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/// 危険を伴い取扱いに注意が必要な箇所

/// MINISTAR control

7

6
5

1

4
3

2

8

1

操作パネルとディスプレイ

2

チャック

3

支持アーム

4

温度センサー差込口

5

電源アダプター差込口

6

USB インタフェース

7

攪拌シャフトキャップ

デバイスセットアップ

注意! (

)

デバイスセットアップ

9

安全のための注意事項
/// 警告シンボルの説明

/// 全般情報
›› 操作を開始する前に取扱説明書をすべて読み、安全のための注意事項に従
ってください。
›› 取扱説明書は全員がアクセスできる場所に保管してください。
›› 本デバイスは、訓練を受けたスタッフのみが使用してください。一般家庭で
のご使用は前提としていません。
›› 安全のための注意事項、
ガイドライン、職業衛生・安全および事故防止規制
のための法令に従ってください。

(極めて) 危険な状況を示します。回避しないと、死
亡や重傷をもたらします。.
危険な状況を示します。ただちに回避しないと、死
亡や重傷をもたらす可能性があります。
危険を生じる可能性のある状況を示します。回避し
ないと、傷害をもたらす可能性があります。

!
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回避しないと、機器に損害を与える可能性がある実
践を示します。

安全のための注意事項

危険! ( )
図2中の箇所に注意を払ってください。
以下の危険性に注意してください:
›› 可燃物
›› 機械メカニズムの振動力によるガラスの破損。

注意! ( )
処理する媒体の危険有害性物質カテゴリーに基づいて個人保護具を着用して
ください。以下の危険性があります:
›› 液体の跳ね返り
›› パーツの飛散
›› 身体の一部、髪、衣服および宝飾類が巻き込まれる。
本デバイスは技術的に完全な状態で使用する必要があります。

安全のための注意事項
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/// デバイスセットアップ

/// デバイスの使用

危険! ( )
IKA デバイスの OFF スイッチは、常に危険を冒さずに、ただちに、直接アク
セスできる必要があります。OFF スイッチへのアクセスが確保できない場
合は、簡単にアクセスできる追加の緊急停止スイッチを作業エリアに設置
する必要があります。

危険! ( )
本デバイスは、危険物質がある爆発性の環境や水中などで使用しないでくだ
さい。本デバイスは防爆仕様ではありません。ATEX 規格に対する爆発保護は
装備されていません。
›› 本デバイスは持ち運びによる使用には適していません。
›› 運転中は、回転パーツに触れないでください 。

警告! ( )
組立ては常に、安定した状態を確保して下さい。撹拌用に使用する容器は
固定する必要があります。撹拌シャフトの保護具を使用してください!
›› スタンドは、水平で安定した、清潔で滑らない、乾燥した耐火性の表面に
設置してください。
›› デバイスをオンにする前に、
チャックからチャックキーを取り外し
てください。
デバイスの作業領域の外側に電源を取り付けてください。
›› シャフトの下端とチャック内の歯をぶつけたり、衝撃を与えないてくださ
い。小さな目に見えない損傷でも、不均一なシャフトの動作の
原因になります。
›› 撹拌シャフトチャックにしっかりと固定されていることを確認する
必要があります。
›› すべてのネジ接続部が適切に締め付けられている必要があります。
›› 本デバイスによって生じる高いトルクは、
スタンド、ボスヘッドクランプ
および撹拌する容器の回転防止要素の選択によって特に配慮する必要
があります。
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安全のための注意事項

警告! ( )
病原物質は、適切なドラフトチャンバー下に置いた密閉容器内でのみ処理し
てください。疑問点がある場合は、IKA® アプリケーションサポートまでお問い
合わせください。
回転中のシャフト
（攪拌羽根）の上下位置変更は危険です。必ず運転を静止し
してから行ってください。
注意! ( )
試運転を行う前に、装置の設定回転数が最低値に設定されていることを確認
してください。
これを行わないと、装置は前回に設定された回転数で動作を開
始します。徐々に回転数を上げます。撹拌羽根の許容される最大回転数を順
守してください。絶対にそれ以上速い回転数に設定しないでください。
デバイスからツールなしで取り外すことができるカバーやパーツは、安全を確保
するため、必ず後で再装着する必要があります。
これにより、異物、液体、
その他
の汚染物質の浸入を防ぐことができます。

