
ロータリーエバポレータロータリーエバポレータロータリーエバポレータロータリーエバポレータ
RE440RE440RE440RE440
RE540RE540RE540RE540

第 2版

● この度は、ヤマト科学のロータリーエバポレータ REシリーズの製品をお買い上げいただきまして、

誠にありがとうございます。

● より良い実験データを得るために、真空調節の VRシリーズ器、またはウォーターバス BMシリー

ズ器を購入されることをお勧めいたします。詳しくは、ヤマト科学営業所まで資料をご請求くださ

い。

● 本器を正しく使っていただくために、お使いになる前にこの｢取扱説明書｣と｢保証書｣をよくお読み

ください。お読みになった後は、｢保証書｣とともにいつでも使用できるように大切に保管してくだ

さい。

取扱説明書本文に出てくる重要警告部分は、製品を

使用する前に良く読み、理解してください。
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絵表示の説明絵表示の説明絵表示の説明絵表示の説明

絵表示について絵表示について絵表示について絵表示について

この取り扱い説明書および商品には、安全にお使いいただくためのいろいろな絵表示を掲載しています。

その表示を無視して誤った取り扱いをすることによって生じる内容を次のように区分しています。

内容をよく理解してから本文をお読みください。

警警警警        告告告告 人が死亡または、重傷(注 1)を負う恐れがある内容を示しています。

注注注注        意意意意 人がけが(注 2)をしたり、財産に損害(注 3)を受ける恐れがある内容を示してい

ます。

(注1)  重傷とは、けが・感電・骨折・中毒などの後遺症が残るもの、および治療に入院や長期通院を要

するものをいう。

(注2)  けがとは、治療に入院や長期通院を要さないけがや感電をいう。

(注3)  財産の損害とは、設備機器や建物などの財産に関わる損害をいう。

絵表示の意味絵表示の意味絵表示の意味絵表示の意味

この絵表示は、警告(注意も含む)を促す事項を示しています。

絵の近くに、具体的な警告内容を表記しています。

この絵表示は、してはいけない行為(禁止事項)を示しています。

絵の近くに、具体的な禁止内容を表記しています。

この絵表示は、必ずしてほしい行為を示しています。

絵の近くに、具体的な指示内容を表記しています。
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絵表示の説明絵表示の説明絵表示の説明絵表示の説明
シンボルマーク一覧表シンボルマーク一覧表シンボルマーク一覧表シンボルマーク一覧表

警警警警        告告告告

警告一般 高電圧注意 高温注意 駆動部注意 爆発注意

注注注注        意意意意

注意一般 感電注意 やけど注意 空焚き注意 水漏れ注意

水専用 劇毒物注意

禁禁禁禁        止止止止

禁止一般 火気禁止 分解禁止 接触禁止

強強強強        制制制制

強制一般 アース線接続 水平設置 電源プラグを抜く 定期点検
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安全上の注意安全上の注意安全上の注意安全上の注意
警告警告警告警告

モータが過負荷状態になりましたら運転を中止してくださいモータが過負荷状態になりましたら運転を中止してくださいモータが過負荷状態になりましたら運転を中止してくださいモータが過負荷状態になりましたら運転を中止してください

異常な過負荷状態のまま運転を続けますと、モータが停止する場合があります。モータが停止し

ましたら、回転数設定ツマミを｢min｣にしてスイッチを切り、過負荷の原因を取除いてください。

※ボールベアリングの錆びつきその他により、モータに過剰な負荷がかかりますと、モータの温

度が上昇し、安全装置が働いてモータが停止します。

電源スイッチを入れるときは、リフトスイッチが｢電源スイッチを入れるときは、リフトスイッチが｢電源スイッチを入れるときは、リフトスイッチが｢電源スイッチを入れるときは、リフトスイッチが｢OFFOFFOFFOFF｣、回転数設定ツマミが｢｣、回転数設定ツマミが｢｣、回転数設定ツマミが｢｣、回転数設定ツマミが｢minminminmin｣で｣で｣で｣で
あることを確認してから｢あることを確認してから｢あることを確認してから｢あることを確認してから｢ONONONON｣にしてください｣にしてください｣にしてください｣にしてください

リフトスイッチが｢OFF｣でなかったり、回転数設定ツマミが｢min｣でなかった場合には、制御部に

電源が投入される際に、リフトが上昇したり、蒸留フラスコが回転しますので必ず｢OFF｣・｢min｣

であることを確認してください。

リフトを上下させる際には、蒸留フラスコの回転を停止させてから行ってくださいリフトを上下させる際には、蒸留フラスコの回転を停止させてから行ってくださいリフトを上下させる際には、蒸留フラスコの回転を停止させてから行ってくださいリフトを上下させる際には、蒸留フラスコの回転を停止させてから行ってください

