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安全のため特に注意してください  

△警告  

使用不可能な洗浄液について  

●次の（1）、（4）に記載の洗浄液は絶対に使用しないでください。  

（1）引火性・爆発性洗浄液   

（シンナー、アルコール、代替フロンHCFC－141b等）  

（2）強アルカリ性洗浄液（pH12以上）  

（3）酸性洗浄液  

（4）純水、蒸留水  

これらの洗浄液を使用しますと、  

火災・感電の原因：（1）、（3）  

水位を検知するスイッチが作動しない為に槽より水があふれる  

原因：（4）  

となります。  

引火性、爆発性のあるガス雰囲気中での使用禁止  

●引火性、爆発性のあるガスの雰囲気中では、絶対に使用しないでく   

ださい。   

本械は防爆構造ではあi）ませんので、スイッチの「入」「切」のと   

きにアークの発生を伴い、火災■爆発の原因となi）ます。   
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安全のため特に注意してください  

アース線の接続について  

●アース線を必ずアース端子に接続してください。   

又、毎［†のご使用前にも、アース練がはずれたり、破損していない   

か点検してください。   

アース端子がない場合にはアース工事（第3種接地工事100n以下）が   

必要です。アース工事は、電気工事士の資格が必要ですので、お買   

い上げの販売店、ヤマト科学営業所又は電気工事店に依頼してくだ   

さい。   

アース線を接続しないと、感電の原因となります。  

●アース線はガス管には絶対に接続しないでください。   

火災の原因となをフます。  

●アース線は電話線のアースや避雷針には絶対に接続しないでくだ   

さい。火災・感電の原田となります。  

水はけのよいところでご使用ください  

◎ 
●排水能力不足で本体が冠水するところでは使用しないでください。   

火災・感電の原因となります。  

本体の液ぬれについて  

●排水した水が本体にかかるような場所には設置しないでください。   

又、清掃時に直接本体に水をかけたり、濡れた手で電源スイッチを   

触らないでください。   

火災・感電の原因となi）ます。  

◎  

不安定な場所はさけてください  

◎  
●ぐらついた台の上や傾いた所など不安定な場所に置かないでくだ   

さい。落ちたり、倒れたl）してけがの原因となります。   
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安全のため特に注意してください  
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安全のため特に注意してください  

キャビネット、底板は開けないでください  

●キャビネット、底板は絶対に開けないでください。  

内部には電圧の高い部分や回転物があiつますので、感電やけがの原  

因となります。  

内部の点検・調整・修理は販売店又はヤマト科学営業所に依頼く  

ださい。   

●本横を改造しないでください。  

火災・感電の原因となi）ます。  

雷がなりはじめたら  

●雷が鳴りはじめたら、すぐに電源スイッチを切－）、電源コードのプ  

ラグをコンセントから抜いてください。   

そのままにしておきますと落雷による火災・感電の原因となります。  ○  

本機を落としたときは  

●万一、本横を落としたi）、キャビネットや洗浄槽などを破損した場  

合はすぐに電源スイッチを切り、電源コードのプラグをコンセント   

から抜き、販売店又はヤマト科学営業所に点検を依頼ください。   

そのままにしておきますと火災・感電の原因となiつます。   
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安全のため特に注意してください  

設置場所の周囲温度について  

●高温になる場所（暖房器異などから直接熱を受ける場所など）では   

使用しないでください。   

又、長時間連続動作させる場合には、周囲温度は30℃以下でご使用   

ください。   

この注意を守らないと、洗浄稽、バスケット、排水パイプ、給水パ   

イプ上蓋が変形することがあi）ます。  

電源コードの取り扱いについて  

◎  
●電源コードを抜くときは、必ずプラグを持って抜いてください。   

電源コードを引っ張るとコードが傷つき、火災・感電の原因となる   

ことがあi）ます。  

●電源コードをストーブなどの熱器具に近づけないでください。   

コードの被覆が溶けて、火災・感電の原因となることがあi）ます。  

●ぬれた手でプラグを抜き差ししないでください。   

感電の原因となることがあります。  

長期間使用しないとき  

●長期間使用しないときは、安全のため必ず電源スイッチを切り、   

電源コードのプラグをコンセントから抜いてください。   
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仕様  

