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ふるい分け

世界で最大の分級測定範囲!

レッチェでは、様々な動きとサイズのふるい振とう機を用意しています。そのため、幅広い粒度測定範囲をカバー
できるので、試料に合った理想的な振とう機を選択できます。正確な測定結果と再現性の高いふるい分けで、 
ISO9000 の規格に沿った品質管理やモニタリングに対応しています。
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測定範囲にあった機種を選択できます。

 45 µm 63 mm
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 25 µm 125 mm

 1 µm 1 mm  1 m
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粒度分布分析の必要性

粒子の大きさやばらつきは、粉体の物理的・
化学的特性に大きな影響を与えます。した
がって、粒度分布を知ることは、研究開発、
生産、品質管理で非常に重要な要素になり
ます。

粒度に影響される特性として、次のものがあ
ります。

■	機械的特性
■	表面反応
■	絶縁と吸収特性
■	風味
■	混合性
■	耐摩耗性
■	濾過能力
■	応力と破壊挙動
■	粘着力による凝集性
■	電導率
■	吸光性

国際規格に対応できる
革新的な技術

電磁式ふるい振とう機
AS200ベーシック / デジット

レッチェの電磁式ふるい振とう機は、研究開発、原料・仕掛品・製品の品質管理だけで
なく、生産工程の監視にも使用されています。AS200シリーズは、使用目的と予算に合
わせて3 機種を用意しています。処理量が多い場合、6kgまではAS300 コントロール、
20kgまではAS450 コントロールが対応できます。

乾式と湿式の両方のふるい分けができます。電磁式ふるい振とう機の電磁式駆動方式は、
レッチェが特許（EP0642844）取得しており、三次元の振とう運動を発生させ、試料を
メッシュの全面を移行させながら均等に振とうします。「コントロール」タイプの機種は、
デジタル制御されているため、短時間でも精密に分級することが可能です。また、「コント
ロール」タイプはすべて校正ができるので、ISO9000 に準拠した品質管理に使用する
ことができます。

AS200ベーシック 

レッチェの品質と信頼性を、お手頃な価格で
手に入れられます。振幅と運転時間はアナロ
グ調節です。
（振幅は振とう幅読み取りマークを見て調節）

AS200デジット 

AS200シリーズの標準モデルです。振幅調
節はアナログ、運転時間はデジタルです。
断続・連続運転切替スイッチがついています。
（振幅は振とう幅読み取りマークを見て調節）	

電磁式ふるい振とう機
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AS200ベーシック	+
クランプユニットCタイプ

AS200デジット＋
クランプユニットBタイプ



AS200コントロール＋
クランプユニットAタイプ	

電磁式ふるい振とう機
AS200コントロール

AS200、AS300、AS450の電磁式駆動
方式は、レッチェが特許（EP0642844）
を取得しています。この駆動により、三次
元の振とう運動を発生させ、試料をメッシュ
の全面を移行させながら均等に振とうしま
す。このため、負荷に耐え、静かに、短時
間で効率的に分級できます。

AS200、AS300、AS450の概要

AS200コントロールは、高度な品質管理の
要求にお応えします。最もユニークな点は、「ふ
るい底面の加速度」を条件に使えば、異なっ
た電源周波数の地域間でも高い再現性を得
られることにレッチェが注目し、振幅だけでな
く「ふるい底面の加速度」でも調整できるふ
るい振とう機を開発したことにあります。「ふ
るい底面の加速度設定」によって、AS200
コントロールは、世界中どこでも比較可能で
再現性のある分級結果をお約束できます。

校正が可能なので、複数台のAS200コント
ロールをお使いいただいても同じ分級結果が
再現できます。そのため IS ０9000 等の国
際規格に準拠した試料モニタリングに最適で
す。振とう運動はマイクロプロセッサーによっ
て管理・制御されているので、突然の電圧変
動に際しても極めて安定しています。

AS200コントロール

特長

■ 縦、横、ねじれの三次元効果の分級
■ 対応試験ふるい：外径φ203mmまで
■ 測定範囲：20μm～25mm
■ 乾式と湿式両方に対応
■ 用途とご予算に合わせた3モデル
■ 操作し易く、人間工学に基づく設計
■ 静かな運転音
■ 欧州安全基準CEマーク付

電磁式ふるい振とう機
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AS200コントロールは優れた操作性で、ラ
ボラトリーの要求にお答えします。振幅、運
転時間、断続運転といった条件はデジタル
で設定、表示、モニターできます。運転条
件の組み合わせを9 件まで登録でき、ルー
ティンの分級作業が簡単になります。シリア
ル・インターフェースを備えているのでPC
との連動が可能です。分級評価ソフトウエア
Easy	Sieve® を使うと、ふるい振とう機を
PC側で操作でき、全ふるい分け工程を一
元管理することができます。もちろん、蓄積
したデータを使ったグラフや表の作成も簡単
にできます。

GLPガイドラインに従って正確さと操作性を
重視するお客様に、AS200コントロールは
必須のふるい振とう機です。

全てのレッチェのふるい振とう機には、各種
クランプユニットを用意しています。使用頻
度が高い場合には、使いやすいクイックアク
ションクランプをお勧めします。

電磁式による
三次元運動



電磁式ふるい振とう機
AS300コントロール

電磁式ふるい振とう機
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AS300コントロール＋
クランプユニットGタイプ

AS300コントロールは、外径 305mmの
試験ふるい用に開発されました。外径
200mmのものに比べるとメッシュ面が2.25
倍広いので、分級作業時間を大幅に短縮で
きます。もう一つの利点は処理量が非常に多
いことです（最大 6ｋｇ）。ふるい振とう機
本体に運転条件の組み合わせを9 件まで登
録でき、ルーティンの分級作業が簡単になり
ます。

再現性の高い分級結果を得るために、
AS300コントロールは、振幅に代え電源周
波数から独立した「ふるい底面の加速度」
を設定することができます。運転条件は、す
べてデジタルで設定・表示されます。マイク
ロプロセッサーによって振とう運動を制御し
ているので、負荷や電圧が変化しても自動調
整します。校正も可能なので、IS０9000等
の国際規格に準拠した試料モニタリングに最
適です。