安全のための注意事項
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/// 付属品
›› 出力シャフト、チャック、特に撹拌羽根の固定状態が不安定な場合や撹
拌羽根が左右不対照であると、デバイスや組立部品全体の制御されな
い共振振動動作をもたらす可能性があります。
これは、
ガラス器具や撹
拌容器が損傷したり、破損する可能性があります。それによってオペレー
タが負傷したり、撹拌羽根を損傷する恐れがあります。
こうした場合は、
撹拌羽根を不安定ではないものと交換するか、不安定である原因を改
善してください。症状が良くならない場合は、不具合についての説明を
添えて、ディーラーまたはメーカーにお問い合わせください。
›› 媒体と出力シャフトの間で静電気が生じる場合があり、直接的な危険を
引き起こす恐れがあります。
›› 攪拌羽根が自由に回転する状態で本デバイスを絶対に運転しないでく
ださい。身体の一部、髪、装身具または衣服が回転パーツに巻き込まれ
ないようにしてください。
›› 撹拌する際は、撹拌羽根がアンバランスになる回転数や、撹拌される媒
体が散布される可能性について注意を払ってください。
›› スタンドが動かないようにしてください。
›› 処理によって生じた追加エネルギーに対して危険な反応を起こさない
媒体のみを処理してください。
このことは、光の照射など、他の方法で生
じた追加エネルギーにも適用されます。
以下の場合は速度を落としてください:
›› 回転数が速すぎるために容器から媒体が飛び散る場合,
›› 本デバイスが円滑に動作していない場合,
›› 動態作用によって本デバイスがあちこちに移動し始める場合,
›› エラーが発生した場合。.

›› 本デバイスやアクセサリーに衝突したり、衝撃を与えないでください。
›› 使用するごとに、予め本デバイスやアクセサリーに損傷がないか点検して
ください。損傷した構成部品は使用しないでください。
›› 安全な使用は、
「アクセサリー」のセクションで説明されているアクセサリー
によってのみ保証されます。
›› 必ず電源を切ってから、撹拌羽根や取り付け可能なアクセサリーを交換し
てください。

/// デバイスのオン / オフ切り替え
デバイスを過負荷の状態で長時間動作させた場合や、周囲温度が高すぎる場
合は、
デバイスが自動的に電源オフされます。
›› 本デバイスはACアダプターを電源、
もしくは本体から抜くことで、完全に送
電を止めることができます。
›› 本デバイスへの送電は、必ず付属の純正ACアダプターをご使用ください。
›› 電源コードの差込口は目に見え、手の届くところである必要があります。
›› 撹拌処理中に電源供給が中断されると、本デバイスは自動的に再始動し
ません。
›› 本デバイスの修理は、
トレーニングを受けた専門技術者のみが施工できま
す。専門技術者以外の方が筐体を開ける
（分解）することは避けてください。
筐体内部には電源からプラグを抜いた後でも、
しばらく帯電状態にあるパ
ーツがあります。

/// 廃棄処分
本デバイスは国内の法令に従って廃棄する必要があります 。

14

安全のための注意事項

安全のための注意事項
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正しい使用

開梱

使用
›› 各種の撹拌羽根で低粘度から中粘度の液体を混合/撹拌するため。
›› スタンドデバイス (チャック部が下向き)

本デバイスを注意深く開梱してください。損傷がある場合は、ただちに配
送業者 (郵便局、鉄道網、
または物流会社) に通知する必要があります。

/// 基本的な用途

使用範囲 (屋内使用のみ)
›› 研究室
›› 薬局
›› 学校
›› 大学
以下の場合は、
ユーザーの安全が保証されません:
›› メーカー純正もしくは推奨でないアクセサリーを使用した場合。
›› 本デバイスの本来の使用目的や技術仕様に反して使用した場合。
›› 本デバイスまたはプリント基板を第三者が改造した場合。

