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EGE

ドーコ品商 式型 量容拌撹 類種 価格（\）

692-63-08-15 F-624ND 4連
50㎖～2ℓ（1箇所当り）

99,800 

-16 F-626ND 6連 126,000 

デジタル表示付き多連式スターラー 

型 番 F-624ND F-626ND

回 転 数 100～1500rpm

モーター・制御 DC小型・電圧制御

外 形 寸 法 306×335×57H㎜ 456×335×57H㎜

重 量 3.8㎏ 5.1㎏

電 源 AC100V　50/60Hz　1A

付属撹拌子 30㎜×4個 30㎜×6個

■仕様

■特長
●DC小型モーター式で低速回転域から安定した回転が
　得られます。　
●1番の回転だけデジタル表示されます。その回転を目安
　に残りの箇所を調整すると、その実験の回転数が把握
　できます。
●背の低い省スペース型で電力のロスが少なく発熱が
　ありません。
●冷蔵庫、低温室での使用、1ℓぐらいまでの撹拌容量
　での安定回転の追求に適しています。　
●付属の撹拌子で、最適の撹拌が生まれます。
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 EGE

ドーコ品商 式型 類種 量容拌撹 価格（\）

30-80-36-296  50㎖～2ℓ（1箇所当り） 76,000
40- 6連

4連
 50㎖～2ℓ（1箇所当り） 99,800

■仕様

型 式 F-624N F-626N
回 転 数 100～1500ｒｐｍ

モーター・制御 DC小型・電圧制御

外 形 寸 法 306×335×57H㎜ 456×335×57H㎜

重 量 3.8㎏ 5㎏

電 源 AC100V　50/60Hz　1A AC100V　50/60Hz　2A

付属撹拌子 30㎜×4個 30㎜×6個

多連式スターラー 

■特長　
●DC小型モーター式で低速回転域から安定した
　回転が得られます。　
●背の低い省スペース型で電力のロスが少なく発熱が
　ありません。　
●冷蔵庫、低温室での使用、1ℓぐらいまでの撹拌容量
　での安定回転の追求に適しています。　
●付属の撹拌子で、最適の撹拌が生まれます。

EGE

商品コード 型式          撹拌容量       回転数（rpm）    価格（￥）

692-63-08-53 F-612
5～100㎖×12
200～300㎖×6
500㎖～1ℓ×2

100～1500 116,000

多連式ミニスターラー 　12個連動型

■特長
●省スペース､薄型、多連スターラーで12個の容器を連動して撹拌できます。
●12個のDCモーターの電子制御方式で、個々の撹拌トルクが大きく、低速時の
　安定した回転が得られます。撹拌台の発熱はありません。
●付属の撹拌子で、最適の撹拌が生まれます。

■仕様
●外形寸法：302×235×55Hmm
●重量：3.8kg
●電源：AC100V　50/60Hz　2A
●付属撹拌子：20mm12個

DCモーター

DCモーター

DCモーター

それぞれのツマミで独立制御
【撹拌容量：50㎖～2ℓ（1箇所当り）】

1番の回転数がデジタル表示
【撹拌容量：50㎖～2ℓ（1箇所当り）】

F-624N
F-626N

スターラーには、モーターの力、回転速度、磁石の種類と大きさ、 間隔、容器との距離、 撹拌したい量、

設置できる面積、 発熱、使用する容器、など、いろいろな要素があり、多種多様なタイプのスターラーを

取り揃えておりますので、 用途に応じたFine スターラーをお選びください。

汎用機器　　　　スターラー 特集

スターラー 

スターラー 

スターラー スターラー 

デジタル表示 スターラー 薄型スターラー 

マグネチックスターラー 強磁力スターラー 強磁力スターラー 

多連式スターラー デジタル表示付き多連式スターラー 

ウォーターバス用スターラー 反転スターラー 

多連式ミニスターラー

https://www.tgk.co.jp
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小型・安定回転
【撹拌容量： 50㎖～1ℓ】