AS200コントロールと同様に、AS300コ
ントロールにもシリアル・インターフェース
を備えており、PCとの連動が可能です。分
級評価ソフトウエア	Easy	Sieve®を使うと、
ふるい振とう機をPC側で操作でき、全ふる

い分け工程を一元管理することができます。
もちろん、蓄積したデータを使ったグラフや
表の作成も簡単にできます。

AS300コントロールは、大量の試料を速や
かにふるい分けるのに理想的なふるい振とう
機です。操作性、再現性および耐久性の面で、
品質管理の分野におけるあらゆる要件を満た
しています。

AS300コントロール

特長

■	縦、横、ねじれの三次元効果の分級
■	対応試験ふるい：外径φ305mmまで
■	測定範囲：	20	µm	〜	40	mm
■	乾式と湿式両方に対応
■	分級条件を9件まで登録可能
■	大きなメッシュ面と効率的な動きで作業
時間を短縮

■	静かな運転音
■	欧州安全基準CEマーク付

電磁式による
三次元運動

上のグラフから明らかなように、供給電源の
周波数に大きな違いがあっても、同じ加速度
で振とうさせれば、時間に関係なく同じ結果
が得られます。これは、ふるい底面の加速度
が、粒子がメッシュを透過するための決定的
な要素だからです。

世界的にユニークなレッチェの技術：
加速度を利用した分級 

AS200 コントロールとAS300 コント
ロールは、自然周波数によって振とうします。
これは、振とう数が、供給電源、試験ふる
いと試料の総重量によっても変動することを
意味します。そこで、たとえ短時間の運転
でも分級結果の再現性を確実にするため
に、振幅の設定を、ふるい底面の加速度（同
一加速度によるふるい分け）に切り替える
ことで解決できます。
AS450コントロールは特別に調整された
安定周波数で振とうします。これによって、
ふるい振とう機は電源周波数、負荷、使用
年数、または使用環境などの外部要因から
完全に独立して作動できるのです。

した が って、AS200 コントロ ー ル、
AS300コントロールおよびAS450コント
ロールは、振とう幅の自動調整機能（特許
D19 522 987、USA 5,791,494）に
よって、振とう数の違いによる誤差を避ける
ことができる唯一のふるい振とう機です。通
常の負荷条件では最大 3mmまでの振とう
幅と21ｇ（1g=9.81m/s2）までの加速
度設定が可能です。

Throughput depending on  
the sieve acceleration

 feed material: potash fertilizer
 mesh aperture size: 0.125 mm
 sieving time: 3 min
 sieve diameter: 200 mm

Sieve acceleration (g)

Th
ro

ug
hp

ut
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AS450ベーシックはお手頃な価格で提供し
ています。
測定範囲は25μm〜125mmで、最大
荷重は15kgです。振とう幅と振幅は独立
した操作パネルを使って設定できます。湿
式分級には対応していませんが、大量の試
料をふるい分けしたい場合、AS450コント
ロールに代わる信頼性の高いふるい振とう
機です。

AS 450 ベーシック

レッチェのふるい振とう機 AS450コント
ロールは400mmφと450mmφのふるい
分けを三次元の動きで行う世界初のふるい
振とう機です。乾式と湿式の両方で使用でき
ます。電磁式の駆動力によって振 幅 が
2.2mm まで可能なので、信頼性の高いふ
るい分けができ、最終工程で手によるふるい
分けを行う必要がありません。従来のこのタ
イプのふるい振とう機と比べて、きわめて効
率的にふるい分けができます。
再現性は大変重要な要素です。振とうは荷
重から独立しており、たえず設定値を維持す
るように調整されます。最大 25kg までの
試料をふるい分けることができるので、鉱物、
鉱石、建材、石炭、土壌に最適です。他の
ふるい振とう機コントロールシリーズと同様
に、レッチェ分 級 評 価ソフトウェア
EasySieve®を使うことができます。

特長

■	縦、横、ねじれの三次元効果の分級
■	対応試験ふるい外径 450mmØまで
■	測定範囲	:	25µm	〜 125mm
■	乾式と湿式両方に対応
■	分級条件を9件まで登録可能
■	最大荷重	20kg	
■	短時間で効率の良いふるい分け
■	独立した操作パネル
■	欧州安全基準CEマーク付

電磁式ふるい振とう機
AS450コントロール

電磁式ふるい振とう機	AS450コントロール
の操作は簡単です。振幅、時間、インター
バル等の条件設定がデジタルディスプレーで
設定でき、独立した操作パネルで離れた場
所から快適に制御できます。９件まで条件登
録が可能なので、ルーティンの作業にも適し
ています。

電磁式ふるい振とう機
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AS450コントロール	＋
クランプユニットHタイプ

独立した操作パネル	
(壁に架けて使用できます)

AS450コントロール

ふるい直しの
必要なし!

AS450ベーシック	
400mmΦふるい装着	

AS450ベーシック
450mmΦふるい装着



電磁式ふるい振とう機
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電磁式ふるい振とう機一覧

仕様 AS200 AS200 AS200 AS300 AS450 AS450
 ベーシック    デジット コントロール コントロール ベーシック コントロール
	 	 www.retsch.co.jp/as200	 	 www.retsch.co.jp/as300									www.retsch.co.jp/as450
用途	 																							 		 ふるい分け、分級、粒度分布計測
対象試料	 																															 粉粒、バルク材、懸濁液	
測定範囲*	 20	µm	~	25	mm	 20	µm	~	25	mm	 20	µm	~	25	mm	 20	µm	~	40	mm	 25	µm	~	125	mm	 25	µm	~	125	mm
最大投入量*	 3	kg	 3	kg	 3	kg	 6	kg		 15	kg	 25	kg
最大分級数**	 9	/	17		 9	/	17		 9	/	17		 9	/	17	 11	/	8	 13	/	9	
最大ふるい重量	 4	kg	 4	kg		 6	kg	 10	kg	 50	kg	 50	kg
振とう条件設定
		振幅		 アナログ	 アナログ	 デジタル	 デジタル	 デジタル	 デジタル
		 0	~	3	mm	 0	~	3	mm		 0.2	~	3	mm	 0.2	~	>2	mm	 0	~	>2	mm	 0.2	~	>2.2	mm
		加速度設定			 –	 –	 1.0	-	>15.1	g	 1.0	-	>10.0	g	 –	 0.6	-	>7.1	g
		タイマー	 アナログ	 デジタル	 デジタル	 デジタル	 デジタル	 デジタル
		 1	~	60	分	 1	~	99	分	 1	~	99	分	 1	~	99	分	 1	~	99.9	分	 1	~	99	分
		断続運転	 –	 10	秒	(固定)	 10	~	99	秒	 10	~	99	秒	 1	~	99	秒	 10	~	99	秒
条件登録	 –	 –	 9	 9	 1	 9
分級方式	 																											 縦、横、ねじれの三次元効果投擲運動
湿式分級	 ○	 ○	 ○	 ○	 –	 ○
シリアルインターフェース	 –	 –	 ○	 ○	 –	 ○
校正証明	/	校正の可否	 –	 –	 ○	 ○	 –	 ○
*試料と試験ふるいによって異なります。				**試験ふるいの高さによって異なります。