蒸留フラスコを回転させたままリフトを上下させますと、蒸留フラスコに付着したバスの熱水

またはオイルが周囲に飛散したり、火傷を負う恐れがあります。

リフトを動作させる際には、必ず回転数設定ツマミを｢min｣にしてモータの回転を止めてから上

下させてください。

アースは必ず接続してくださいアースは必ず接続してくださいアースは必ず接続してくださいアースは必ず接続してください

電源コードは、三芯の電源コード(アース線を含む)を使用しています。安全のためアースは必ず

接続してください。

可燃性のある薬品の取り扱いには十分ご注意ください可燃性のある薬品の取り扱いには十分ご注意ください可燃性のある薬品の取り扱いには十分ご注意ください可燃性のある薬品の取り扱いには十分ご注意ください

本器は防爆構造ではありませんので、可燃性の試料を取り扱う場合には、換気をよくするなど

作業環境に十分ご注意ください。参考資料(P24)に示す、危険物の雰囲気中では使用しないでく

ださい。また、爆発性物質の蒸留はしないでください。

フラスコクランプには強いバネ作用がありますので、ガラス器具を破損しないようにフラスコクランプには強いバネ作用がありますので、ガラス器具を破損しないようにフラスコクランプには強いバネ作用がありますので、ガラス器具を破損しないようにフラスコクランプには強いバネ作用がありますので、ガラス器具を破損しないように
ご注意くださいご注意くださいご注意くださいご注意ください

付属品のフラスコクランプには、ガラス器具をしっかり固定するため、強いバネ作用があります。

ガラス器具を破損しないように、十分ご注意ください。
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安全上のご注意安全上のご注意安全上のご注意安全上のご注意

ウォーターバスには水以外入れないでくださいウォーターバスには水以外入れないでくださいウォーターバスには水以外入れないでくださいウォーターバスには水以外入れないでください

ウォーターバスは、水以外で使用しないでください。故障の原因になります。

また、空焚きをしますと過熱し、火災の原因となりますので十分ご注意ください。

トラップをご使用くださいトラップをご使用くださいトラップをご使用くださいトラップをご使用ください

油回転真空ポンプで減圧するときはトラップを使用してください。また、当社ハンディアスピレ

ータを使用するときは、オーバーフローを行ってください。

真空シールのメンテナンスを行ってください真空シールのメンテナンスを行ってください真空シールのメンテナンスを行ってください真空シールのメンテナンスを行ってください

● 真空シールは消耗品です。真空度が上がらなくなりましたら新品と交換してください。

● 真空シールは、グリスなしでも使用可能ですが、グリス使用の場合より寿命は短くなります。

● 真空シールのリップ面は、乾燥しないように付属のシリコングリスを塗ってください。また、

試料のコンタミネーションを心配される場合は、試料液をご使用ください。

RERERERE シリーズ外装のお手入れのしかたシリーズ外装のお手入れのしかたシリーズ外装のお手入れのしかたシリーズ外装のお手入れのしかた

外装のお手入れの際には、揮発性のある薬品を使用しないでください。使用しますと変色・変形

を起こす原因となります。また、タワシなどを使わずによく絞ったウェースなどで拭いてくださ

い。

長期間運転を行わない場合は電源を切ってください長期間運転を行わない場合は電源を切ってください長期間運転を行わない場合は電源を切ってください長期間運転を行わない場合は電源を切ってください

長期間運転を行わない場合は、安全のため必ず電源スイッチを｢OFF｣にして、電源コードを抜い

てください。



5

ご使用の前にご使用の前にご使用の前にご使用の前に
各部の名称各部の名称各部の名称各部の名称

RE440 (ARE440 (ARE440 (ARE440 (A タイプタイプタイプタイプ))))

RE540 (ARE540 (ARE540 (ARE540 (A タイプタイプタイプタイプ))))

架台

回転数設定ツマミ

真空調節器 VR100

真空吸引口

試料注入口

冷却水接続口

コック

冷却管(A タイプ)

フラスコクランプ(2)

ロータリージョイント押え

フラスコクランプ(1)

フラスコ抜取具

モータ

蒸留フラスコ

ウォーターバス

回転数表示器

受けフラスコ

冷却管取付ナット
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ご使用の前にご使用の前にご使用の前にご使用の前に
各部の名称各部の名称各部の名称各部の名称

RE440 (BRE440 (BRE440 (BRE440 (B タイプタイプタイプタイプ))))

RE540 (BRE540 (BRE540 (BRE540 (B タイプタイプタイプタイプ))))

接続管

冷却管ホルダー

冷却管ホルダーシャフト

冷却管(B タイプ)

吸引栓

真空調節器 VR100
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ご使用前にご使用前にご使用前にご使用前に
各部の名称各部の名称各部の名称各部の名称

RE440 (CRE440 (CRE440 (CRE440 (C タイプタイプタイプタイプ))))

RE540 (CRE540 (CRE540 (CRE540 (C タイプタイプタイプタイプ))))

＊ 製品は予告なく一部仕様が変更となる場合があります。その際には何卒ご了承願います。
＊ また、本取扱説明書では、バス・真空調節器などが組み合わされておりますが、製品の使用例であり、
付属品ではありません。ヤマト科学営業所などに資料をご請求の上、別途ご購入ください。