1．ピペット収容数（最長500mmまで可能）  

メスピペット  

〃  

〃   

2．外  形  寸  法   

3，バ ス ケ ッ ト 寸 法  

1ccの場合  264本   

5cc ク  216本   

10ccク   136本   

高さ844×奥行400×幅390mm   

外径146×高さ570mm  
（内径138×探さ540mm）  

AC 1 OOV 2A 

155W   

l、3β／分  

本体18．5kg，バスケット1kg  

PVCM透明   

SUS－304 ヘアーライン仕上   

高周波出力 55W 28KHz   

オールシリコントランジスタ一便用   

周波数追尾無調整型発振器  

高周波入力 55W 28KHz  

振動板SUS－430，1，5t  

振動子 汀型フェライト振動子   

バスケット 1ケ   

手押ポンプ1ケ   

給水ホースl．5m  

排水ホース1．5m   

4．入  力  電  源   

5．消  費  力  

6．使  用  水  

7． 重  

8．槽  材  質   

9． キ  ヤ   ビ  材  質   

10．超 音 波 発 生 装 置  

11．超 音 波 振 動 子 装 置  

12．附  



外観国  

■■  

†   



結線国  

モヰ  

‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾●‾‾‾‾‾…‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾－－‾‾－‾‾－  
‾‾  