テクニカルデータ
対応試験ふるい外径	 					 100	mm	〜	200	mm	/	8"	 	 100	mm	〜	315	mm														400	mm	と	450	mm
ふるい架数（受器含む）	 	 	450	mmまで	 	 	450	mmまで	 	830	mmまで	 	963	mmまで
W	x	H	x	 	 400	x	230	x	 	 400	x	235	x	 680	x	280	x	 714	x	435	x
				D	 	 350	mm	 	 400	mm	 680	mm	 658	mm
本体重量	 							 約	30	kg	 	 約	35	kg	 約	140	kg	 約	200	kg

騒音値（DIN45635-31-01-KL 3による騒音測定）
測定条件：試験ふるい5枚：振幅1.5mm	(	AS200	/	AS300	)	振幅1.1mm	(	AS450	)	:	試料　珪砂	粒径<1mm
作業環境での測定値	*防音カバー装着時				 				 LpAeq	63	dB(A)	 	 LpAeq	59	dB(A)	 LpAeq	69.6	dB(A)	 LpAeq	69	dB(A)

多くのアプリケーションで、湿式分級が最善の方法であることがあり
ます。例えば、懸濁液や45μm未満の微粒子で凝集しやすい試料の
場合、湿式分級が最適です。
レッチェの電磁式ふるい振とう機AS20０、AS300およびAS450は、
湿式分級に対応しています。
水を噴霧するノズルが付いた保持蓋と排出管付の受器をオプション
で用意しています。また、湿式用の中間リングを試験ふるいの間に挿
入すると、効率的な湿式分級ができます。

湿式分級ができる電磁式ふるい振とう機

左：AS200コントロール	+	湿式用万能保持蓋付き
右：AS450コントロール	+	湿式用クランプユニットHタイプセット付き



  

電磁式ふるい振とう機 AS200ベーシック／AS200デジット／AS200コントロール   コードNO.
AS200	（クランプユニット、試験ふるい及び受け器は別売り)	 ベーシック	 デジット	 コントロール
AS200			 100-240	V,	50/60	Hz　（共用）	 	 –	 –	 30.018.0001
AS200		 100	V,	50	Hz　（要指定）	 	 30.016.0001	 30.015.0001	 –
AS200		 100	V,	60	Hz　（要指定）	 	 30.016.0005	 30.015.0005	 –
クランプユニット		AS200用　	 	 	 	 乾式
Cタイプ	 試験ふるい	Ø	100/150/200/203	mm	対応	 	 	 32.662.0003
Bタイプ	 試験ふるい	Ø	200/203	mm	対応	 	 	 	 32.662.0002
Aタイプ	 試験ふるい	Ø	200/203	mm	対応	 	 	 	 32.662.0001
万能クランプユニット	AS200用	 	 	 湿式	 乾式
Bタイプ	 試験ふるい	Ø	100/150/200/203	mm	対応	 	 32.662.0007	 32.662.0005
Aタイプ	 試験ふるい	Ø	100/150/200/203	mm	対応	 	 32.662.0006	 32.662.0004
AS200用アクセサリー
試験ふるいセット				Ø	200mm	x	50mmH	の８枚の	ISO	3310-1	対応試験ふるい
(45	µm,	63	µm,	125	µm,	250	µm,	500	µm,	1	mm,	2	mm,	4	mm)	および受器	 	 　　　　　　　　　　60.131.000999
試験ふるいセット				Ø	203mm	x	50mmH	の８枚の	ASTM	E11	対応試験ふるい	
(325	mesh,	230	mesh,	120	mesh,	60	mesh,	35	mesh,	18	mesh,	10	mesh,	5	mesh)	および受器	 　　　　　　　　　　60.150.000999
試験ふるい用のラック				Ø	200/203	mm	(8")	x	10枚	 	 	 	 32.012.0001
AS200コントロール用	IQ/OQ	証明書	 	 	 	 99.200.0001

電磁式ふるい振とう機 AS300コントロール    コードNO.
AS300	（クランプユニット、試験ふるい及び受け器は別売り)	 	 	 コントロール
AS	300		 100-240	V,	50/60	Hz,	incl.	test	report	acc.	to	EN	10204	2.2	 	 	 30.021.0001
クランプユニット		AS300用	 	 	 湿式	 乾式
Dタイプ	 試験ふるい	Ø	305	mm	/315	mm対応		 (AS200	用	Bタイプ方式）	 	 32.662.0012	 32.662.0008
Gタイプ	 試験ふるい	Ø	305	mm	/315	mm対応	 (AS200	用	Aタイプ方式）	 	 32.662.0014	 32.662.0009
AS200	のクランプユニットは	AS300	にも使用できます。
AS300用アクセサリー
試験ふるいセット				Ø	305mm	x	40mmH	の7枚の	ISO	3310-1	対応試験ふるい	
(0.63	mm,	1.25	mm,	2.5	mm,	5	mm,	10	mm,	20	mm,	31.5	mm)	および受器	 	 　　　　　　　　　　60.158.000999
試験ふるいセット				Ø	203mm	x	40mmH	の7枚の	ASTM	E11	対応試験ふるい		
(30	mesh,	16	mesh,	8	mesh,	4	mesh,	3/8",	3/4",	1	1/4")	および受器	 	 　　　　　　　　　　60.159.000999
AS300	コントロール用	IQ/OQ	証明書	 	 	 　	 99.200.0002