/// 納品内容

納品内容
›› MINISTAR 攪拌機
›› ACアダプター
›› 支持アーム
›› 六角ボルト
›› 六角レンチ
›› シャフトプロテクター R 300 (固定ネジ 2 本付き)
›› チャックキー
›› USB ケーブル
›› H 67.60 温度センサー
›› 取扱説明書
›› 保証延長案内カード

MINISTAR 20

+
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MINISTAR control
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正しい使用

Warranty

開梱
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お役立ち情報
/// 撹拌

撹拌装置は連続運転に適しています。モーター電流は電子的に制限されま
す。本デバイスには停止防止および過負荷防止システムが装備されていま
す。障害が発生した場合は、安全回路がただちにモーターを自動的にオフ
にします。本デバイスは前回の設定モードで起動します。本デバイスが過剰
に振動する場合は、ディスプレイにエラーメッセージが表示され、信号音が
鳴ります 「エラ－コード」
(
の章を参照してください)。

回転数

/// 通常運転
回転数 – 安定化 (回転数の変動なし):
回転数がプロセッサの制御によりモニターされ、安定化されます。設定回
転数が出力シャフトの実際の回転数と常に比較され、変動が補正されま
す。
これにより、撹拌される物質の粘度が変化しても、一定の回転数が保証
されます。許容範囲内で電源電圧が変動しても、回転数の安定化や一定性
に影響を及ぼしません。回転数は、前面ノブを使用して設定します。通常運
転時にディスプレイに表示される回転数は、1分当たりの回転 (rpm) で示さ
れ、出力シャフトの回転数に一致します。

過負荷ステータス 1
本デバイスは、過負荷状態であっても、モーター電流や内部温度が許容範
囲内であれば運転を続けます。ただしこの状態の場合、表示回転数は実回
転数と一致しません。
また、表示トルク値は点滅状態になります。
過負荷ステータス 2
本デバイスは通常トルクの130% を上回ると停止します。
ディスプレイのメッセージ 「エラーコード」
(
セクションを参照)。

/// 撹拌羽根の取付
注意! ( )
「安全のための注意事項」のセクションを参照してください
本デバイスにはIKA製純正撹拌羽根のご使用をお勧めいたします（「IKA撹
拌羽根」のセクション参照）。撹拌羽根シャフト
（軸）部は本体を貫通するよ
うに設計されており、撹拌羽根の上下位置を幅広く設置できる構造です。
撹拌羽根シャフトをハウジング上部に貫通させるためには、本デバイスを
静止状態にして、上部の「撹拌シャフトキャップ」を開けてください。貫通さ
せる必要がない場合は、異物混入を防ぐためにも、
このキャップは閉めるよ
うにしてください。

/// 過負荷運転
固体または半粘性の物質が加えられると、撹拌が定格出力の130% で短時
間の間実行されます。過負荷範囲で動作すると (例えば、処理中、特定の段
階で粘度が増加した場合など)、速度は撹拌シャフトのトルクを維持できる
程度に応じてデバイスの定格トルク内で減速されます。
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お役立ち情報 | 回転数
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操作パネルとディスプレイ
/// 操作

記号表示

MINISTAR 20
control

E

A

スタンバイキー

デバイスをオンに切り替える / スタンバイ状態にす
る。(電源ネットワークから切断されない)

B

ロックキー

ロック/ ロック解除キー。

C

振動モニタリング

内部振動センサーを有効 / 無効にします。
個々のレベルを設定します (I/II/III)

D

タイマーキー

タイマー機能を有効にします。
温度単位を °C または °F に切り替えます。

D
C

F

B
A
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操作パネルとディスプレイ

G

E

ディスプレイ

F

カウンター /
タイマーキー

G

回転 / プッシュノブ

設定情報を表示します。
「カウンター」
または「タイマー」を選択します (撹
拌機能は有効ではない)。
回転数を設定します。
撹拌機能を開始 / 停止します。
タイマーを設定します。

