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MP-21・DP70/90・MP50/70/90・HS82/84

融点測定器

全自動滴点・軟化点測定装置

MP-21

DP70/90

Melting Point Measuring Instrument

Automatic Dropping·Softening Point Instrument

温調・DSC測定 顕微鏡用ホットステージ
HS82/84
Microscope Hot-Stages

●JIS/各国薬局方準拠の測定方式で、個人差のな
い、再現性の高い測定ができます。

●高解像度画像にて融解の様子を観察・記録で
き、より信頼性の高い測定データが得られます。

●温度の上昇・測定データの表示まで自動的に行えます。
●プリンタを接続して測定データを印字できます。
●最大6検体の同時測定が可能で、より生産性を

向上できます。
●AVIファイル、CSVファイル、PDFレポートをSD

カード、またはUSBメモリ経由で出力できます。

全自動融点測定装置
MP50/70/90
Automatic Melting Point Instrument

●短時間で精度のよい、滴点・軟化点測定ができます。
●高解像度画像にて、滴下・軟化の様子を観察・記録

できます。
●ASTM,IP,DIN,AOCS,薬局方準拠
●測定例）ピッチ、カーボン、アスファルト、樹脂、

ゴム、ホットメルト、グリース、ワックス、ワセリン、
食用油脂、アイスクリーム

●温度の上昇、測定データの表示まで自動的に行えます。
●プリンタを接続して測定データを印字できます。
●pdfレポート、aviファイル、csvファイルが出力できます。

顕微鏡観察下のサンプル
を高精度で温調します。

●One Click機能で簡単操作
●サンプル上下のヒータにより高精度な温調
●ガラスパンなどを用い透過観

察とDSCの同時測定（HS84）
●分光器、X線回折装置などに

搭載しDSC同時測定（HS84）

商品コード 353703
型 式 MP-21
使用温度範囲 90～300℃※1

50～200℃※2

最高温度到達時間 250℃まで15分（オイル約70mLにて）
電圧調節 入力100V　出力0～98V
測定容器 超硬質ガラス
撹拌器 コンデンサ型　2極　3W
ヒータ 150W
照明灯 12V　10W
ルーペ 倍率1.8倍
外形寸法／重さ 径190mm×高さ420mm／約6kg
価 格 ¥169,000

■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. シリコーンオイル（KF-54）
※2. シリコーンオイル（KF-96 100cs） 本器は、第15改正日本

薬局方の融点測定法には適合いたしません。試験研究用、社内検
査用としてご使用ください。

■仕様

■仕様

（注）上記の価格には、消費税は含まれておりません。
本製品には顕微鏡やカメラ、サンプルパンなどは含まれません。ご相談ください。
※室温以下の測定には別途クーリングシステムが必要です。

（注）上記の価格には、消費税は含まれておりません。

付

属

品

温度計 －10～120℃ 1本
精密温度測定用浸線付 90～220℃ 1本

190～320℃ 1本
全没浸形 0～360℃ 1本
シリコーンオイル 100g
毛細管 50本
　　内径 1mm～±0.2
　　外径肉厚 0.2～0.3mm
　　長さ 220mm
ピペット油量調節用 1本
照明ランプ予備 1個

消耗品 シリコーンオイル　100g

■付属品

■仕様

（注）上記の価格には、消費税は含まれておりません。

型 式 MP50 MP70 MP90
温度範囲 室温～300℃ 室温～350℃ 室温～400℃
昇温速度 毎分0.1～20℃で任意に設定可能
測定精度 室温～200℃：±0.2℃、200℃以上：±0.5℃
同時測定検体数 最大4検体 最大6検体
取込み画像 グレイスケールAVI カラーAVI

価 格 ¥1,232,000 ¥1,606,000 ¥2,437,000

型 式 DP70 DP90
温度範囲 室温～400℃ －20～400℃
昇温速度 毎分0.1～20℃で任意に設定可能
測定精度 －20～30℃：±0.5℃、30℃～200℃：±0.2℃、200℃～400℃：±0.5℃
同時測定検体数 最大2検体
取込み画像 カラーAVI
価 格 ¥2,642,000 ¥3,017,000

●試料の溶融状態を容易に観察できます。
●測定容器の中には毛細管を3本同時に挿入できます。
●高速回転の小型モータで、測定容器の中のオイルを

十分に撹拌。

●温度分布が均一です。その上、試料の融点に対して
温度計の指示の遅れがありません。

●小型、軽量です。

ヤマト科学

型 式 HS82 HS84
温度範囲 室温～375℃（－60～＋375℃※） 室温～375℃
温度精度 温度範囲に応じて±0.4℃～±0.8℃
センサ ─ DSCセラミックセンサ（56熱電対）
サンプルホルダ スライドガラス対応 φ6mm DSC用サンプルパン対応
データ出力形式 SDカード、USBメモリ、PC

価 格 ¥2,199,000～ ¥3,736,000～

■消耗品
品名 商品コード 価格
照明ランプ　フォーカスランプ A1530　12V10W LT00036350    ¥480
毛細管（50本入り） 3537010267 ¥11,900
温度計　－10℃～120℃ 5020016008  ¥9,900
温度計　0～360℃ 1/1ゼンシンガク 5020016009  ¥5,000
温度計　190℃～320℃ 1/2シンセン50mm 5020016010 ¥13,600
温度計　90℃～220℃ 1/2シンセン50mm 5020016011  ¥7,500
シリコンオイル　KF-54 400C/S   1kg 242378 ¥10,500