冷却管(C タイプ)

冷却管フタ
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組立方法組立方法組立方法組立方法

1.1.1.1.構成部品構成部品構成部品構成部品((((本体本体本体本体))))を取り出し、安定する場所に設置しますを取り出し、安定する場所に設置しますを取り出し、安定する場所に設置しますを取り出し、安定する場所に設置します

梱包を解いて、安定する場所に本体を置きます。不安定な設置状態や強度の十分でない場所

で使用した場合、振動や騒音がしたり、転倒して破損の原因となります。

2.2.2.2.モータを本体に取り付けますモータを本体に取り付けますモータを本体に取り付けますモータを本体に取り付けます

1.モータの締め付けつまみをゆるめると支持棒は自由に回転できます。

2.モータの支持棒を本体のモータ支持金具に差し込み、固定ネジ(４ヶ所)を付属の六角レンチ (M5

用)を使ってしっかりと締め付けてください。固定ネジ 2ヶ所がモータ支持棒の Dカット面(平ら

な面)に直角に当たるようにしてください。

3.次に、モータをやや右に傾けて(約 45°)、モータの締め付けつまみで固定します。

モータの締め付けつまみを締付けると、つまみ先端が支持棒の溝に入り、支持棒の回転を止

めます。締め付けつまみの締込みが止った後、モータ全体を左右に回転させて、つまみ先端

が確実に支持棒の溝に入り支持棒の回転を止めている事を確認してください。つまみ先端が

確実に溝に入っていない場合は支持棒（モータ）が回転してしまいます。

      締め付けがゆるいと振動が発生し、正確な計測ができなかったり、モータが本体から外れ

て、ガラス器具の破損の原因となります。

4.冷却管ナット(中にバネのリングが入っている大きい方のナット)を外しておきます。

締付つまみ

支持棒
支持金具
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組立方法組立方法組立方法組立方法

3333....モータにロータリージョイントを差し込みますモータにロータリージョイントを差し込みますモータにロータリージョイントを差し込みますモータにロータリージョイントを差し込みます

● モータの中心穴へ、ロータリージョイントのフラスコ抜取具(青色)がない方を差し込み、しっか

りロータリージョイント押えを締めて固定してください。

● フラスコ抜取具とロータリージョイント押えの間隔は最低約 5mm です。必要によりさらに 40mm

まで引き出して使用することができます。

● ロータリージョイント押えの締め付け目安としては、片手で力いっぱい引っ張っても、ロータリ

ージョイントがずれない程度です。締め込みがゆるいと、設定回転数が出なかったり、ロータリ

ージョイントが運転中に抜けたり、真空のため中に吸い込まれたりすることがあります。

ロータリージョイントを差し込む前に、モータ中心穴内を覗き、内部のＯリングが中心穴

にはみ出していないか確認してください。万一ずれている場合にはロータリージョイント

押えをゆるめＯリングを正規に位置にセットしてからロータリージョイントを差し込んで

ください。Ｏリングがはみ出したままロータリジョイントを差し込むとＯリングが破損し

ますのでご注意ください。

ロータリージョイントを取り外す場合、ロータリージョイント押えはゆるめるだけで、

モータから外さないでください。いっしょに外してしまうと、内部の部品が外れてしまい

ます。

●ロータリージョイントの取り付け時・取り外し時に内部の部品が外れてしまった場合は…

  ロータリージョイントの取り付けや取り外しの際に、内部の部品が外れてしまったときは、下図

を参照して組み直してください。

ロータリージョイント押え

フラスコ抜取具

最低 5mm 離す
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組立方法組立方法組立方法組立方法

4.4.4.4.冷却管冷却管冷却管冷却管・接続管のフランジ部へ冷却管取付ナット・接続管のフランジ部へ冷却管取付ナット・接続管のフランジ部へ冷却管取付ナット・接続管のフランジ部へ冷却管取付ナット・コイルリング・コイルリング・コイルリング・コイルリング・真空シールの三・真空シールの三・真空シールの三・真空シールの三
点を取り付けます点を取り付けます点を取り付けます点を取り付けます

冷却管(A セット)、または接続管(B・Cセット)のフランジ部へ冷却管取付ナット・コイルリング・

真空シールの順に取り付けてください。

※先にコイルリングをはめてしまうと、後の部品が入らなくなります。無理な力を加えた取り付

けを行いますと、ガラス器具に傷がついたり、破損する場合があります。

真空シールは、左図のように凸部を冷却

管、接続管にはめ込むようにフランジ部

に取り付けてください。

※真空シールはグリスなしでも使用可能ですが、摩擦の緩和と真空効果を高めるため、なるべく

真空シールに真空グリス(付属品)を薄く塗ってください。

5.5.5.5.冷却管冷却管冷却管冷却管・接続管のフランジ部をモータに取り付けます・接続管のフランジ部をモータに取り付けます・接続管のフランジ部をモータに取り付けます・接続管のフランジ部をモータに取り付けます