操作パネルとディスプレイ
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/// ディスプレイ上の記号説明
画面に表示される記号は、本デバイスのステータスと設定に応じて
変わります。次の画面に最も重要な記号を示します。

1 2

3

4

5

6

ディスプレイ
1

この記号は、
スタンバイキー (A) を除き、すべての機能キーがロックされているこ
とを示します。

2

この記号は運転モードを示します。

3

この記号は、温度センサーのプラグが接続されている場合に表示されます。

4

この記号は、振動認識が有効であること、および設定された感度レベルを示しま
す。

5

この記号は、本デバイスが USB ケーブルを介して通信中であることを意味します。

6

この記号は、本デバイスがコンピュータに接続されており、攪拌機が labworldsoft
によって制御されていることを意味します。

7

10
11

この記号は、本デバイスが Bluetooth を介してワイヤレスコントローラまたは PC と
通信していることを意味します。
Bluetooth 通信が行われていない場合は、
この記号は表示されません。

8

この記号は、撹拌機能が作動しており、デバイスが運転していることを意味します。

9

この記号は、設定回転数を意味します。

12
13

10

デバイスが動作中に、
タイマーキー (D) にタッチすると同時に回転/押下ノブ (G)
を押すと、現在のトルクを 0 Ncmにリセットできます。

11

この記号は、温度センサーが接続されている場合にのみ表示されます。温度センサ
ーが接続されているときにタイマーキー (D) にタッチすると、単位を華氏温度 (°F) ま
たは摂氏温度 (°C) に切り替えることができます。

12

この記号は、
タイマー機能が有効であることを意味します。

13

この記号は、
カウンター機能が有効であることを意味します。

7

8
9
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操作パネルとディスプレイ

操作パネルとディスプレイ
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固定

/// 支持アームの固定

/// スタンドへの固定
ボスヘッドクランプ
ネジボルト

支持アーム

撹拌機

支持アーム

スタンド

六角ボルト

六角レンチ

毎回使用する前および定期的に、攪拌機が適切な位置にしっかりと固定さ
れていることを点検してください。攪拌機の位置は、装置が静止しており、
電源を切っている場合にのみ調節を行ってください。

/// チャックによる撹拌羽根の固定
支持アームがしっかりと取り付けられていることを確認します。
振動によりネジが緩む原因になる場合があります。そのため、安全な使用
には、支持アームがしっかりと取り付けられていることを定期的に点検す
る必要があります。必要に応じて六角ボルトを締めます。

チャック

撹拌羽根

チャックキー

警告! ( )
撹拌羽根は、装置が静止しており、電源を切っている場合にのみ交換して
ください。
24

固定

固定
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/// 撹拌シャフトプロテクターの取付
撹拌機

ネジ

試運転

/// 電源のオン
ボスヘッドクランプでデバイスを安定したスタンドに固定します。
安全のため、撹拌中に容器が動いたり転倒したりしないようにしなければ
なりません。IKAでは別売アクセサリー「容器押さえRH3」のご使用をお勧め
しております。本デバイスがしっかりスタンドに固定され、容器の安全が確
認できますと、電源を接続できる準備が整います。
これらの条件が満たされていないは場合は、安全な運転が保証されず、装
置は損傷する恐れがあります。
「技術データ」に記載された環境条件 (温度、湿度など) を順守してください。
AC アダプターは 100 VAC～240 VAC に適しています。

R 300

電源のオン
電源を本デバイスに接続し、
スタンバイキー (A) にタッチすると、本デバ
イスの電源がオンになります。セルフチェック中に、以下の画面が表示さ
れます:

1.	

/// 容器をスタンドに固定する

定格トルク
ソフトウェアのバージョン

スタンド
容器押さえ

		
2.	 その後で、
以下の画面が自動的に表示されます。

クランピングボルト
クランピングバンド

容器
3.	