u  

○ rl■ヽ  ∩■ヽ   

E－－ヰ  
「‾‾‾－●－－‾      ‖ ‖   

ー ヽ∫⊃＞  

l  

一  

音更璧雇   



洗浄のエ孝呈  

5．洗浄のエ程  

洗浄の工程は1つの槽内で本洗浄とすすぎ洗浄が行なえるようになっております。  

●本洗浄  

槽の中にオーバー フローしない程度に液を満し、給水管からの給水を止めてお  

き底面よi）集中的に超音波の照射を行います。超音波勢力を受けた汚れはガラ  

スよi）遊離され、さらに底面ノズルからの噴流勢力により強制的にピペット管  

内よI）管外液中に融解させられます。尚、ムラ洗浄を防ぐため、又超音波勢力  

を有効に活用するため槽内のピペットは常に回転します。（PTA．申請中）  

●すすぎ洗浄  

本洗浄で付着した洗剤を完全に洗い落します。給水管よi）一定の水を流してお  

きますと、ある水位に達すれば排水管より自動的に槽内の水が流出し全部洗出   

しおわると又、槽内に水が満ち一定水位に達すれば排出するというサイクルを  

自動的に行います。槽内のガラス器具は本洗浄と同様に常に回転をけ続け超音  

勢力、噴流勢力は水位が100mm以上に達すると自動的に照射されすすぎをよi）   

効果的に行います。  
′■   



取扱法  

〔準備〕   

1．設置場所について  

△警告 設置場所は水はけの完全なところを選んでください。  
●排水した水が本体にかかったi）、水がたまって製品が浸か  

るような場所には設置しないでください。  

火災・感電の原因となi）ます。  

2．アース線の接続について  

△警告 アース線を接続してください  

●アース線を必ずアース端子に接続してください。  

又、毎日のご使用前にも、アース線がはずれていたり、破損  

していないか点検してください。  

アース端子がない場合にはアース工事（第3種接地工事100n  

以下）が必要です。アース工事は、電気工事士の資格が必要  

ですので、お買い上げの販売店、ヤマト科学営業所又は電気工  

事店に依頼してください。  

アース線を接続しないと、感電の原因となります。  

●アース線はガス管には絶対に接続しないでください。  

火災の原因となi）ます。  

●アース線は電話線のアースや避雷針には絶対に接続しないで  

ください。  

火災・感電の原因となります。  

●水道管には接続しないでください。配管の途中が塩化ビニール管の場合は、アースされません。   

3．水道管（給水蛇口）と本体の給水口を接続して〈ださい。接続ホースは内径12mです。  

4．本体の排水口より排水孔までホースで導いて下さい。ホースは内径2知mです。  

5．ホースの接続個所はホースバンドを用いて、しっかりと締付けてください。  

6．キャビネット底部にある輸送ネジ（5m／m蝶ネジ）を取り外してください。   



取扱法  

〔本洗浄〕  

1．洗浄槽に給水し槽底面より50cm程度（10月）のところで給水を停止し洗剤を   

指定量槽内に投入します。  

2．ピペットを槽内に入れ上蓋を閉めます。   

この時バスケット底部の中心点と、洗浄糟底面の回転軸がかみあっているの   

を確認してください。又、上蓋を閉める時にもバスケット取っ手の中心点と   

上蓋の中心軸をかみあわせてください。  

3．ピペットが洗浄液に十分浸っているのを確認します。   

この時、液量が不足（ピペットが液面より露出している時）の場合は、水を   

補充してください。  

4．電源コードをAClOOVに接続し、電源スイッチを入れます。   

標示ランプの点灯とともにバスケットが回転を始め液中に超音波勢力が照射   

されます。  

〔すすぎ洗浄〕  

1．洗浄槽の給水コックを聞き流量をサイフォンが正常に繰り返されるように調   

節します。流量は1、2月／分程度が適当です。  

2．電源スイッチを入れます。   

槽内の水深が10cm程度に達するとバスケットが回転を始め同時に超音波が照   

射され、すすぎ洗浄が行われます。水位が約55cmに達すると、自動的に排水   

になi）汚れた水が全部槽外へ排出され、排出しおわると再び槽内に永が貯っ   

ていくといった工程が繰り返されます。   



ピペット洗浄器の正しい取り扱い方  

7．ピペット洗浄器の正しい取り扱い方  

〔洗浄処理〕  

（1）御使用後のピペットは、すぐ水に浸し洗浄までに乾くことのないように御留   

意ください。   

汚れたままで乾燥しますと、洗浄が困難となiつます。  

（2）御使用後のピペットはバスケットにぎっしi）つめて洗浄してください。ピペ   

ットの本数が少ない場合はバスケット内に4つの仕切をもうけておりますの   

で全体にまばらに置くよりも、1つの仕切内にぎっしi）つめた方が能率よく   

洗浄出来ます。  

（3）洗剤は、中性または弱アルカリ性の低発泡性で水切れの良いものを使用して   

ください。   

泡立ちの多い洗剤を使用しますと、バスケットの回転にムラが生じたり、す   

すぎに時間がかかったりします。  

△警告 酸性・強アルカリ性の洗剤は使用しないでください。  
●酸性・強アルカリ性の洗剤を使用しますと、洗浄槽や振板を  

傷め、火災・感電一液もれの原因となi）ます。  

（4）ピペットは先端を上向きにしてバスケット内に入れてください。ピペット管   

内の還流効果が良くなり能率よく洗浄できます。   

（5）フィルターの点検・清掃について  

△警告 毎日のご使用前にフィルターの目づまりを点検・清掃してください。  
●毎日のご使用前に、糟底部にあるフィルターが目づまりして  

いないか点検・清掃してください。  

目づまi）しますと、排水量が低下してすすぎ洗浄時に槽から  

水があふれる虜囚となります。  

●フィルターが日づまりしますと、サイフォン排水がきれなかったりする原因ともなります。   



取扱上の注意  

8．取扱上の注意  

1．本器の排水口と排水孔との持続ホース内にはエアーがたまらないようにして   

ください。エアーがたまりますとサイフォンが正常に動作しなくなります。  

2．本器の電源電圧はAClOOVですが、万一電圧が90V以下になった場合には能力   

の低下になり、またI10V以上の場合には装置破損のおそれがありますので注   

意してください。  

3．すすぎの場合の水量に御注意ください。   

水量が少なすぎるとサイフォン排水が出来ず、多すぎるとサイフォン排水が   

終了しない等のトラブルの原因となります。  

く電源コードの取扱いについて〉  

△警告当社では漏洩電流や誘導電流による事故を防止するため、筐体等の金属部分を接  
地するようにアースコードを付属品としておりました。しかし最近、安全に対す  

るご要求が一段と厳しくなl）、電源コードとアースコードを一体化した、いわゆ  

る接地形コードの使用が要求されるようになり、またコンセン等も接地形に変更  

されるようになってまいりまた。そのため当社では、安全性を考慮して、  

AClOOV15A以下の機器には接地形プラグ付電源コードを使用しています。従っ  

て、従来よりご任用のコンセント（図1）に必ずしも適合するとは限りません。そ  

のような場合には接地形コンセント（図2）に変更されることが望ましいわけです  

が、暫定的なご使用方法として、標準付属品と致しました接地アダプタ（図3）にて  

極致を変換の上ご使用ください。接地アダプタご使用の時は接地用リード線をコ  

ンセント近くのアースターミナルに必ず接続してください。接地アダプタの刃は  

電気用品取締法に準拠する為、刃幅は一方が6．3mm、もう一方が8mmとなっていま  

す。その為、市販のテーブルタップの種類によっては適合しないものもありま  

す。一般的にテーブルタップは信頼性、安全性の面で固定されたコンセントに較べ  

て劣りますから、テーブルタップのご使用は避けて下さい。  

■■  
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修理を依頼される前に  

9．修理を依頼される前に  

次のような場合には故障でないことがありますので、修理をお申し付けの前に  

あらかじめお調べください。  

状況   原因   処置   

1．電源標示ランプは点灯  a）洗浄槽内の水深が10cm以下  10cm以上水を入れる  

するが、超音波、ボン  b）洗浄槽内の水深が10cm以上   

プ共に動作しない。   市水、井水、工事用水に  

変更する  

バスケットのセンターを  

ていない   
回転軸上にのせる   

2．バスケットが回転   a）ポンプが動作していない   上記1項参照  

しない   b）ポンプは動作している  

イ）ノズル、又はフィルターの  
清掃  

目づまり  

ロ）上蓋とバスケットのセンター  

が合っていない   きっちi）合わす  

3．水位がオーバー フロー位置に達してもサイフォン排   給水量を少し少なくする   

水にならない   

4，サイフォン排水により槽内がからになってもサイフ   ●給水量を少し少なく   

オンが断とならない  する  

●排水ホース内の空気  

溜りをなくす  


