
Instruction Manual

Mag Mixer ● 本体寸法

マグミキサー MA101 120×170×85mm

MA101 MA301 MA500 MA301 172×215×83mm

MA500 232×275×83mm
このたびは、ヤマト科学のMAシリーズをお買い上げいただきまして、誠にありがとうございました。 ● 本体材質
ご使用の前に、本取扱説明書を良くお読みになり、末永くご愛用くださいますようお願い申し上げます。
お読みになったあとは大切に保管してください。 ● モーター

● 回転数制御方式

１．回転数調節つまみが最小（左回りいっぱい）になっていることを確かめます。 　　位相制御方式

２．撹拌する液体を入れた容器を本体上面の天板の中央に来るようにのせます。 ● 推奨撹拌容量

３．付属の撹拌子を容器に入れます。 MA101 最大１リットル（１．２Ｋｇ程度まで）

４．本体背面の周波数切り替えスイッチをご使用地域の周波数に切り替えます。 MA301 最大３リットル（３．２Ｋｇ程度まで）

５．本体背面の電源スイッチをONにします。 MA500 最大５リットル（５．２Ｋｇ程度まで）

６．回転数調節つまみを徐々に右に回します。 ● 電源

７．希望する回転数になるように調節します。
８．撹拌作業を終了するときには、回転数調節つまみを最小にしてから容器を取り外します。 ● 付属品

 　保証期間 　お買い上げ日より１カ年間無償修理いたします。

 

電源を入れる前に必ずご使用地域に合った電源周波数に切り替えてご使用下さい。
また本体背面の電源スイッチの入れ忘れに注意してください。

本社　　〒103-8432 東京都中央区日本橋本町二丁目１番６号 Ver.2

取扱説明書

容器は必ず本体上面の天板の中央にのせるようにしてください。正しく撹拌されなかった
り、撹拌子が容器の中で暴れて容器を破損するおそれがあります。

保証条件

　使用方法

容器を本体にのせるときには、必ず回転数調節つまみが最小になっていることを確認し
てからのせるようにしてください。本体内部の撹拌マグネットが回転している状態で容器
をのせると、撹拌液が急激に撹拌され、容器から飛び出る恐れがあります。

製品仕様

     ABS樹脂（耐熱性グレードPA-777D)

　ACくまとりモーター

　　AC100V 50Hz/60Hz (使用地域により周波数切り替え必要）

　使用上のご注意
　　30mm撹拌子（１個）

ヤマト科学株式会社

重量の大きな容器をのせないでください。本体天板が変形し、故障や破損の原因になる
ことがあります。

万一、撹拌途中で撹拌子が容器の中で暴れた場合には、一旦回転数調節つまみを最
小に戻し、撹拌子が本体内部のマグネットと着磁してから、再度回転させてください。 （１）お取り扱いが適当でないために生じた故障

（２）据え付け後、他所へ移動または輸送されたために生
      じた故障
　
（３）天災その他不可抗力によって生じた故障
　
（４）不当な修理をされたり、改造された場合

（５）機種毎に指定する消耗部品、交換部品

（６）音、振動等機能上影響のない単なる感覚的現象

（７）本器を使用できなかったことによる不便さ及び損失など
　
（８）保証書のない場合または保証書のご提示がない場合

 品        名　　　マグミキサー

 型        式　　　MA101   MA301  MA500

 保 証 期 間 　　お買い上げ日より１年間

 製造番号

 お買い上げ日　　　　　年　　　　月　　　　日
 販売店記入欄

　販売店名

　住　　　所                                         印

保証期間内でありましても次のような場合には保証が適用さ
れませんのでご了承ください。

本器は、弊社製品規格に合格したことを証明いたします。
保証期間内に、万一通常のご使用にもかかわらず故障が発
生しました場合には、この保証書に示す期間と条件（左記の
保証条件に記載）に従ってこれを無償修理いたします。
なお、無料修理をお受けになる場合は、お買い上げ店または
弊社営業所までご連絡ください。

保証書
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Mag Mixer
ホットプレート付マグミキサー
MＨ３０２ MＨ５００

このたびは、ヤマト科学のＭＨシリーズをお買い上げいただきまして、誠にありがとうございました。
ご使用の前に、本取扱説明書を良くお読みになり、末永くご愛用くださいますようお願い申し上げます。
お読みになったあとは大切に保管してください。

スターラー機能（本体右側のつまみ）
１．本体右側の回転数調節つまみが最小（左回りいっぱい）になっていることを確かめます。
２．撹拌する液体を入れた容器を本体上面の天板の中央に来るようにのせます。
３．付属の撹拌子を容器に入れます。
４．本体背面の周波数切り替えスイッチをご使用地域の周波数に切り替えます。
５．本体背面の電源スイッチをONにします。
６．回転数調節つまみを徐々に右に回します。
７．希望する回転数になるように調節します。
８．撹拌作業を終了するときには、回転数調節つまみを最小にしてから容器を取り外します。
９．特に低速で攪拌するときには、一旦攪拌速度を早くして、徐々に小さくして調節します。