真空シール内径にロータリージョイントを差し込み、ガラスのフランジ部をモータに押し付け、冷

却管取付ナットでしっかりと締め付けてください。

真空シールにロータリージョイントを通す際は、シールを傷つけないように注意してくだ

さい。傷をつけますと漏れの原因となります。

ガラスガラスガラスガラス AAAA タイプタイプタイプタイプ ガラスガラスガラスガラス BBBB・・・・CCCC タイプタイプタイプタイプ

　　　　　　上:コイルリング・真空シールの取付
  　　　　　下:モータへの取付

  　　　　　上:コイルリング・真空シールの取付
  　　　　　下:モータへの取付

●冷却管または接続管からコイルリングを取り外すときは…

冷却管または接続管からコイルリングを取り外すときは、付属の六角レン

チを左写真のようにコイルリングに引っかけて取り外します。ただし、力

を入れすぎますとコイルリングが変形したりガラス器具に傷が付いたり

しますのでご注意ください。

コイルリング

真空シール
コイルリング 真空シール

真空シール
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組立方法組立方法組立方法組立方法

6.6.6.6.冷却管ホルダーシャフトを取り付けます冷却管ホルダーシャフトを取り付けます冷却管ホルダーシャフトを取り付けます冷却管ホルダーシャフトを取り付けます((((ガラスタイプガラスタイプガラスタイプガラスタイプ BBBB････CCCC のみのみのみのみ))))

冷却管ホルダーシャフトをモータの後部ネジ穴へねじ込み、シャフト先端の穴に付属の六角レンチ

を通し、しっかりと締め付けてください。

7.7.7.7.冷却管ホルダーで冷却管を接続管に接続します冷却管ホルダーで冷却管を接続管に接続します冷却管ホルダーで冷却管を接続管に接続します冷却管ホルダーで冷却管を接続管に接続します((((ガラスタイプガラスタイプガラスタイプガラスタイプ BBBB････CCCC のみのみのみのみ))))

1. 冷却管を接続管とに差し込みし、冷却管クランプで止めます。

2. 次に冷却管ホルダーを冷却管の上から通し、反対側の穴をホルダーシャフトに通します。

( C 型の場合は、冷却管ホルダーを下から冷却管に取り付けた後、冷却管と接続管をジョイント

してください)。

3. バランスを整えたら、付属の蝶ネジで固定します。

※冷却管と接続管のジョイントを行う前に、接続面をよく拭いてください。

 

4. 固定が終わりましたら、B タイプには吸引栓、C タイプには冷却管フタをそれぞれ取り付けてく

ださい。

蝶ネジ

ホルダー

冷却管クランプ

吸引栓

フタ
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組立方法組立方法組立方法組立方法

8.8.8.8.蒸留フラスコ蒸留フラスコ蒸留フラスコ蒸留フラスコ・受フラスコを取付ます・受フラスコを取付ます・受フラスコを取付ます・受フラスコを取付ます

蒸留フラスコをロータリージョイントに差し込み、フラスコクランプで止め､同様に受けフラスコ

を冷却管または接続管にフラスコクランプで止めてください。

● 蒸留フラスコ

ロータリージョイントとジョイントし、蒸留

フラスコ用クランプで止めてください。

● 受けフラスコ

冷却管または接続管にジョイントし、受けフ

ラスコ用クランプで止めてください。

9.9.9.9.テフロンチューブを付けたコックを冷却管または接続管に取り付けて組み立てはテフロンチューブを付けたコックを冷却管または接続管に取り付けて組み立てはテフロンチューブを付けたコックを冷却管または接続管に取り付けて組み立てはテフロンチューブを付けたコックを冷却管または接続管に取り付けて組み立ては
完了です完了です完了です完了です

コック

フラスコクランプ

テフロンチューブ

フラスコクランプ
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組立方法組立方法組立方法組立方法
蒸留フラスコおよびロータリージョイントの取り外しかた蒸留フラスコおよびロータリージョイントの取り外しかた蒸留フラスコおよびロータリージョイントの取り外しかた蒸留フラスコおよびロータリージョイントの取り外しかた

1.1.1.1.蒸留フラスコ蒸留フラスコ蒸留フラスコ蒸留フラスコ

フラスコクランプを外すと、ロータリージョイントから蒸留フラスコを取り外すことができます

が、蒸留フラスコがロータリージョイントから外れにくくなっている場合は、フラスコ抜取具(青

色)を使用してください。

●●●●    フラスコ抜取具の使い方

　　フラスコクランプを外し、フラスコ抜取具を回転・移動させてフラスコの端面に当て､さ

らに左に回転させてください。フラスコを簡単に外すことができ、フラスコに無理な力を

加えることがありません。

フラスコをたたいて外そうとしますと、ガラス器具が破損する場合があります。外れにく

い場合はフラスコ抜取具をご使用ください。

2.2.2.2.ロータリージョイントロータリージョイントロータリージョイントロータリージョイント

ロータリージョイント押えをゆるめ、ロータリージョイントを引張ると容易に抜けます。

ロータリージョイントを取り外す場合、ロータリージョイント押えはゆるめるだけで、モ

ータからは外さないでください。一緒に外してしまうと、内部の部品が外れてしまいます。

 内部部品が外れてしまった場合は､9 頁の図を参照して組み直してください。

フラスコ抜取具

フラスコクランプ
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リフト操作方法リフト操作方法リフト操作方法リフト操作方法

