/WTC-1200-40
Ultrasonic Washers

WT-1-2-300-M型

WT-100-M/WT-200-M/WT-300-M

WV-231S

■28kHzと45kHzの共振2周波が洗浄ムラをカット
●ソフト（45kHz発振）・リズム（45kHz間欠発振）・パワフル（28kHz
&45kHz切替発振）の3つの発振モードを採用。

●しつこい汚れに適した28kHz、細かい部分に回り込む45kHz、こ
の2周波を切替発振することで定在波による洗浄ムラを防ぎます。
■WT全シリーズにヒーター、タイマー、ドレインバルブ付き

■減圧機能を搭載した卓上洗浄機（水系専用）
●従来の超音波洗浄機では洗浄しきれなかった微細孔・袋穴の洗
浄ができます。

●減圧と常圧を自動で繰り返すため、汚れの剥離がスピーディーです。
●減圧による脱気効果で超音波の洗浄要素であるキャピテーショ
ンがパワーアップされます。

●用途は注射針など細管内部、止まり穴精密部品、タップ穴加工
品、医療用チューブ、樹脂加工品、スルホール基板など。

高周波利用設備許可申請の届出が必要です。

WV-231S型

■オプション

■仕様

■付属品：スノコ

商品コード 291501 291502 291503

型　式 WT-100-M WT-200-M WT-300-M
発振モード ソフト（45kHz発振）・リズム（45kHz間欠発振）・パワフル（28kHz&45kHz切替発振）
最大出力 100W 200W 300W
発振周波数 28kHz/45kHz
電　源 AC100V　50/60Hz　325VA AC100V　50/60Hz　650VA AC100V　50/60Hz　1200VA
内槽寸法（mm） 幅240×奥行140×高さ150（5l） 幅300×奥行240×高さ150（10.5l） 幅505×奥行300×高さ200（29.5l）
外形寸法（mm） 幅279×奥行265×高さ310 幅339×奥行365×高さ330 幅544×奥行425×高さ410
重量（kg） 7 10 15
ヒーター 125W 250W 500W
タイマー 0～60分（1分単位）
ドレイン 15A（1/2B）ホースニップル
槽材質 SUS304

価　格 ¥128,000 ¥218,000 ¥368,000 

洗浄カゴ
材質：SUS304

フタ
材質：SUS304

ビーカーラック
材質：PP（ポリプロピレン）

KG06 WT-100-M用 FT01 WT-100-M用 BR03 WT-100-M用
品名：KG04　商品コード：291516 品名：FT01　商品コード：291517 品名：BR02　商品コード：291518
寸法：195×105×100mm 寸法：263×162×32mm 寸法：255×155mm　2穴（φ90.5）
価格：¥8,960 価格：¥2,000 価格：¥11,500
WT-200-M用 WT-200-M用 WT-200-M用
品名：KG06　商品コード：291519 品名：FT03　商品コード：291520 品名：BR03　商品コード：291521
寸法：255×195×100mm 寸法：320×263×30mm 寸法：315×255mm　4穴（φ90.5）
価格：¥9,400 価格：¥3,300 価格：¥17,250
WT-300-M用 WT-300-M用 WT-300-M用
品名：KG07　商品コード：291522 品名：FT04　商品コード：291523 品名：BR04　商品コード：291524
寸法：450×250×140mm 寸法：527×324×30mm 寸法：520×315mm　8穴（φ90.5）
価格：¥17,070 価格：¥5,500 価格：¥52,000

■オプション
KG15 洗浄カゴ BR06 ビーカーラック

品名：KG15 品名：BR06
寸法：260×200×180mm 寸法：270×215×169mm　4穴（φ90.5）
材質：SUS304 材質：PP（ポリプロピレン）
価格：￥32,500 価格：￥37,000

■仕様
型　式 W-231S
発振モード 単周波発振
最大出力 300W
発振周波数 40kHz
槽内圧力 最大75kPa
減圧/常圧切替 減圧約80秒/常圧約15秒（1サイクル）
操作スイッチ 超音波のみ/超音波＋減圧
電　源 AC100V　50/60Hz　500VA
内槽寸法（mm） 幅280×奥行220×高さ254（13l）
外形寸法（mm） 幅382×奥行267×高さ440
重量（kg） 35
タイマー 0～60分
ドレイン Rc15A（1/2B）
槽/フタ 材質 SUS304