ホットプレート機能

１．本体左側の温度調節つまみが最小（左回りいっぱい）になっていることを確かめます。

２．温度調節つまみを徐々に右に回し、希望の温度に設定します。

 保証期間 お買い上げ日より１カ年間無償修理いたします。

 

また本体背面の電源スイッチの入れ忘れに注意してください。 　　本社　　〒103-8432 東京都中央区日本橋本町二丁目１番６号 Ver.2

　使用上のご注意

50Hz地域で使用される場合、温度設定ツマミの位置を最低位置にしても、天板が加熱された状態になること
があります。ご使用にならないときは電源スイッチを切るとともに、温度設定ツマミをOFFにしてください。

万一、撹拌途中で撹拌子が容器の中で暴れた場合には、一旦回転数調節つまみを最小に戻し、撹拌子が
本体内部のマグネットと着磁してから、再度回転させてください。

重量の大きな容器をのせないでください。本体天板が変形し、故障や破損の原因になることがあります。

容器は必ず本体上面の天板の中央にのせるようにしてください。正しく撹拌されなかったり、撹拌子が容器
の中で暴れて容器を破損するおそれがあります。

本体よりはみ出るような大きな容器をのせないでください。不安定になるばかりか容器が脱落するおそれが
あり危険です。

ヤマト科学株式会社電源を入れる前に必ずご使用地域に合った電源周波数に切り替えてご使用下さい。

製品仕様

　使用方法

取扱説明書

容器を本体にのせるときには、必ず回転数調節つまみが最小になっていることを確認してからのせるように
してください。本体内部の撹拌マグネットが回転している状態で容器をのせると、撹拌液が急激に撹拌され、
容器から飛び出る恐れがあります。

腐食性、あるいは可燃性のあるもの、爆発する可能性のあるものの加熱は絶対にお止めください。故障の
原因になるばかりか、火災ややけどを引き起こす可能性があり大変危険です。

液がふきこぼれた場合には速やかにふき取ってください。本体材質（耐熱性プラスチック）の変質を引き起こ
す場合があります。

保証条件

加熱する容器、あるいは部品の形状によっては、天板面の熱がうまく伝わらないことがあります。

加熱を高温で長時間行うと天板の色がやや褐色に変色することがありますが、異常ではありません。

天板と本体をアルミ箔などで包み込まないでください。本体内部の温度が異常に高くなり、故障や火災の原
因になります。

本体背面の内部空冷用ファンをふさがないでください。故障の原因になります。

（１）お取り扱いが適当でないために生じた故障

（２）据え付け後、他所へ移動または輸送されたために生じ
      た故障
　
（３）天災その他不可抗力によって生じた故障
　
（４）不当な修理をされたり、改造された場合

（５）機種毎に指定する消耗部品、交換部品

（６）音、振動等機能上影響のない単なる感覚的現象

（７）本器を使用できなかったことによる不便さ及び損失など
　
（８）保証書のない場合または保証書のご提示がない場合

 品        名　　　ホットプレート付マグミキサー

 型        式　　   MＨ302 　 MＨ500            お

 保 証 期 間 　　お買い上げ日より１年間
お

 製造番号
お

 お買い上げ日　　　　　　年　　　　　月　　　　日
 販売店記入欄

　販売店名

　住　　　所                                         印

●　本体寸法
      MH302 172×215×111mm
      MH500 232×275×111mm
●  天板寸法
      MH302 150×150mm
      MH500 210×210mm
●  本体材質
 　　 ABS樹脂（耐熱性グレードPA-777D)
●  モーター／制御
      ACくまとりモーター/位相制御方式
●  推奨撹拌容量
      MH302  最大３リットル（3.2Ｋｇ程度まで）
      MH500  最大５リットル（5.2Ｋｇ程度まで）
●   ヒーター容量／天板最高温度
      MH302  450Ｗ／225℃
      MH500  500Ｗ／225℃
●  温度調節方式
　　 入力電力調節式
●  電源
      AC100V 50Hz/60Hz (使用地域により周波数切り替え必要）
● 　付属品
      30mm撹拌子　１個

本器は、弊社製品規格に合格したことを証明いたします。
保証期間内に、万一通常のご使用にもかかわらず故障が発
生しました場合には、この保証書に示す期間と条件（左記の
保証条件に記載）に従ってこれを無償修理いたします。
なお、無料修理をお受けになる場合は、お買い上げ店または
弊社営業所までご連絡ください。

保証期間内でありましても次のような場合には保証が適用さ
れませんのでご了承ください。

保証書
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Hot Plate
ホットプレート
HM120 HM140