ポールセット

-29

■特長　 ● DCモーターによる電子制御型で、低速でもほぼ安定した回転

が得られます。　 ● 、で子拌撹の属付 最適の撹拌が生まれます。

■仕様　

●モーター：DC形　 ●プレート材質：ステンレス

●外形寸法：176×170×57H mm ●重量：約1kg

●電源：AC100V　50/60Hz　0.2A　 ●付属撹拌子：30mm 1個

  -10：EGE 　-29 ：EHJ

ドーコ品商 型式        撹拌容量     回転数（rpm）    価格（\）

01-70-36-296 F-301N 50㎖～3ℓ 100～1800 24,500

-29 SP200 スターラー用ポールセット 8,000

ポールセット

-29

■特長　 ●ACコンデンサーモーターの電子制御方式で低速から高速

までの安定回転が得られます。長寿命、強力パワー型です。　 ●撹拌容

量も5ℓまで可能になりました。　 ●付属の撹拌子で、最適の撹拌が生

まれます。

■仕様　●プレート寸法：190×180mm　 ●外形寸法：196×200×86H mm

●重量：2.1 kg　 ●電源：AC100V　50/60Hz　1A　 ●付属撹拌子：30 mm 1個

  -06：EGE 　-29 ：EHJ

ドーコ品商 型式　　　　撹拌容量　　　回転数（rpm）　価格（\）

60-70-36-296 F-201N 50㎖～5ℓ 70～1400 49,000

 -29 トッセルーポ用ーラータス 002PS 8,000

■特長　 ●薄型37mmの安定型です。電子制御回路を組込み低速か

ら高速までほぼ安定した回転が得られます。　 ●強磁力マグネッ トとDC

薄型モーターの採用で撹拌力がアップしました。　 ●付属の撹拌子で、

最適の撹拌が生まれます。

■仕様　●プレート寸法：165×145mm　 ●外形寸法：170×160×37Hmm

●重量：1 kg ●電源： AC100V　50/60Hz　0.2A　 ●付属撹拌子：30 mm 1個

EGE 

商品コード 格価）mpr（数転回 量容拌撹 式型 （￥）

41-70-36-296  N10-SF 20㎖～3ℓ  80～1500 32,000

 EHJ

商品コード 型式　　　　撹拌容量　　回転数（rpm）　　価格（\）

692-63-08-10 F-D301　　100㎖～3ℓ　100～1500 31,500

■特長　 ● ＤＣモーターによる電子制御型で、低速でもほぼ安定した回転

が得られます。　 ●付属の撹拌子で、最適な撹拌が生まれます。

■仕様　 ●モーター：ＤＣ形　 ●プレート材質： ステンレス

●外形寸法：173×170×57Ｈmm　 ●重量：約1kg

●電源：ＡＣ100Ｖ　50/60Hz　0.2Ａ　 ●付属撹拌子：30mm 1個

●デジタル表示

スターラー 

デジタル表示 スターラー 薄型スターラー 

スターラー 中型用

※オイルバス等の加熱器具と組合せてご使用になる場合には、
　別売のアルミガラスクロスをご購入ください。

■特長　 ●フリー電源：AC85V～240V

●出力コンセント付き。背面の外部出力（AC 0.25V 5Aまで使用可）でバス類の電源を確保

●安定した強力撹拌　 ●選べる撹拌子（付属は40㎜）

●安全：ポールセッ トを取付けてオイルバス等の容器を固定

■仕様　

●モーター：ＤＣブラシ長寿命型・電圧制御

●撹拌台寸法/材質：180×180㎜/SUS304

●マグネット：ネオジム ●使用可能撹拌子：10～60㎜（セル用）

●外形寸法：183×206×84H㎜　 ●重量：1.9kg

●電源：AC85～240V　50/60㎐　0.2A（外部出力0.5A　AC125Vまで）

●使用環境：温度4～37℃、湿度85％以内　 ●付属品：撹拌子（40㎜）

＊水、ビーカーで
　付属の回転子を
　使用の場合

 -15,-16,-28：EHJ　-30：EHE

商品コード 型式 撹拌容量 回転数(rpm) タイプ 価格（￥）

692-63-07-15 F-601
50㎖～5ℓ 約100～約1700＊

アナログ 38,000 

 -16 F-601D デジタル 44,500 
-28 SP400 スターラー用ポールセット 8,000 

-30 AGC190 アルミガラスクロス 2枚 8,000 

マグネチックスターラー   出力コンセント付 

ポールセット

-28

-15

-16

■仕様

● モ ー タ ー ：くまとり形　 

● プレート材質：ステンレス

● 外 形 寸 法：183×195×83H mm   

● 重　　　量：1.35 kg

● 電　　　源：AC100V　50/60Hz 　0.5A   

● 付属撹拌子：30 mm 1個

EGE

ドーコ品商 型式      撹拌容量     回転数（rpm）      価格（\）

80-70-36-296 F-101N 50㎖～3ℓ 400～1500 19,000

スターラー 

■特長
●ダイヤルツマミで回転数が設定できます。
●電圧制御と電磁ブレーキ併用の回転安定
　タイプです。
●付属の撹拌子で、最適の撹拌が生まれます。

■仕様

●プレート寸法：80×135 mm

●外 形 寸 法：83×151×64H mm

●重　　　 量：900 g 　 　  

●電　　　源 ：AC100V　50/60 Hz　0.2A

●付属撹拌子：20 mm 1個

  EGE

ドーコ品商 型式　　　  撹拌容量　　回転数（rpm）      価格（\）

10-01-36-296 FS-05 　　50㎖～1ℓ　100～1700 18,000

スターラー 

 