電磁式ふるい振とう機 AS450コントロール     コードNO.
AS450	（試験ふるい及び受け器は別売り)	
AS450	ベーシック	 	 単相230V,	50Hz,	 ハンドル式クランプユニット標準付属	 	30.028.1001
AS450	コントロール	 単相230V、	50/60	Hz	 クランプユニットは含まれません	 	30.026.0001
クランプユニット	AS450用	 	 	 湿式	 乾式
Hタイプ		 試験ふるい	Ø	400/450	mm	対応	 (AS200	用	Bタイプ方式）	 	 32.662.0017	 32.662.0015
Iタイプ		 試験ふるい	Ø	400/450	mm	対応	 (AS200	用	Aタイプ方式）	 	 32.662.0018	 32.662.0016
AS450用アクセサリー	 	
試験ふるいセット				Ø	400mm	x	65mmH	の11枚の	ISO	3310-1	対応試験ふるい
(63	µm,	125	µm,	250	µm,	500	µm,	1	mm,	2	mm,	4	mm,	8	mm,	16	mm,	31.5	mm,	63	mm)	および受器	 　　　　　　　　　　60.166.000998
試験ふるいセット				Ø	450mm	x	100mmH	の11枚の	ISO	3310-1	対応試験ふるい
(63	µm,	125	µm,	250	µm,	500	µm,	1	mm,	2	mm,	4	mm,	8	mm,	16	mm)	および受器	 	 　　　　　　　　　　60.168.000999
試験ふるいセット				Ø	400mm	x	65mmH	の11枚の	ASTM	E11	対応試験ふるい
(230	mesh,	120	mesh,	60	mesh,	35	mesh,	18	mesh,	10	mesh,	5	mesh,	5/16",	5/8",	1.1/4",	2.1/2")	および受器	 　　　　　　　　　　60.167.000998
試験ふるいセット				Ø	450mm	x	100mmH	の11枚の	ASTM	E11	対応試験ふるい
(230	mesh,	120	mesh,	60	mesh,	35	mesh,	18	mesh,	10	mesh,	5	mesh,	5/16",	5/8")	および受器	 　　　　　　　　　　60.169.000999
分級評価ソフトウェア、試験ふるい、ふるい蓋、受器、ふるい補助材などについては、弊社の価格表をご覧ください。

電磁式ふるい振とう機
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クランプユニット
Aタイプセット

クランプユニット	
Bタイプセット

	クランプユニット	
Cタイプセット

湿式用万能保持蓋	
クイックアクションクランプ付き

万能乾式用クランプユニット	
Bタイプセット



水平回転式ふるい振とう機
AS400コントロール 

125Wのモータが、偏心ギアを使って試験
ふるいを載せる台を偏心回転させます。半径
15mmの水平回転運動は、DIN53477に
準拠しています。

AS400の概要

回転数（50 〜 300rpm）は電子的に制
御されており、運転中は設定値を保つよう
に調整されます。回転数の実測値がデジタ
ルで表示されます。

水平回転でのふるい分け

AS400コントロールには外径 400mmまでの試験ふるいが架けら
れ、乾式のふるい分けができます。安定した水平回転運動により、
試料を正確に分級します。製粉、醸造、化学工業、採石、土壌、
木工およびプラスチック産業の分野での試料にAS400コントロール
は最適です。水平回転運動は特に、粉粒化した穀物や木材チップな
どの分級に適しています。例えばDIN53477では、樹脂ペレットの
検査には水平回転式のふるい振とう機を使用するように規定されてい
ます。

AS400コントロールは、ISO9000 等の品
質管理の国際規格に対応しています。マイク
ロプロセッサーが回転数をコントロールする
ので、世界中どこでも再現性の高い結果が得
られます。希望する回転数 / 加速度、およ
び運転時間はデジタルで設定・表示できます。
回転数は校正ができ、校正証明書の発行も
可能です。回転方向を断続して交互になるよ
うにも設定できます。ルーティン作業のため
に9 件の運転条件を登録できます。

カウンターバランスが内蔵されているので、
試験ふるいを多段積みにしても安定した回転
運動を保持でき、実験台の上に載せても使
用できます。

シリアル・インターフェースがついており、
分級評価ソフトウエアEasy	Sieve® を使っ
たPC側からの操作ができます。

AS400コントロール 

特長

■	DIN534773に準拠した水平回転方式
■	対応試験ふるい：外径 400mmまで
■	測定範囲：45μm〜63mm
■	操作し易く、人間工学に基づく設計
■	静かな運動音
■	欧州安全基準CEマーク付

水平回転式ふるい振とう機
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AS400コントロール＋
クランプユニットEタイプ
	

水平回転運動による
ふるい分け



水平回転式ふるい振とう機
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AS400コントロールは堅牢です。その卓越
した技術でお客様のあらゆる要望にお応えし
ます。クランプユニットを替えることで外径
100〜 400mmの試験ふるいに対応できる
ため、多くの用途に使用できます。

簡単で安全にふるいを固定できる、クイック
アクションクランプも利用できます。積み重
ねた試験ふるいに保持蓋を載せレバーを押す
だけで、簡単に固定することができます。使
用頻度の少ない場合は、安価なクランピング
ナットを推奨します。

AS200とAS300のクランプユニットはすべ
てAS400にもお使いいただけます。
(8ページをご覧ください )

仕様 AS400コントロール
	 www.retsch.jp/as400
用途	 ふるい分け、分級、粒度分布計測
対象試料	 	 粉粒、バルク材	
測定範囲*	 45	µm	〜	63	mm
最大投入量*	 5	kg
最大分級数**	 7	/	9	/	17	
最大ふるい重量	 15	kg
振とう条件設定
			振幅／回転数		 デジタル、	50	-	300	rpm
			加速度設定		 0.04	-	1.51	g
			時間		 デジタル、1	〜	99	分
			断続運転	 1	-	10	分
条件登録９件	 ○
分級方式	 水平回転運動
湿式分級	 ×
シリアルインターフェース	 ○
校正証明	/	校正の可否	 ○
*試料と試験ふるいによって異なります。				**試験ふるいの高さによって異なります。

テクニカルデータ
対応試験ふるい外径	 100	mm	〜	400	mm
ふるい架数（受器含む）	 	450	mmまで
W	x	H	x	D	 540	x	260	x	507	mm
本体重量	 約	70	kg