26

固定

続いて、
デバイスがスタンバイ状態になり、使用の準備が整います。

試運転
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回転数の設定
›› 設定された回転数に適したテスト媒体が選択されていることを確認して
ください。疑わしい場合は、回転 / プッシュノブ (G) を回して最低の回転
数に設定してください (反時計回りの方向)。回転 / プッシュノブ (G) を押
して、撹拌を開始または停止します。

振動モニタリングの設定
›› 振動モニタリングキー (C) にタッチすると、感度機能をオン/オフに切り
替え、
レベルを I、II または III に切り替えることができます。

カウンターの設定
›› 撹拌機能が開始すると、
カウンター機能が自動的に作動します。

キーとノブのロック
ロックキー (B) に約 2 秒間タッチすると、
本デバイスのコントロール類をロック
できます。
これにより、
運転中に誤って設定を変更する恐れがなくなります。再
びロックキー (B) に約 2 秒間タッチすると、
本デバイスのコントロール類をロッ
ク解除できます。
ロック/ロック解除キー (B) にタッチしてキーや回転ノブがロックされていて
も、
スタンバイキー (A) にタッチすればデバイスをオフにすることができま
す。
デバイスを再始動すると、
ロック機能は無効になります。
トルクをゼロにリセットする:
運転時のキーの組み合わせ:
›› タイマーキー (D) をタッチしたままにします。
›› 回転/プッシュノブ (G) を押すと、現在のトルクが
0 Ncm にリセットされます。

/// タイマーの設定 (hh:mm:ss)
タイマーを設定すると、
カウンター機能は無効になります。
手順:
カウンター / タイマーキー (F) を選択します。
2.	 タイマー選択キー (D) とタイマーの設定:
› 回転/プッシュノブ (G) を回します:値の設定。.
› 回転/プッシュノブ (G) を押す:設定した値を確定し、次の値
(hh:mm:ss) に切り替えます。
1.	
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試運転

試運転
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/// その他の機能
注意! ( )
キャリブレーションモードを利用し、校正作業を行う場合は、無負荷での最高回
転を行う必要があるため、必ず撹拌羽根は外してください。

4.	

トルクのキャリブレーション:
› 回転/プッシュノブ (G) を押して、
トルクのキャリブレーションを開始します。

設定機能は、
スタンバイキー (A) にタッチするといつでも終了できます。
スタンバイキー (A) を使用してデバイスをオフにし、
以下の手順に従います:
1.	 回転/プッシュノブ (G) を押したままにします。
› スタンバイキー (A) にタッチすると、
その他の機能に移ります。
2.	

Bluethooth の設定:
› 回転/プッシュノブ (G) を回すと、
「オン/オフ」を選択できます。
› 回転/プッシュノブを押してエントリーを確定し、次の機能へ移動します。

警告! ( )
チャックが最高回転数まで回転します!
回転パーツに触れないでください!
トルクのキャリブレーション中は、回転/プッシュノブ (G) を押すと、
デバイスを停
止できます。
デバイスはキャリブレーションを停止して、作業画面に戻ります。
最高回転数に達すると、
トルクのキャリブレーションが終了します。作業画面が
表示され、デバイスの運転準備が整います。

3.	
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ビープ音の設定:
› 回転/プッシュノブ (G) を回すと、
「オン/オフ」を選択できます。
› ボタンを押してエントリーを確定し、次の機能へ移動します。

試運転

試運転
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インタフェースと出力
/// USB インタフェース

/// コマンド構文とフォーマット

USB インタフェースを介して本デバイスを PC に接続し、
ラボラトリーソフト
ウェアの labworldsoft で操作できます。
注記:ソフトウェアに付属の取扱説明書およびヘルプセクションと共に、
シス
テム必要条件に従ってください。.