リフトの操作リフトの操作リフトの操作リフトの操作

リフトの上下は、本体右側面のリフトスイッチにより行います。

●リフトスイッチの動作は、下記のようになります。

　　　　　　上　昇　　　　　　　　停　止上　昇　　　　　　　　停　止上　昇　　　　　　　　停　止上　昇　　　　　　　　停　止       　　　　    下　降下　降下　降下　降

上　昇

・ リフトスイッチの上側を ON している間リフト

は上昇し、上限位置で自動的に止まります。

・ スイッチから手を離すとスイッチは停止にも

どり、その場でリフトは止まります。

下　降

・ リフトスイッチの下側を ON している間リフト

は下降し、下限位置で自動的に止まります。

（ただし、バスを使用している場合、下限位置に

なるまえに蒸留フラスコがバスに当たるのでご

注意ください。）

・ スイッチから手を離すとスイッチは停止に戻

り、その場でリフトは止まります。。

●リフトの位置を下げすぎた場合は、リフトを一旦任意の位置まで上げてから、再び少しずつ下降さ

せて位置を決めてください。

※リフトスイッチは、リフトが上限位置にあるときは下方向のみ、下限位置にあるときは上方向の

み有効となります。
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運転の準備と方法運転の準備と方法運転の準備と方法運転の準備と方法

1.1.1.1.はじめに、ホースジョイントに給排水用ホース、真空ホースを取り付け、ガラスネはじめに、ホースジョイントに給排水用ホース、真空ホースを取り付け、ガラスネはじめに、ホースジョイントに給排水用ホース、真空ホースを取り付け、ガラスネはじめに、ホースジョイントに給排水用ホース、真空ホースを取り付け、ガラスネ
ジ部にねじ込みますジ部にねじ込みますジ部にねじ込みますジ部にねじ込みます（給排水用ホース、真空ホースは付属品ではありません）。（給排水用ホース、真空ホースは付属品ではありません）。（給排水用ホース、真空ホースは付属品ではありません）。（給排水用ホース、真空ホースは付属品ではありません）。

１． 冷却管からホースジョイントをとりはずします（取付けられている場合）。

２． 冷却水接続口用ホースジョイントへ、内径 9mm の給排水用ホースを接続し、付属のホースクラ

ンプで固定し、冷却管の冷却水接続口に取り付けます。

３．同様に真空用ホースジョイントに、内径 6mm の真空ホースを接続し(ホースクランプ不要)、冷

却管の真空吸引口に取り付けます。

ホースジョイントにホース類を接続する場合は、ホースジョイントをガラスネジ部からは

ずした状態で行ってください。ガラスネジ部に取り付けたままホースを押し込むとホース

ジョイントが破損することが有ります。

●ガラス A の場合 ●ガラス B の場合

● ガラス C の場合

 冷却管排水口には、内径 18mm の排水用ホース

を接続してください。

真空ホース

給排水ホース

給排水ホース

真空ホース

真空ホース

給排水ホース(Φ18)

ホースジョイントホースクランプ
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運転の準備と方法運転の準備と方法運転の準備と方法運転の準備と方法

2.2.2.2.真空調節器付きの場合は、真空調節器側の接続します真空調節器付きの場合は、真空調節器側の接続します真空調節器付きの場合は、真空調節器側の接続します真空調節器付きの場合は、真空調節器側の接続します

※真空装置(別途)は、排気量 10[ﾘｯﾄﾙ/min]程度のアスピレータを用意してください。

● 真空調節器 VR100 との組み合わせについて…

 RE440 型と 540 型は、右の写真のように、真空調節

器 VR100 をロータリーエバポレータ制御部の上に固

定金具で取り付けることができます。さらに、VR100

の電源コードをロータリーエバポレータ制御部裏側

の電源ソケットに接続する事ができます。

 