■特長

●電子制御方式のDCモーターを使用。
●安定した低速回転・小型・軽量のベストセラー。
●付属の撹拌子で、最適の撹拌が生まれます。

■特長

● 有機化学実験、オイルバスで

の恒温実験、長時間撹拌、高

粘度撹拌に対応します。

●  内蔵冷却のためのハネを内

蔵、固定用ポール、外部出力

ACコンセント付き。

■仕様

●モーター：インダクションフィードバッ ク制御

●プレート寸法：128φ mm　 ●外形寸法：154×181（230）×123Hmm

●重量：2.6 kg

●電源：AC100V　50/60Hz 　6A（外部出力コンセント5A付）

●付属撹拌子：4A撹拌子 1個、 スタンド棒1個

 EGE

商品コード 型式 撹拌容量（ℓ）  回転数（rpm）    価格（￥）

692-63-07-31 F-R600 0.05～3 約50～1400 88,000

強磁力 スターラー 強磁力 スターラー 

ポールセット

-28

 -41：EGE 　-28：EHJ

商品コード 型式 撹拌容量（ℓ） 回転数（rpm） 価格（\）

692-63-07-41 FWBS-2 0.1～10 300～1500 38,500
-28 SP400 スターラー用ポールセット 8,000

■特長　 ●長時間のウォーターバス、オイルバスの撹拌に、背面に出力

コンセントが付属しています。　 ●断熱台付きで、スターラーの本体に熱

が伝わりにくく なっています。　 ●撹拌子が50mm と長め、大きな渦ができ

るゆったり撹拌です。

■仕様

●モーター ：くまとり形　 ●制御：電圧制御、電磁ブレーキ併用

●材質：SUS304、断熱台付き　 ●外部出力：AC100V　7A

●外形寸法：255×285×104H mm　 ●重量：3.9 kg

●電源：AC100V　50/60Hz　1A

ウォーターバス用スターラー 

■特長　 ●右回転・左回転・反転撹拌と多機能です。 　 ●回転速度

が目盛表示されています。　●反転時間が120秒まで選べます。

■仕様

●モーター：DCブラシレスモーター　 ●プレート寸法：270×250㎜

●反転時間：10～120秒調節可　 ●外形寸法：278×286×81H㎜

●重量：3.6㎏　 ●電源：AC100V　50/60㎐　1A

●付属品：撹拌子30㎜、40㎜ 各1個

●オプション：ポールセットSP-400（L200×2） ねじ込み式10φ×400㎜

（A） 本体 EGE
商品コード 量容拌撹 式型 ）mpr（数転回 価格（￥）

80-80-36-296 FR-203N 100㎖～10ℓ 80～1800 84,500

（B） オプション EHJ

商品コード 型式 品名 価格（￥）

82-70-36-296 トッセルーポ用ーラータス 004PS 8,000

ポールセッ ト

-09

反転スターラー 

■特長

● 強磁力6000Gと上方向への磁力線カバー採用の撹拌機構で背の

低い高粘度撹拌を実現しました。

● 。すまてもが性現再の度速拌撹で示表ルタジデ 

● 、で子拌撹の属付 最適の撹拌が生まれます。

■仕様

●モーター：DCブラシレスモーター　 ●プレート寸法：270×270 mm

●外形寸法：277×286×80Hmm　 ●重量：3.8 kg

●電源： AC100V　50/60Hz 　0.12A（外部出力コンセント7A付き）

●付属撹拌子：40mm 1個

-24：EGE 　-28：EHJ

商品コード 型式      撹拌容量      回転数（rpm）      価格（￥）

692-63-07-24 F-205D 100㎖～20ℓ 80～1500 98,400

-28 SP400 スターラー用ポールセット 8,000

ポールセット
-28

DCブラシモーターDCモーター くまとり形モーター

DCブラシレスモーター

DCブラシレスモーターDCモーターDCモーター

DCモーター

くまとり形モーター

ACコンデンサーモーター
インダクションモーター

【撹拌容量： 50㎖～3ℓ 】

バス等の使用も可能
【撹拌容量：50㎖～5ℓ】

小型で軽量。理化学実験の試料撹拌に最適
【撹拌容量：50㎖～3ℓ】

最高5Lまでの撹拌可能
【撹拌容量：50㎖～5ℓ】 フィードバック回転制御方式

【撹拌容量：5㎖～3ℓ】

ハイパワーな高性能デジタル表示
【撹拌容量：100㎖～20ℓ】

バスの撹拌 出力コンセント付
【撹拌容量：100㎖～10ℓ】

反転撹拌で効率アップ
【撹拌容量：100㎖～10ℓ】

超薄型安定型
【撹拌容量：20㎖～3ℓ】

【撹拌容量：50㎖～3ℓ】

N


