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商品名 誤 正
ラボラトリーウォッシャ 多彩な洗浄パターンを自由にプログラム 多彩な洗浄パターンを自由にプログラム
AWD510

■オプション ■オプション

⑥架台 ⑨架台

⑦乾燥ユニット 削除

●設置バット　\36,000 ¥40,000

                  2016－2017年版総合カタログ  正誤表 ＜434ページ ＞

No. 品名/型式 仕様/形状 商品コード 価　格 備　考
① スライド式上段ラックベース AWD510用 291061 ¥87,000

② スライド式下段ラックベース AWD510用 291062 ¥64,000
③ スライド式ジェットラックA5 AWD510用 291063 ¥162,000 ラックベースは使用しません
④ 試験管ラック AWD510用 291068 ¥48,000 ラックベースとセットで使用

⑥ ビーカラックA5 AWD510用 291064 ¥56,000 ラックベースとセットで使用
⑥ 架台 AWD510用 291067 ¥70,000
⑦ 乾燥ユニット 乾燥機能追加 291060 ¥310,000
⑧ 排水合流管 オーバーフロー排水と通常排水の合流用 291065 ¥10,000

⑨ 給水接続ユニット 給水バルブR1/2・60メッシュストレーナ付き、
G1/2用継手付き

291066 ¥24,000

⑩ 純水製造装置　WL220T 純水すすぎ用 253629 ¥285,000

⑪ 給水口ユニット OWH10 WL220T用 253686 ¥24,000
⑫ 設置バット OWL50 WL220T用 253271 ¥36,000 AWD510の上に設置する場合は

必ずご使用ください

⑬ 電源コード4m OWL52 WL220T用 253273 ¥10,000
⑮ イオン交換カートリッジ WL220T用（CPC-P＋CPC-E） 253262 ¥33,000
⑯ ムリンラスター 一般用/アルカリ粉末洗剤　 8kg入 8190026001 ¥19,400

⑰ ラボウォッシュAWL100 一般用/アルカリ液体洗剤　2L×4本入 291077 ¥16,000 アルカリ性
⑱ ラボウォッシュAWL200 油汚れ用液体洗剤　2L×4本入 291078 ¥16,000 アルカリ性
⑲ ラボウォッシュAWL300 一般用液体洗剤　2L×4本入 291079 ¥16,000 弱アルカリ性

⑳ 洗浄槽クリーナーAWP500 酸性粉末洗剤　500g×4本入 291080 ¥10,000 強酸性　内槽洗浄用
⑦本体ご注文時にご指定ください

No. 品名/型式 仕様/形状 商品コード 価　格 備　考
① スライド式上段ラックベース AWD510/510DRY用 291061 ¥87,000

② スライド式下段ラックベース AWD510/510DRY用 291062 ¥64,000
③ スライド式ジェットラックA5 AWD510/510DRY用 291063 ¥162,000 ラックベースは使用しません
④ 試験管ラック AWD510/510DRY用 291068 ¥48,000 ラックベースとセットで使用
⑤ 少量押えバンド 試験管ラック用　4本セット 291071 ¥4,400
⑥ ビーカラックA5 AWD510/510DRY用 291064 ¥56,000 ラックベースとセットで使用

⑦ ビーカラック用ネット ビーカラックA5用 291069 ¥22,000
⑧ メッシュバスケット 幅140×奥行220×高さ50mm 291072 ¥56,000 蓋付、ラックベースとセットで使用
⑨ 架台 AWD510/510DRY用 291067 ¥70,000
⑩ 排水合流管 オーバーフロー排水と通常排水の合流用 291065 ¥10,000

⑪ 給水接続ユニット 給水バルブR1/2・60メッシュストレーナ付き、
G1/2用継手付き

291066 ¥24,000

⑫ 純水製造装置　WL220T 純水すすぎ用 253629 ¥285,000
⑬ 給水口ユニット OWH10 WL220T用 253686 ¥24,000

⑭ 設置バット OWL50 WL220T用 253271 ¥40,000 AWD510の上に設置する場合は必ず
ご使用ください

⑮ 電源コード4m OWL52 WL220T用 253273 ¥10,000
⑯ イオン交換カートリッジ WL220T用（CPC-P＋CPC-E） 253262 ¥33,000

⑰ ラボウォッシュAWL100 一般用/アルカリ液体洗剤　2L×4本入 291077 ¥16,000 アルカリ性
⑱ ラボウォッシュAWL200 油汚れ用液体洗剤　2L×4本入 291078 ¥16,000 アルカリ性
⑲ ラボウォッシュAWL300 一般用液体洗剤　2L×4本入 291079 ¥16,000 弱アルカリ性
⑳ 洗浄槽クリーナーAWP500 酸性粉末洗剤　500g×4本入 291080 ¥10,000 強酸性　内槽洗浄用
㉑ ムリンラスター 一般用/アルカリ粉末洗剤　 8kg入 8190026001 ¥19,400

プログラム 予備洗浄 洗浄 すすぎ 純水すすぎ 乾燥

（オプショ ン） （オプショ ン）

約60℃固定

～6時間

ウエイトOFF

※　ＯＮの場合は設定温度に到達後、自動カ ウント

繰り返し無し

各種設定

※各工程それぞれにおいて下の設定ができます。

選択　（ON / OFF)

温度設定　 (OFF / 45～93℃） （予備洗浄および洗浄は～80℃）

時間設定　 (0～60分）

ウエイト　 (ON / OFF）

繰り返し回数　 (0～10）

プログラム 予備洗浄 洗浄 すすぎ 純水すすぎ 予備乾燥
（AWD510DRY）

温度設定　 (OFF / 45～93℃）　 ※予備洗浄および洗浄は～80℃ 約60℃固定

時間設定　 (0～60分）　※９０℃以上の場合は0～10分 ～360分

ウエイト (ON / OFF）　※ＯＮの場合は設定温度に到達後、自動カウント ウエイトOFF

繰り返し無し繰り返し回数　 (0～10）

各種設定

※各工程それぞれにおいて下の設定ができます。

選択　（ON / OFF)