真空調節器側の裏面パネルをご覧いただくと、ホース接続口の名称が書いてあります。それに従っ

てホースを接続してください。

※真空調節器の取り扱いは、付属の取扱説明書を必ずお読みください。

3.3.3.3.電源プラグをコンセントに接続します電源プラグをコンセントに接続します電源プラグをコンセントに接続します電源プラグをコンセントに接続します

1．本体の電源コードを AC100V の電源に接続します。

アースは安全のため、必ず接続してください。

電源コードを抜き差しするときは、必ず電源スイッチを｢OFF｣にして行ってください。

2.次に、モータ部の電源コードを制御部裏側のソケットに接続してください｡

4.4.4.4.バスバスバスバス((((別売別売別売別売))))を用意しますを用意しますを用意しますを用意します

バスを本体の前に置き、中に水を入れておきます。

※ バスの取り扱いは、付属の取扱説明書を必ずお読みください。

VR100

RE440 または 540

          BM400 型             BM200 型

当社のバスとしては、下記のものをご利用く

ださい。

BM100,BM200,BM400,BO600
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運転の準備と方法運転の準備と方法運転の準備と方法運転の準備と方法

5.5.5.5.冷却管に冷却水冷却管に冷却水冷却管に冷却水冷却管に冷却水・アルコールを注ぎ込みます・アルコールを注ぎ込みます・アルコールを注ぎ込みます・アルコールを注ぎ込みます
● ガラス A・B の場合

 接続した冷却管に給排水ホースから冷却水を循環させてください。
● ガラス C の場合

 冷却管フタを取ってドライアイスを入れ、アルコールを溢れさせないように静かに注いでくださ
い。

6.6.6.6.蒸留フラスコに試料を入れます蒸留フラスコに試料を入れます蒸留フラスコに試料を入れます蒸留フラスコに試料を入れます
蒸留フラスコに試料を入れます。
※蒸留フラスコに入れる試料の量は、フラスコ容積の半分を目安とし、また受けフラスコに溜め
る液量も、受けフラスコの半分を目安としてください。

7.7.7.7.バスを加熱しますバスを加熱しますバスを加熱しますバスを加熱します
バスの温度を必要な値に設定し、設定温度に上昇させます。

8.8.8.8.スイッチを｢スイッチを｢スイッチを｢スイッチを｢ONONONON｣にして、運転を開始します｣にして、運転を開始します｣にして、運転を開始します｣にして、運転を開始します

バスの温度が設定温度に達したら回転数設定ツマミが｢min｣になっていることを確認した後、制御

ボックスの右側のスイッチを｢ON｣にし、リフトスイッチを操作して蒸留フラスコを必要な位置まで

下ろします。回転数設定ツマミで必要な速度に設定し回転させます。また、真空装置も作動させて

蒸留を行います。蒸留が終り蒸留フラスコを上げる場合も、必ず回転を止めてから上げてください。

※フラスコ類をはずときは、コックを開いて容器内を常圧にしてください。

ウォーターバスに蒸留フラスコを出し入れする際は、必ず回転数設定ツマミを｢min｣にして

ください。回転したまま蒸留フラスコを上げ下げすると、バスの湯が飛び散り、やけどな

どの事故の原因になります。

9999....運転中に試料を補給するときは運転中に試料を補給するときは運転中に試料を補給するときは運転中に試料を補給するときは............

運転中に蒸留フラスコに試料を補給するときは、試料注入口にテフロンチューブ(内径 6mm)を接

続し、コックを操作して任意の量を吸引させてください。

（運転終了時は、蒸留フラスコの試料を必ず取り除くようにしてください。）

10.10.10.10.停電復帰後の動作停電復帰後の動作停電復帰後の動作停電復帰後の動作
停電復帰後は、停電前の動作を継続します。ただし、真空調節器 VR100 は定値制御の設定モードに
なります。詳しくは VR100 の取扱説明書をご覧ください。
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メンテナンスメンテナンスメンテナンスメンテナンス
故障かな？と思ったら故障かな？と思ったら故障かな？と思ったら故障かな？と思ったら

対処のしかた対処のしかた対処のしかた対処のしかた

万一製品に異常があったとき、または故障と思われるような場合には、次のことを点検してください。

故 障 内 容 原    因 処    置

制御部のデジタル表

示が点灯しない

● 電源が入っていない

● 電源コードの不良

● ヒューズが切れている

● 電源に差し込む(本体・モータ部)

● 修理・交換

● ヒューズ(2A)の交換

リフトが動かない

● 電源が入っていない

● 電源コードの不良

● ヒューズが切れている

● 荷重が大きすぎる(指定外の重過ぎる

ガラスセットまたはガラス器具を取

り付けていないか)