騒音値（DIN45635-31-01-KL 3による騒音測定）
測定条件：
試験ふるい5枚；回転数150rpm；試料　珪砂；粒径<1mm
作業環境での測定値	*防音カバー装着時		 LpAeq	58.4	dB(A)

水平回転式ふるい振とう機 AS400     コードNO.
AS400	（クランプユニット、試験ふるい及び受器は別売り)	 	 	 	 コントロール
AS400		 100-240	V,	50/60	Hz	(共用)	 	 	 	 30.022.0001
クランプユニット	AS400	用	 	 	 	 乾式
Fタイプ	 試験ふるい	Ø	400	mm用	 （AS200用Bタイプ方式）	 	 	 	32.662.0010
Eタイプ	 試験ふるい	Ø	400	mm用	 （AS200用Aタイプ方式）	 	 	 	32.662.0011
AS200	と	AS300	のクランプユニットは	AS400	にも使用できます。
AS400	用アクセサリー
試験ふるいセット				Ø	400mm	x	65mmH	の	6	枚の	ISO	3310-1	対応試験ふるい	
(0.5	mm,	1	mm,	2	mm,	5	mm,	10	mm,	20	mm)	および受器	 	 	 60.166.000999
試験ふるいセット				Ø	400mm	x	65mmH	の	6	枚の	ASTM	E11	対応試験ふるい	
(35	mesh,	18	mesh,	10	mesh,	4	mesh,	3/8",	3/4")	および受器	 	 	 60.167.000999

分級評価ソフトウェア、試験ふるい、ふるい蓋、受器、ふるい補助材などについては、弊社の価格表をご覧ください。

分級結果の信頼性は、試験ふるいだけでなく
ふるい振とう機にも依存します。定期的にふ
るい振とう機の校正を行うことを推奨します。
分級条件（時間や振とう）の再現性は、分
級結果の信頼性にとって重要な要件です。

ISO9000に沿って全ての分級条件を検査し、
必要ならば調整しなければいけません。校正
が完了すると、EN10204	3.1Bによる検査
証明書が発行されます。

ふるい振とう機の校正
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タップ式ふるい振とう機
AS200タップ 

手ぶるいのシミュレーション

AS200タップは、外径200mmの試験ふるいを使った乾式分級に適
しています。回転運動とタッピングの併用により、手ぶるいの原理が再
現されます。機械的に行うことで、信頼性と再現性の高い分級結果が
約束されます。

AS200タップの分級方式は、活性炭、ダイヤモンド、香料、金属粉、
研磨剤およびセメントなどの粉度分布分析測定方法として諸規格で定め
られています。

特長

■	回転運動とタッピングの併用
■	対応試験ふるい：外径200mm/8”
■	測定範囲：20μm〜25mm
■	安全で簡単な操作
■	堅牢な構造
■	オプションによる防音カバーで		
CE適合マーク

タップ式ふるい振とう機

AS200タップ

回転運動と
タッピングの組み合わせ

AS200 タップ

AS200タップの操作はきわめて簡単で安全
です。合計 420mm高の試験ふるい（受器
を含む）を装着することができます。クラン
プ装置は標準装備です。運転時間はデジタ
ル表示により1〜99分の間で設定できます。
回転数とタップ数は、各々280rpmと150
回 / 分で固定されており調整できませんが、
必要ならタップ運動を解除することもできま
す。

安全スイッチとはさみ込み防止機構が、作業
の最大の安全性を保証します。
AS200タップはPCとインターフェースでき
るので、分級評価ソフトウェアEasySieve®
を使ってコントロールできます。インター
フェースケーブルは標準付属品です。

AS200タップのクランプユニットは標準装備
です。

AS200タップの概要

AS200タップは、強力な単相交流モー
タを装備しています。高負荷がかかって
も、半径 14mmで回転運動します。ギ
アが毎分 280 回の振動を生み出すと同
時に毎分 150回のタッピングをコンスタ
ントに行います。
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AS200タップは堅牢な構造のため、ほとん
どメンテナンスの必要がありません。設置に
際しては、堅牢なコンクリート床の上をお勧
めします。
また、専用の防音フードも用意しております。

タップ式ふるい振とう機

タップ式ふるい振とう機 AS200タップ    コードNO.
AS200タップ	(Φ203までの試験ふるい用の保持蓋を含み、試験ふるいと受器は別売り)
AS200タップ　100	V,	50	Hz,	防音フード付き	 	 	 	 30.025.1003
AS200タップ　100	V,	60	Hz,	防音フード付き	 	 	 	 30.025.1005
AS200タップ　100	V,	50	Hz	 	 	 	 30.025.0003
AS200タップ　100	V,	60	Hz	 	 	 	 30.025.0005
AS200タップ用アクセサリー
試験ふるいセット				Ø	200mm	x	50mmH	の	6	枚の	ISO	3310-1	対応試験ふるい	
(63	µm,	125	µm,	250	µm,	500	µm,	1	mm,	2	mm)	および受器	 	 	 60.131.000998
試験ふるいセット				Ø	200mm	x	50mmH	の	6	枚の	ASTM	E11	対応試験ふるい	
(230	mesh,	120	mesh,	60	mesh,	35	mesh,	18	mesh,	10	mesh)	および受器	 	 	 60.150.000998
試験ふるい用のラック				Ø	200/203	mm	(8")	x	10枚	 	 	 	 32.012.0001

分級評価ソフトウェア、試験ふるい、ふるい蓋、受器、ふるい補助材などについては、弊社の価格表をご覧ください。

仕様 AS200タップ
	 www.retsch.jp/as200tap
用途	 ふるい分け、分級、粒度分布計測
対象試料	 粉粒、バルク材	
測定範囲*	 20	µm	〜	25	mm
最大投入量*	 3	kg
最大分級数**	 7	/	13	
最大ふるい重量	 6	kg
振とう条件設定
			回転／タップ数		 280	rpm(固定)／	150	回
			加速度設定		 ×
			時間		 デジタル、1	〜	99	分
			断続運転	 ×
条件登録９件	 ×
分級方式	 回転とタッピング
湿式分級	 ×
シリアルインターフェース	 ○
校正証明	/	校正の可否	 ×
*試料と試験ふるいによって異なります。				**試験ふるいの高さによって異なります。