以下がコマンドセットに適用されます:

USB (Universal Serial Bus) は、デバイスを PC に接続するためのシリアルバス
です。USB の装備により、デバイスを PC に接続できます (ホットプラグ)。接
続されたデバイスやそのプロパティは自動的に認識されます。
「リモート」
モードでの操作や、
ファームウェアのアップデートにも、labworldsoft ととも
に、USB インタフェースを使用します。

/// インストール
初めに、USB インタフェース付き IKA デバイス用の最新のドライバーを以
下からダウンロードします:
http://www.ika.com/ika/lws/download/usb-driver.zip. セットアップファ
イルを実行してドライバーをインストールします。続いて、USB データケー
ブルを介して IKA デバイスを PC に接続します。データ通信が仮想 COM ポ
ートを介して行われます。
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インタフェースと出力

›› コマンドは一般的にコンピュータ (マスター) から攪拌機 (スレーブ) に
送信されます。
›› 攪拌機はコンピュータの要求時にのみ送信します。エラー表示であって
も、攪拌機からコンピュータ (自動システム) に送信することはできませ
ん。
›› コマンドは大文字で送信されます。
›› コマンドおよび連続したパラメータを含むパラメータは、少なくとも1つ
のスペースで区切られます (コード: 0 × 20)。
›› 各個別コマンド (パラメータとデータを含む) と各応答はブランク CR LF
(コード: 0 × 20 0 × 0d 0 × 20 0 × 0A) で終了され、80 文字の最大長さを
持ちます。
›› 数字内のデシマル区切り文字はドットです (コード: 0x2E)。
上記の詳細は、可能な限り NAMUR 作業部会の推奨事項に対応していま
す (NAMUR recommendations for the design of electrical plug connections
for analogue and digital signal transmission on individual items of laboratory
control equipment, rev.1.1)。
NAMUR コマンドおよび IKA 固有の追加コマンドは、攪拌機と PC 間の通信
用に低レベルのコマンドとしてのみ役立ちます。適切な端末または通信プ
ログラムにより、
これらのコマンドは攪拌機器に対して直接送信することが
できます。IKA ソフトウェアパッケージの labworldsoft は、撹拌機器を制御
し、MS Windows の下でデータを収集する便利なツールを提供します。
これ
には、モーター速度傾斜用グラフィカル入力機能などが含まれます。

インタフェースと出力
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メンテナンスと清掃
/// 清掃

コマンド

機能

IN_NAME

デバイス名を読み取る

IN_PV_3

PT1000 値を読み取る

IN_PV_4

現在の速度値を読み取る

IN_PV_5

現在のトルク値を読み取る

IN_SP_4

定格速度値を読み取る

IN_SP_5

トルク制限値を読み取る

IN_SP_6

速度制限値を読み取る

IN_SP_8

安全速度値を読み取る

OUT_SP_4

定格速度値を調節する

OUT_SP_5

トルク制限値を調節する

OUT_SP_6

速度制限値を調節する

OUT_SP_8

安全速度値を調節する

START_4

モーターを開始する

STOP_4

モーターを停止する

RESET

通常運転モードに切り替える

OUT_MODE_n
(n= 1 または 2)

回転方向を変更する

IN_MODE

回転方向を読み取る

本デバイスはメンテナンスが不要です。ただし、長期使用に伴う自然摩耗・
消耗は避けられません。
清掃する場合は、電源プラグを抜いてください!
IKA が承認した洗剤のみを使用して IKA デバイスを清掃してください。

汚れ

洗剤

染料

イソプロピルアルコール

建築 材料

界面活性剤を含んだ水 / イソプロピルアルコール

化粧品

界面活性剤を含んだ水 / イソプロピルアルコール

食品

界面活性剤を含んだ水

燃料

界面活性剤を含んだ水

記載されていない材料については、IKA アプリケーションサポートに情報を
ご請求ください。本デバイスの清掃時には保護手袋を着用してください。
清掃の目的で、電気装置を洗浄剤の中に入れないでください。
清掃時に、本デバイス内に水分が入らないようにしてください。
清掃や除染に推奨される方法以外の方法をお考えの場合は、必ず事前に
IKAにご相談ください。