価　格 ¥690,000
（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。
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WT-100-M/WT-200-M/WT-300-M・WV-231S・W-113サンパ・WTC-600-40/WTC-1200-40

W-113サンパ型

W-113サンパ
■マルチ周波数発振（28kHz/45kHz/100kHzの3周波）
●しつこい汚れに適した28kHz、細かい部分に回り込む45kHz、ダ
メージの少ないきめ細かな洗浄が可能な100kHz、この3周波を順
次繰り返し発振することで、定在波による洗浄ムラを防ぎます。
●洗浄物の材質・汚れに応じて、単周波発振と3周波マルチ発振の
4種類の洗浄モードを選択できます。
■洗浄時間を設定できるタイマー機能
●各周波数の洗浄時間（1～99秒）とトータルの洗浄時間（1～30分）
を設定できます。

■仕様

WTC-600-40/WTC-1200-40
■ 一体型で600W/1200Wの大出
力、手を触れずに簡単操作

●卓上型で大出力（出力調整0～100％）の
大型機器ですので、機械部品などの洗浄
が可能です。
●操作部に光電式センサ＆音声ガイドを採
用。濡れた手や汚れた手でも本体に触る
ことなく、音声ガイドにそって簡単に操
作できます。
●ドレインバルブ以外にオーバーフロー用
ドレイン取付穴により、循環システムへ
の拡張が容易にできます。
■ FM＋AM変調の発振方式を採用
し洗浄ムラを軽減

●FM変調（周波数変調）は槽内の超音波を
均一化し高効率で洗浄ムラを軽減する効
果があり、AM変調（出力変調）は洗浄
物、液種、液深の負荷変動に強いという
効果があります。

高周波利用設備許可申請の届出が必要です。

WT-600-40型 WTC-1200-40型

■オプション

■付属品：フタ

商品コード 291507

型　式 W-113サンパ
発振モード 単周波発振/3周波順次切替発振
最大出力 100W
発振周波数 28kHz/45kHz/100kHz
振動子 特殊ボルト締めランジュバン型振動子
電　源 AC100V　50/60Hz　200VA
内槽寸法（mm） 幅240×奥行140×高さ100（5l）
外形寸法（mm） 幅290×奥行208×高さ249
重量（kg） 4.4
ドレイン 内径φ6、外径φ12　ピーコック型
槽材質 SUS304
本体材質 PP（ポリプロピレン）

価　格 ¥148,000

KG03画像 洗浄カゴ BR01画像 ビーカーラック
品名：KG03　商品コード：291533 品名：BR01　商品コード：291534
寸法：195×105×50mm 寸法：245×146mm　2穴（φ90.5）
材質：SUS304 材質：PP（ポリプロピレン）
価格：¥12,000 価格：¥2,500

■オプション

■仕様
商品コード 291504 291505

型　式 WTC-600-40 WTC-1200-40
発振モード 周波数変調＋出力変調（周波数変調幅：±1kHz）
最大出力 600W 1200W
発振周波数 40kHz 40kHz
電　源 AC100V　50/60Hz　300VA AC200V-230V　50/60Hz　600VA
内槽寸法（mm） 幅400×奥行350×高さ272（40l） 幅610×奥行400×高さ268（69l）
外形寸法（mm） 幅600×奥行410×高さ472 幅800×奥行460×高さ472
槽材質 SUS304
重量（kg） 40 55
ドレイン Rc20A（3/4B）バルブ Rc25A（1B）バルブ

価　格 ¥398,000 ¥598,000

洗浄カゴ
材質：SUS304

フタ
材質：SUS304

架台
材質：SUS304

KG08 WTC-600-40用 FT05 WTC-600-40用 DA01 WTC-600-40用
品名：KG08　商品コード：291525 品名：FT05　商品コード：291526 品名：DA01　商品コード：291527
寸法：350×310×210mm 寸法：440×390×1.2mm 寸法：593×403×250mm
価格：¥22,000 価格：¥8,000 価格：¥25,000
WTC-1200-40用 WTC-1200-40用 WTC-1200-40用
品名：KG09　商品コード：291528 品名：FT06　商品コード：291529 品名：DA02　商品コード：291530
寸法：550×360×210mm 寸法：650×440×1.2mm 寸法：793×453×250mm
価格：¥27,500 価格：¥9,000 価格：¥27,000