テクニカルデータ	
対応試験ふるい外径	 200	mm	/	8"
ふるい架数（受器含む）	 	350	mmまで
W	x	H	x	D	 700	x	650	x	450	mm	 	 715	x	760	x	520	mm
本体重量	 約	68	kg	 	 約	92	kg

騒音値（DIN45635-31-01-KL 3による騒音測定）
測定条件：
試験ふるい5枚；振幅1.5mm；試料　珪砂；粒径<1mm
作業環境での測定値	*防音カバー装着時		 LpAeq	82	dB(A)	 	 LpAeq	65	dB(A)

ふるい分けが難しい試料には、ふるい補助材
を各ふるいに入れてふるい分けをすることを
推奨します。どのふるい補助材を選択するか
は、ふるいのメッシュサイズと、ふるい振とう
機の振幅の設定によって決まります。

レッチェでは次のアクセサリーを販売していま
す。	

■	チェーンリング
■	ボール（ゴム製、メノウ製、滑石、硬質
磁器製）

■	ブラシ
■	ブルコラン製キューブ	
ふるい補助材を使うことで、試料の凝集や、
試料がふるいの目に詰まることを防ぎます。

ふるい補助材

AS200タップ
防音フード付き	
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エアジェットシーブ
AS200 ジェット 

AS200ジェットの概要 

産業用掃除機で機器内部を吸気しなが
ら、試験ふるい下の回転式ノズルから
ジェット気流を発生させます。ノズルから
噴き出された気流で試料を分散させなが
ら、ふるい目より細かな試料は試験ふる
いの下から掃除機に吸引されます。

オプションで試料が回収できるサイクロン
キットも用意しています。

微粒子を短時間で優しくふるい分け

エアジェットシーブAS200ジェットは凝集しやすいミクロン単位の
ふるい分けに最適です。目開き10 μ m までのふるいをご使用いた
だけます。ふるい補助材を使わないので、試料に優しいふるい分け
が可能です。平均的なふるい分け時間は2~3分です。	
建材、小麦粉、スパイス、プラスチック、医薬品等の用途に最適です。	

エアジェットシーブ AS200ジェットは
203mmφの試験ふるい用に設計されていま
す。産業用掃除機で発生させたジェット気流
は手動で調節できます。オプションで吸引力
自動調整装置をつければ、常にモニターでき、
エアフローを一定に保つことができるので、
再現性の高いふるい分けが可能です。

エアジェットシーブには標準で往復回転機能
がついています。噴射ノズルが往復回転する
ので、目詰まりを防止することができ、高い
再現性が期待できます。

液晶画面を見ながらふるい時間とノズル回転
速度を１ボタンで設定できるので、操作は極
めて簡単です。クイックスタートモードを使
えば、条件を入力しなくても、標準設定値で
すばやくふるい分けを開始できます。

レッチェの 分 級 評 価 ソフトウェア	
EasySieve®で自動分級評価と文書作成が
簡単にできます。

AS200 ジェット

特長

■	ジェット気流で分散させ、凝集を防止で
きるふるい分け

■	 10	µm	〜	4	mm	までの広い測定範囲
■	短時間で試料にやさしいふるい分け
■	往復回転機能付きで優れた再現性
■	クイックスタートモードで簡単スタート
■	レッチェ試験ふるいØ203mmが最適	
■	欧州安全基準CEマーク付

エアジェットシーブ

AS200ジェット	+	サイクロンキット		

ジェット気流で分散させ
凝集を防止
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ふるい振とう機で一度に処理できる量は、試
験ふるいの数、目開き、最大粒径および粒度
分布など多くの要因によります。DIN66165
規格では、ふるい面に残る平方デシメートル
当たりの最大量が規定されています。

右図はΦ200mmの試験ふるいを例にした、
各目開きの最大投入量と残留量です。

投入量の指針 目開き 最大投入量 最大残留量
25	µm 14	cm3 7	cm3
45	µm 20	cm3 10	cm3
63	µm 26	cm3 13	cm3
125	µm 38	cm3 19	cm3
250	µm 58	cm3 29	cm3
500	µm 88	cm3 44	cm3
1	mm 126	cm3 63	cm3

エアジェットシーブ

エアジェットシーブAS200ジェットは高さが
25mmの試験ふるいを使うことで、より威力
を発揮します。粉体がジェット気流で噴き上
げられアクリルカバーに当たることで凝集を
防ぐため、ふるいの高さが低いほど、分散効
率があがります。ダメージを受けやすい試料
の場合は、高さ50mmの試験ふるいを使い
ます。

AS200ジェットには標準付属品として、吸
引力調整器❶、透明アクリルカバー x２❷、
消音器❸、およびプラスチック製ハンマーが
付いています。

AS200ジェットに接続して使う産業用掃除
機も販売しています。AS200ジェットと連
動してスイッチのオン、オフができます。

IEC	C13 コ ン セ ント が 付 いて お り、
吸引チューブが直径 32mmのものであれ

ば、他社の産業用掃除機（1200W以下）
でも接続できます。オプションとして、ふる
い下の微粉を回収できるサイクロンを用意し
ています。掃除機のフィルターの目詰まりも
防止できます。ただし、微粉の回収率は、
試料の特性によります。

エアジェットシーブ AS200ジェット    コードNO.
AS200ジェット	(吸引力調整器、透明アクリルカバー（203mmΦx25mmHと50mmHふるい用）、プラスチック製ハンマー付き)
(試験ふるいと産業用掃除機が別途必要です。)
AS200ジェット		 	100〜240	V,	50/60	Hz	 	 	 	30.027.0001
アクセサリー
産業用掃除機	GDS	2000			 	 	 J32.748.0000
サイクロンキット	(	250	mL/500mL広口ビン対応	)		 	 	 32.935.0008
吸引力自動調整装置		 	 	 32.100.0002
200mm径試験ふるい用アダプタ　		 	 	 02.025.0070
（200mm径透明アクリルカバーx２付）
試験ふるいは	www.retsch.jp/sieves	をご覧ください。