● リフト位置が上限、または下限の位置

にないか

● 制御ボックス右側面のスイッチＯ

Ｎ

● 電源コードの確認(本体)・修理・

交換

● ヒューズ(2A)の交換

● 指定のガラスセット、または器具

に取り替える

●上限位置では降下、下限位置では

上昇操作のみ有効（スイッチ操作

により確認）

フラスコが動作(回

転)しない

● 電源が入っていない

● 回転数設定ツマミが｢min｣になってい

る

● モータケーブルの外れ

● ロータリジョイント押えの締め付け

が不足のため、空回りしている

● フラスコに何かが接触している

● 電源コード、スイッチの確認

● 回転数設定ツマミの設定を上げる

● 制御部ソケットに差し込む

● ロータリージョイント押えを締込

み、セットし直す

●接触物を取り除く

真空漏れがする

● 真空シールの消耗・劣化

● 真空シールの取り付け方向の間違い

● 冷却器取付ナットの締め付け不良

● ガラス器具の破損

● ガラス器具接続個所の不具合

● 配管接続部漏れ

● 真空シールの交換

● 真空シール取り付け方向の確認

● 再締め付け

● 交換

● 再セット・接続部に真空グリスを

塗る

● 再締め付け・接続部に真空グリス

を塗る

※ご不明な点やご質問、お問い合わせなどがありましたら、お買い上げの販売店または、ヤマト科学営

業所までご連絡ください。
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アフターサービスと保証アフターサービスと保証アフターサービスと保証アフターサービスと保証
修理を依頼されるとき修理を依頼されるとき修理を依頼されるとき修理を依頼されるとき

修理を依頼されるときは

万一異常が発生しましたら、表示器のエラーコードを確認の上、ただちに運転を中止して電源スイッチを

切り、電源プラグ（コード）を抜いて、お買い上げの販売店、またはヤマト科学営業所までご連絡くださ

い。

ご連絡いただきたい内容

● 製品の形式名

● 製品番号

● お買い上げ年月日

● 故障の内容（できるだけ詳細に）

サービスマンがお伺いした折には、保証書を必ずご提示ください。

保証書（別に添付してあります）

● 保証書はお買い上げの販売店あるいは、ヤマト科学営業所からお渡ししますので、「販売店名、お買い

上げ日」等の記入をお確かめの後、大切に保管してください。

● 保証期間は、お買い上げいただいた日から１ヵ年です。保証書の記載内容により、無料修理いたし

 ます。

● 保証期間経過後の修理については、お買い上げの販売店あるいは、当社営業所にご相談ください。

 修理によって機能が維持できる場合は、お客様のご要望により有料で修理いたします。

補修用性能部品の最低保有期間

本器の補修用性能部品の最低保有期間は、製造打ち切り後 7年です。

なお、補修用部品とは、その製品の性能を維持するために必要な部品です。

保証書または本器に取り付けてある銘板をご覧ください
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交換部品表交換部品表交換部品表交換部品表

部  品  名 部 品 番 号 適    用 メ  ー  カ

冷却管(A) RG00A-30021 A 型 ヤマト科学

冷却管(B) RG00B-30020 B 型 ヤマト科学

冷却管(C) RG00C-30021 C 型 ヤマト科学

接続管（B） RG00B-30030 B･C 型共通 ヤマト科学

蒸留フラスコ RG00A-30040 全機種共通 ヤマト科学

受フラスコ RG00A-30050 全機種共通 ヤマト科学

ロータリージョイント RG00A-30011 全機種共通 ヤマト科学

コック 255191-415 全機種共通 ヤマト科学

吸引栓 RG00B-40030 B 型 ヤマト科学

冷却管クランプ 7060026002 B･C 型共通(消耗品) ヤマト科学

フラスコクランプ（２） 7060026004 全機種共通(消耗品) ヤマト科学

フラスコクランプ（１） 7060026001 全機種共通(消耗品) ヤマト科学

テフロンチューブ(A) 255191-416 A 型用  1=540mm ヤマト科学

テフロンチューブ(B) 255192-417 B･C 型用  1=350mm ヤマト科学

ホースジョイント RG00A-30030 全機種共通 ヤマト科学

ホースクランプ 4320016004 全機種共通 ヤマト科学

リング（大） RE500-40093 全機種共通(消耗品) ヤマト科学

リング（中） RE500-40061 全機種共通(消耗品) ヤマト科学

リング（小） RE500-40073 全機種共通(消耗品) ヤマト科学

Oリング 4210020011 共通　ﾛｰﾀﾘｰｼﾞｮｲﾝﾄ固定用(消耗品) ヤマト科学

Oリング 4210020012 共通　ﾌﾗｽｺ抜取具固定用(消耗品) ヤマト科学

真空シール RE500-40090 全機種共通(消耗品) ヤマト科学

ヒューズ(本体用) 2100010011 φ5.2×20  AC125V  2A 市販品
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仕様仕様仕様仕様

型  式 RE440 RE540

回転数制御範囲 *1 20～180rpm

回転数設定・表示範囲 － 20～180 表示誤差±3rpm

駆動方式 ウォームギア方式

回転数表示方式 － デジタル

回転数表示分解能 － 1rpm

他、付帯機能
ロータリージョイント可動機構・蒸留フラスコ取り外し機構・

電源レセプタクル(真空調節器 VR100 用)

リフト方式 電源オートリフト(ストローク 160mm)

モータ インダクションモータ  25W

ガラスセット Aタイプ・Bタイプ・Cタイプ

安全装置 過電流保護(ヒューズ 2A)

外形寸法(W×D×H) *2 約 420×340×580

重　　量 約１３ｋｇ 約１４ｋｇ

電源(本体＋VR100) AC100V±10％  3A

電源(バスを含む) *3 AC100V±10％  13A

オプション

● 蒸留フラスコ(2000ml/500ml/300ml/200ml/100ml:不透明摺り

29/42)