このたびは、ヤマト科学のHMシリーズをお買い上げいただきまして、誠にありがとうございました。
ご使用の前に、本取扱説明書を良くお読みになり、末永くご愛用くださいますようお願い申し上げます。
お読みになったあとは大切に保管してください。

１．本体左側の温度調節つまみが最小（左回りいっぱい）になっていることを確かめます。

２．本体背面の電源スイッチを入れます。

３．温度調節つまみを徐々に右に回し、希望の温度に設定します。

保証書

 保証期間   お買い上げ日より１カ年間無償修理いたします。

 

お客様による分解や修理、改造を行うことはお止めください。思わぬ事故の原因になるおそれがあります。

本体背面の電源スイッチの入れ忘れに注意してください。

　　本社　　〒103-8432 東京都中央区日本橋本町二丁目１番６号 Ver.2

取扱説明書 製品仕様

　使用方法

　使用上のご注意

高温になっている天板に濡れ雑巾などをのせて急激に温度を下げることはお止めください。天板の変形や
割れを生じることがあります。

保証条件

容器は必ず本体上面の天板の中央にのせるようにしてください。

本体よりはみ出るようなおおきな容器をのせないでください。不安定になるばかりか容器が脱落するおそれ
があり危険です。

重量の大きな容器をのせないでください。本体天板が変形し、故障や破損の原因になることがあります。

HM140型の天板はセラミック製です。天板中央付近に焼成ムラが見られますが不良ではありません。性能
上問題はありませんので、安心してご使用ください。

ヤマト科学株式会社

加熱する容器、あるいは部品の形状によっては、天板面の熱がうまく伝わらないことがあります。

天板と本体をアルミ箔などで包み込まないでください。本体内部の温度が異常に高くなり、故障や火災の原
因になります。
本体背面の内部空冷用ファンをふさがないでください。故障の原因になります。

HM120型の天板は耐熱塗装をほどこしたアルミダイキャスト製です。加熱を高温で長時間行うと天板の色が
やや褐色に変色することがありますが、異常ではありません。

HM140型の天板は耐薬品性に優れた白色セラミック製です。陶器製のため強いショックや衝撃を与えますと
割れたり、ひびが入ることがありますので、ご注意ください。またセラミック天板のため表面温度が部分的に
異なる場合があります。これはセラミックの熱伝導性によるものであり、故障や不良ではありません。

腐食性、あるいは可燃性のあるもの、爆発する可能性のあるものの加熱は絶対にお止めください。故障の
原因になるばかりか、火災ややけどを引き起こす可能性があり大変危険です。

液がふきこぼれた場合には速やかにふき取ってください。本体塗装面の変質を引き起こす場合があります。

50Hz地域で使用される場合、温度設定ツマミの位置を最低位置にしても、天板が加熱された状態になること
があります。ご使用にならないときは電源スイッチを切るとともに、温度設定ツマミをOFFにしてください。

（１）お取り扱いが適当でないために生じた故障

（２）据え付け後、他所へ移動または輸送されたために生じた故障
　
（３）天災その他不可抗力によって生じた故障
　
（４）不当な修理をされたり、改造された場合

（５）機種毎に指定する消耗部品、交換部品

（６）音、振動等機能上影響のない単なる感覚的現象

（７）本器を使用できなかったことによる不便さ及び損失など
　
（８）保証書のない場合または保証書のご提示がない場合

 品        名　　　ホットプレート

 型        式　　   ＨＭ１２０　　　ＨＭ１４０

 保 証 期 間 　　お買い上げ日より１年間

 製造番号

 お買い上げ日　　　　　年　　　　月　　　　日
 販売店記入欄

　販売店名

　住　　　所                                         印

●　本体寸法
      HM120/HM140   200×265×122mm
●  天板寸法
      HM120/HM140   200×200mm
●  本体材質
 　　 アルミダイキャスト製（焼き付け塗装）
●  天板材質
　　　HM120　　アルミダイキャスト（耐熱焼付塗装仕上げ）
　　　HM140　　白色セラミック
●   ヒーター容量／天板最高温度
      HM120  500Ｗ／270℃
      HM140  600Ｗ／320℃
                 天板温度は仕様環境によって若干変化します。
●  温度調節方式
　　 入力電力調節式
●  電源
      AC100V 50Hz/60Hz

保証期間内でありましても次のような場合には保証が適用さ
れませんのでご了承ください。

本器は、弊社製品規格に合格したことを証明いたします。
 保証期間内に、万一通常のご使用にもかかわらず故障が発
生しました場合には、この保証書に示す期間と条件（左記の
保証条件に記載）に従ってこれを無償修理いたします。
なお、無料修理をお受けになる場合は、お買い上げ店または
弊社営業所までご連絡ください。
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