仕様 AS200ジェット
	 www.retsch.jp/as200jet
用途	 ふるい分け、分級、粒子径計測
対象試料	 粉粒、バルク材
測定範囲*	 10	µm	〜	4	mm
最大投入量*	 約100	g
分級数	 1	(	サイクロン使用時は	2	)	
振とう条件設定
			ノズル回転数			 デジタル、	5	〜	55	rpm
			時間		 デジタル、	00:00	-	99:59	分
			オープンメッシュファンクション	 10	rpm	(固定),	+20°,	-10°
			吸引力調整（オプション）		 0	〜	9999	Pa	/	0	〜	100	mbar
条件登録９件	 ○
分級方式	 エアジェットによる拡散
湿式分級	 ×
シリアルインターフェース	 ○
*試料と試験ふるいによって異なります。

テクニカルデータ	
対応試験ふるい外径	 レッチェ試験ふるい	Ø	203	mm	(8")
ふるいの高さ	 50	mmまで
W	x	H	x	D	 460	x	288	x	305	mm
本体重量	 約	14	kg

騒音値
AS200ジェットは静かな運転音を考慮して開発されました。
騒音値は接続する産業用掃除機の吸引力によって決定されます。AS200ジェットには騒音を低減するために標準で消
音器が付属しています。この消音器を吸引口に差し込むことで騒音は	<72	dB(A)	になります。（当社測定値）

投入量が多すぎると

再現性が損なわれます！
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	 *5.6mm（#3.1/２）以下の目開き		 		6.3mmからは無鉛ハンダを使用

1.	相互汚染を防ぐために、接合部のないワンピース構造
（	ハンダ *、エポキシなどを使っていません。）

2.		SUS316ステンレスの採用による耐食性の向上と洗
浄	の容易さ

3.	メッシュ面を増やしながら、従来品に比べて15％の
軽量化

4.	全自動化生産と光学式検査による品質と安定性

5.	抵抗溶接の採用により、長期間の使用でもタワミの
ないメッシュ

6.		多段積みにした際に明らかになる最高の安定性と密
封性

7.		レーザー印字された製造番号と目開き

レッチェ試験ふるい

外径φ 200mm とφ 203mm の試験ふるい

粒度分布測定の需要、特に ISO	3310 規格に基づくものは日増しに増えています。
この要望に応えるためレッチェは、高品質の試験ふるいと品質の一貫性を保証できるユニーク
な生産工程を開発しました。さらに、生産工程で使用されるすべての資材を記録することがで
き、生産履歴を登録しています。

新型試験ふるいは、従来品と互換性があり、他社の試験ふるいと組み合わせることもできます。
さらに、ドイツの本社工場から出荷される試験ふるいにはすべて試験報告書が添付されてお

り、ご要望によっては、ISO3310-1による検査証明書の発行もいたします。試験ふ
るいの校正証明書の発行もしており、国際規格に完璧に対応できる体制をとってお
ります。

レッチェの純正試験ふるいは、次の4サイズを用意しております。
　φ 200 × 50mm
　φ 200 × 25mm
　φ 203 × 50mm ( 8” × 2” ) *

　 φ 203 × 25mm ( 8” × 1” ) *

生産工程
1.	生産履歴の入力	

2.	抵抗溶接
3.	レーザー印字
4.	全数検査

７つのユニークな特徴

レッチェ独自の生産プロセスで、全ての試験ふるいの高品質をお
約束します。大幅に改善された扱い易さと耐久性だけでなく、分
析自体の品質が向上することをお試しください。

試験ふるい試験ふるい



  ISO ASTM ISO ASTM
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[µm]	 [#]

20	 635
25	 500
32	 450
36	 	
38	 400
40	 	
45	 325
50	 	
53	 270
56	 	
63	 230
71	 	
75	 200
80	 	
90	 170
100	 	
106	 140
112	 	
125	 120
140	 	
150	 100
160	 	
180	 80
200	 	
212	 70
224	 	
250	 60
280	 	
300	 50
315	 	
355	 45
400	 	
425	 40
450	 	
500	 35
560	 	
600	 30
630	 	
710	 25
800	 	
850	 20
900

[mm]	 [#]

1.00	 18
1.12	 	
1.18	 16
1.25	 	
1.40	 14
1.60	 	
1.70	 12
1.80	 	
2.00	 10
2.24	 	
2.36	 8
2.50	 	
2.80	 7
3.15	 	
3.35	 6
3.55	 	
4.00	 5
4.50	 	
4.75	 4
5.00	 	
5.60	 3.1/2
6.30	 1/4	in.*
6.70	 0.265	in.
7.10	 	
8.00	 5/16		in.
9.00	 	
9.50	 3/8	in.
10.00	 	
11.20	 7/16		in.
12.50	 1/2	in.*
13.20	 0.530		in.
14.00	 	
16.00	 5/8		in.

ヨーロッパとアメリカのふるい規格
の比較表

外径 Ø100/150/305(12")/400/450mm の試験ふるい 

■	ふるいの網、フレーム及びラベルは各規
格に適応

■	出荷前検査５回、試験報告書を標準添
付

■	ISO、ASTM、BS規格に適応
■	ISO9000ｆｆに対応する個別の検査証
明書の発行可能

■	ステンレス製メッシュの目開きは、20μm
から125mm

■	円孔又は角孔もご用意できます

各ふるいは全数光学式検査装置で計測され、
試験報告書が添付されます。

お求めに応じて、表及びグラフ形式の測定
結果を添えた ISO3310-1検査証明書も発
行します。

ご使用中の試験ふるいの再校正も承ります。規格に応じて測定したすべてのデータを記録した
校正証明書を発行します。

様々なサイズに合った	
(A)	 受器	
(B)		 排出管付き湿式用受器
(C)		 中間受器	
(D)		 中間リム	
(E)		 湿式用中間リング
(F)		 ふるい蓋	
も用意しています。	
また、ふるい補助材とふるい用ラックもござ
います。
詳しくは、HPをご覧ください。

アクセサリー

*ASTM	補足値

試験ふるい

信頼できる品質 ー 試験報告書・検査証明書
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分級評価ソフトウェア

EasySieve® による制御、評価、記録の保存 

1.	条件入力

試験ふるいの目開き、重量、分級条件など
の全ての条件を画面上のフィールドに入力し
ます。全ての条件の保存や編集ができ、試
料ごとに条件を登録しておけば作業効率が
向上します。