● 受フラスコ(2000ml/500ml/300ml:不透明摺り:S35/20)

● ジョイント(不透明摺り: 29/42-29/38、 29/42-24/40、

29/42-19/38、 29/42-15/25、 24/40-24/40)

● トラップ球(不透明摺り: 29/42-29/38、 29/42-15/25、

24/40-24/40)

● ロータリージョイント(摺りあわせ部/柴田科学仕様) *4

組み合わせ機器

● ウォーターバス BM100/200/400

● オイルバス BO600

● 真空調節器 VR100

*1 回転数制御範囲は、ガラスセット(A タイプ、Bタイプ、C タイプの何れか)を装着した場合の無負荷・

定格電源運転での性能です。

*2 ガラスセット部分は含みません。

*3 バスは当社 BM200/400 型、BO600 型の場合です。

*4 柴田科学の取り付けクランプは、お客様でご用意ください。
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結線図結線図結線図結線図

RE440RE440RE440RE440

記  号 部  品  名 記  号 部  品  名

P1 電源プラグ CN1 駆動部ソケット

S1 電源ソケット MC 駆動部ケーブル

SW1 電源スイッチ F1 ヒューズ(2A)

SPC1 スピードコントロールパック LFS リフトスイッチ

M1 モータ S 整流スタック

G 速度発電機 LS1 上限リミットスイッチ

C1 モータ用コンデンサ LS2 下限リミットスイッチ

VR1 回転数設定ボリューム M2 リフトモータ

CR CR アブソーバ
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結線図結線図結線図結線図

RE540RE540RE540RE540

記  号 部  品  名 記  号 部  品  名

P1 電源プラグ MC 駆動部ケーブル

S1 電源ソケット F1 ヒューズ(2A)

SW1 電源スイッチ T1 トランス

SPC1 スピードコントロールパック B1 回転数表示基盤

M1 モータ LFS リフトスイッチ

G 速度発電機 S 整流スタック

C1 モータ用コンデンサ LS1 上限リミットスイッチ

VR1 回転数設定ボリューム LS2 下限リミットスイッチ

CN1 駆動部ソケット M2 リフトモータ

CR CR アブソーバ
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参考資料参考資料参考資料参考資料
法定危険物一覧法定危険物一覧法定危険物一覧法定危険物一覧

ニトログリコール、ニトログリセリン、ニトロセルローズ

その他の爆発性の硝酸エステル類

トリニトロベンゼン、トリニトロトルエン、ピクリン酸

その他の爆発性のニトロ化合物

過酢酸、メチルエチルケトン過酸化物、過酸化ベンゾイル

その他の有機過酸化物

爆
発
性
物
質

爆
発
性
の
物

アジ化ナトリウム、その他の金属のアジ化物

発
火
性
の
物

金属｢リチウム｣、金属｢カリウム｣、金属｢ナトリウム｣、黄りん、硫化りん、赤りん、

セルロイド類、炭化カルシウム(別名カーバイド)、りん化石灰、マグネシウム粉、

アルミニウム粉、マグネシウム粉及びアルミニウム粉以外の金属粉、

亜ニチオン酸ナトリウム(別名ハイドロサルファイト)

塩素酸カリウム、塩素酸ナトリウム、塩素酸アンモニウム、その他の過塩素酸塩類

過塩素酸カリウム、過塩素酸ナトリウム、過塩酸アンモニウム、その他の過塩素酸塩類

過酸化カリウム、過酸化ナトリウム、過酸化バリウム、その他の無機過酸化物

硝酸カリウム、硝酸ナトリウム、硝酸アンモニウム、その他の硝酸塩類

亜塩素酸ナトリウム、その他の亜塩素酸塩類

酸
　
化
　
性
　
の
　
物

次亜塩素酸カルシウム、その他の次亜塩素酸塩類

エチルエーテル、ガソリン、アセトアルデヒド、酸化プロピレン、二硫化炭素

その他の引火点が零下 30 度未満の物

ノルマルヘキサン、酸化エチレン、アセトン、ベンゼン、メチルエチルケトン

その他の引火点が零下 30 度以上、0度未満の物

メタノール、エタノール、キシレン、酢酸ペンチル(別名酢酸アミル)

その他の引火点が 0度以上、30 度未満の物

引
　
火
　
性
　
の
　
物

灯油、軽油、テレピン油、イソペンチルアルコール(別名イソアミルアルコール)、酢酸

その他の引火点が 30 度以上、65 度未満の物

可
　
　
　
燃
　
　
　
性
　
　
　
物
　
　
　
質

可
燃
性
の
ガ
ス

水素、アセチレン、エチレン、メタン、エタン、プロパン、ブタン

その他の温度 15℃、1気圧において気体である可燃性の物をいう

(労働安全衛生施行令第６条別表第一より)