/// スペアパーツの注文
スペアパーツのご注文時には、以下をお知らせください:
›› 機器名（モデル名）
›› シリアル番号。型式プレートを参照してください
›› スペアパーツの項目と記号表示、www.ika.com でスペアーパーツ展
開図とスペアパーツリストを参照してください
›› ソフトウェアバージョン。
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メンテナンスと清掃
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/// 修理
洗浄し、健康に有害な可能性のある物質を除去してから、
デバイスを
修理に出してください。
修理に出す場合は、
「除染証明書」
フォームを IKA に請求するか、IKA
ウェブサイトからそのフォームをダウンロードおよび印刷してご使用
ください: www.ika.com
点検整備・修理が必要な場合は出来るだけ元の梱包材に入れてお送
りください。元の梱包材がない場合は、適切な運送用梱包を行ってか
らご発送ください。

Err. 04
原因

›› モーターのロックまたは過負荷

影響

›› モーター停止

解決策

›› デバイスを電源から外します。
›› モーターの負荷を減らし、デバイスを再び起動します。

Err. 05

エラーコード

/// トラブルシューティング

エラーが発生した場合は、症状が以下のエラーコードで画面に表示
されます。
その場合は、以下を行ってください:
›› デバイスを電源から外します。
›› 解決策を実行します。
›› デバイスを再起動します。

エラーコード | 原因 | 影響 | 解決策
Err. 02
原因

›› ハードウェア駆動エラー

影響

›› モーター停止

解決策

›› サービス部門に連絡してください。

Err. 03
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原因

›› デバイス内の温度が高すぎる。

影響

›› モーター停止

解決策

›› デバイスをオフにして、熱を冷まします。

エラーコード

原因

›› デバイスの振動が許容値を超えている。

影響

›› モーター停止

解決策

›› 振動検出を無効にします。
›› デバイスが正しい状態で動作するようにします。

Err. 06
原因

›› デバイスがホールディングロッドから落ちた。

影響

›› モーター停止

解決策

›› デバイスを電源から外します。
›› デバイスを正しくスタンドに固定します。

Err. 08
原因

›› 速度センサーの故障または過負荷。

影響

›› モーター停止

解決策

›› デバイスを電源から外します。

記載された処置では症状を解決できないか、別のエラーコードが表示される場
合は、以下の手順のいずれかを行ってください:
›› サービス部門に連絡してください。
›› 症状の簡単な説明を付けて、デバイスを当社サービス宛に送付してくださ
い。

エラーコード
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保証

IKA 撹拌羽根

IKA 保証条件に基づき、保証期間は 24 ヵ月です。保証の下で請求を行うに
は、地域のディーラーにご連絡ください。
また、納品書および請求の理由を
同封の上、装置を弊社の工場に直接送付することができます。輸送費はご
負担いただきます。
摩耗したパーツ、不適切な使用、不十分なお手入れによる障害、
または本
取扱説明書の説明に基づくメンテナンスを行っていない場合は、本保証は
適用されません。

プロペラ撹拌機
›› R 1342 最大回転数 (rpm) ≤ 2000
›› R 1381 最大回転数 (rpm) ≤ 2000
›› R 1382 最大回転数 (rpm) ≤ 2000

/// 保証条件

/// 一覧

プロペラ撹拌機、PTFE
›› R 1389 最大回転数 (rpm) ≤ 800
タービン撹拌機
›› R 1311 最大回転数 (rpm) ≤ 2000
›› R 1312 最大回転数 (rpm) ≤ 2000

アクセサリー
/// 一覧

一般的なアクセサリー
›› R 1825 プレートスタンド
›› R 1826 プレートスタンド
›› R 1827 プレートスタンド
›› R 182 ボスヘッドクランプ
›› RH 3 容器押さえ
›› R 300 撹拌シャフトプロテクター (ネジ 2 本付き)
›› FK 1 フレキシブルカップリング
›› H 67.60 温度センサー
›› H 67.61 温度センサー
›› H 70 エクステンションケーブル
›› H 62.51 温度センサー（ステンレス）
›› H 66.51 温度センサー（ガラスコート）
›› USB 2.0 ケーブル A – マイクロ B