2.	ふるい分け

電子天秤とふるい振とう機からのデータは、
手動でも自動でも入力できます。レッチェの
全てのコントロール型のふるい振とう機は
EasySieve® が使用できます。
ふるい分けが終わると、各試験ふるいの重量
を計量します。事前に入力された重量との差
から各試験ふるい上に残った試料の重量を
自動的に計算し、粒度分布データを作成し
ます。

3.	評価

自動計算されたデータは、ふるい上とふるい
下の積算分布、頻度分布およびヒストグラム
などの表やグラフに表示できるので、そのま
まプレゼンテーションに使えます。
また、時系列的なデータ処理で傾向分析が
できるので、生産管理にも使えます。

EasySieve® を使った分級評価例

条件入力画面 時系列的な管理画面 規格との対比画面

簡単、迅速、高い信頼性

分級評価ソフトウェアEasySieve®を使うことで、ふるいの重量
の登録から分級データの評価までの計測と計量作業を自動的に
管理できます。
ソフトウェアは論理的に設計されているので、初心者でも画面上
のガイダンス（英文）に従って簡単に操作できます。また、お客
様個別のニーズに合わせて様々な評価方法の中から選択できま
す。
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分級評価ソフトウェア

仕様	 EasySieve®
一般情報	 www.retsch.jp/easysieve
Windows®,インターフェース	 Windows®
	 	 	 2000/XP/Vista/7
	 	 	 （他のOSについては応相談）　
ASTMと　タイラーメッシュ	 ○	
パスワードによる保護機能	 ○	
ふるいのシリアルナンバー登録	 ○	
ふるい分析
	 •	 名目的メッシュサイズ	 ○	
	 •	 実際のメッシュサイズ	 ○	
データの自動同期転送	 ○	
測定データの管理	 制限なし	
データのインポート/エクスポート	 ○	
マニュアル(PDF型式)	 ○	
測定プロトコール（DIN66165による）	 ○	
多言語対応（英/独）	 ○	
表
Throughput	values	Q3	(x)	 ○	
Residual	values	(1-Q3(x))	 ○	
Fraction	p3	 ○	
Fraction	∆m	(proportional	masses)	 ○	
Distribution	density	q3(x)	 ○	
log.	distribution	density	q3*(x)	 ○	
Actual	mesh	size	 ○	
グラフ
combined	representation	of	several	analyses	 ○	
Curve	representation	 ○	
Distribution	density
	 •	 x-axis	 lin,	log	
	 •	 y-axis	 lin,	log,	RRSB	
Windowing	(Zoom)	 ○	
Cumulative	curve	(throughput)	Q3	(x)	 ○	
Residual	curve	(1-Q3		(x))	 ○	
Fraction	p3/histogram	 ○	
Lin.	Division	density	q3(x)	 ○	
Log.	Division	density	q3*(x)	 ○	
Trend	analysis	 ○	
Limit	value	graph	with	specifications	limits	 ○	
2	representation	possibilities	 ○	
(including	right	y-axis)
Reference	particles	 ○	
(registration	of	external	particle	size	division)
条件
Fineness	parameters,	3	values	Q3	(x)	 ○	
Quantile	particle	size,	3	values	x	(Q3)		 ○	
RRSN	parameters	 ○	
Sauter	mean	diameter	X	St	 ○	
Splinter	value	 ○	
Specific	interface
	 •	 volume	related	Sv	 ○	
	 •	 mass	related	Sm	 ○	
Unequal	grade	of	granularity	 ○
AFS	particle	fineness	No.		 ○	

システムの要件

■	ペンティアム搭載のPC	
■	自動制御について：
-USB/シリアル←インターフェース付のPC	
-シリアル←インターフェース付の電子天秤
-シリアル←インターフェース付のふるい振とう機
（例：AS200コントロール、
AS300コントロール、
AS450コントロール、AS400コントロール、
AS200tap、AS200ジェット）
ソフトウェアのCDには、RS232/USB 変換ア
ダプタ同梱

特長

■	測定データの自動登録、評
価及び、管理規格による測定
方法

■	グラフや表への簡単な転換
■	他の計測機器とのデータリン
ク

■	一般的な分級尺度の自動的
探知

■	簡単なデータの移行
■	ヘルプモードと詳細なマニュ
アル

4.	データ出力

全てのデータは表やグラフの型式で印刷、保
存および外部出力が可能です。また、
Excel、Word、PowerPoint お よ び
Acrobat	Reader	など他のソフトウェアに
ASCIIファイルで変換できます。
ラボラトリー情報管理システムへのデータ自
動移行も可能です。また、レッチェ・テクノ
ロジー製のカムサイザーのような光学式粒子
径測定装置とのデータ交換もできます。



周辺機器

超音波洗浄器 
UR1/UR2/UR3

レッチェの超音波洗浄器は試験ふるいの洗
浄や、ガラス器具、金属製品、地質学のサ
ンプル等の洗浄に幅広く使用できます。ま
た懸濁液やクロマトグラフィーの分散や脱
ガス装置としてもお使いいただけます。

サンプルディバイダ 
PT100/PT200/
RT6.5 - RT75 

バルク材の正確で代表性のある試料分割
に、縮分機は欠かせません。回転式の
PT100 は、最も偏差の少ない試料分割が
可能です。26Lまでの大量の試料用には、
PT200 が対応できます。また、マニュア
ルタイプのサンプルスプリッタRTもありま
す。

試料迅速乾燥機 
TG200

試料迅速乾燥機	TG200 は、試料を痛め
ずに全体をむらなく乾燥できるので多くの
分野で使われています。平均的な乾燥時間
は 5~20 分間で、他の方法より格段に早く
乾燥できます。石炭、プラスチック、土壌、
医薬品等の乾燥に使えます。また試験ふる
いの乾燥にもお使いいただけます。

より効率的なふるい分けのための
ソリューション

レッチェの製品が、品質管理の現場で広く使用されているのには理由があります。精密な分析結果に欠かせない代
表性のある試料の縮分から、試験ふるいのプロフェッショナルなメンテナンスまで、レッチェの製品が試料調製の広
い範囲にソリューションを提供します。

	 安全に関するご注意：
	 ご使用前に「取扱説明書」をよくお読みの上、正しくお使いください。

注）予告なく仕様の一部を変更することがあります。

!
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