溶解攪拌機
›› R 1300 最大回転数 (rpm) ≤ 2000
›› R 1303 最大回転数 (rpm) ≤ 2000
遠心撹拌機
›› R 1352 最大回転数 (rpm) ≤ 2000
アンカー攪拌機
›› R 1330 最大回転数 (rpm) ≤ 1000

その他のアクセサリーについては、www.ika.com. をご覧ください。
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保証 | アクセサリー
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技術データ

/// MINISTAR control 詳細

技術データ MINISTAR control
MINISTAR
20 control | 40 control | 80 control
通常負荷での回転数範囲

40

0 / 50 –

0 / 30 –

0 / 30 –

2,000 rpm

1,000 rpm

500 rpm

MINISTAR
20 control | 40 control | 80 control
撹拌シャフトの最大出力

42 W

EN 60529 に基づく保護クラス

IP 54

回転数調節

無段階

回転数表示

LCD ディスプレイ

汚染レベル

2

回転数設定精度

± 1 rpm

過負荷時の保護

モーター電流制限

回転数測定偏差

回転数 < 300 rpm: ± 3 rpm
回転数 > 300 rpm: ± 1 %

許容周囲温度

5 – 40 °C
80 %

撹拌シャフトの最大トルク

許容周囲湿度

20 Ncm

40 Ncm

80 Ncm

トルク測定の偏差

ドライブ

ブラシレス DC モーター

± 3 Ncm

± 4 Ncm

± 8 Ncm

最大処理量 (水)

15 l

25 l

50 l

最大粘度

10,000
mPa•s

30,000
mPa•s

60,000
mPa•s

外部温度センサー用ポート

あり

温度測定分解能

撹拌シャフトチャックサイズ範囲
（径）

0.5 – 8 mm

シャフト貫通穴の直径

8.5 mm

支持アーム (Ø × L)

13 × 160 mm

寸法 (W × D × H) (支持アームなし)

70 × 154 × 193 mm

0,1 K

重量（支持アーム、チャック含）

1.56 kg

温度測定範囲

- 10 °C – 350 °C

偏差の制限、温度センサー
PT 1000 EN 60751 クラス A

地上高度での運転

最大 2,000 m

≤ ± (0.15 + 0.002 × ITI)

温度測定精度

± 0.5 + 誤差 PT 1000
(DIN EN 60751 クラス A)

タイマー / カウンター機能

あり

インタフェース

USB

出力

連続使用時間

24
90W LPS (制限された電源)

100 %

定格電圧

保護クラス

I

24 VDC

最大電流値

2,900 mA

最大入力

69 W

技術データ

1.72 kg

1.72 kg

電源

入力

100 – 240 VAC
1.3 A
50 – 60 Hz

技術データ
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USA
IKA Works, Inc.
Phone: +1 910 452-7059
eMail: sales@ika.net

KOREA
IKA Korea Ltd.
Phone: +82 2 2136 6800
eMail: info@ika.kr

BRAZIL
IKA Brasil
Phone: +55 19 3772 9600
eMail: sales@ika.net.br

MALAYSIA
IKA Works (Asia) Sdn Bhd
Phone: +60 3 6099-5666
eMail: sales.lab@ika.my

CHINA
IKA Works Guangzhou
Phone: +86 20 8222 6771
eMail: info@ika.cn

POLAND
IKA Poland Sp. z o.o.
Phone: +48 22 201 99 79
eMail: sales.poland@ika.com

JAPAN
IKA Japan K.K.
Phone: +81 6 6730 6781
eMail: info_japan@ika.ne.jp

INDIA
IKA India Private Limited
Phone: +91 80 26253 900
eMail: info@ika.in

ENGLAND
IKA England LTD.
Phone: +44 1865 986 162
eMail: sales.england@ika.com

Discover and order the fascinating products of IKA online:
www.ika.com

IKAworldwide

IKAworldwide /// #lookattheblue

Technical specifications may be changed without prior notice.

@IKAworldwide
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IKA-Werke GmbH & Co. KG
Janke & Kunkel-Straße 10, 79219 Staufen, Germany
Phone: +49 7633 831-0, Fax: +49 7633 831-98
eMail: sales@ika.de

