
自動粘度測定＜簡単に正確に＞         　　　　　　　　　　　　　.　AUTOMATIC VISCOSITY MEASUREMENT

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　EASY AND PRECISE
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ViscoClock plus

ViscoCIock plus - 粘度測定 プラス データー保存　　　　　　　　　　　　　　　　　Measurement plus data storage 

ヴィスコ クロック プラスは電気計測による動粘度と相対粘度をガラスキャピラリーを用いて測定する　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 The ViscoCIock plus is an electronic timing unit for glass capillary viscometers used to determine kinematic 
粘度計です。ヴィスコ クロック プラスの評価は日々高まっております。その評価は操作が容易なこと、　　　　　　　　　　　　　　　　and relative viscosity. Succeeding the well-proven ViscoCIock, the new instrument features data storage 
測定データーが保存されることです。併せて、このモデルはウベローデ粘度管とオストワールド粘度管の　　　　　　　　　　　　　　　　and simpler handling. The ViscoClock plus is especially designed for Ubbelohde type viscometers which 
ために設計されました。これらの粘度管は高精度な粘度管であることが良く知られております。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　タare well-known for highest precision.

ヴィスコ クロック プラス　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　The ViscoCIock plus

ヴィスコ クロック プラスはキャピラリー粘度管の中の設定温度で安定している液体の落下時間を赤外線に　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　The ViscoClock plus automatically measures the fl ow time of temperature-stabilized liquids in capillary 
より二点間で測定します。ストップウォッチを用いた手動の粘度測定は、測定者が常に粘度計についている　　　　　　　　　　　　　　　viscometers by means of infrared light barriers: the manual measurement with a stopwatch becomes 
必要がありますが、それはもはや必要ありません。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　obsolete. 
キャピラリー中の測定サンプルと粘度計は測定温度を一定にするために恒温槽の中にセットします。　　　　　　　　　　　　　　The viscometer including a sample is inserted into the ViscoClock plus and immersed into a thermostatic 
                                                        手動                                                                      bath for temperature stabilization. After thermostating, the sample is pumped into the measuring bulb, 
                                                                                                                      and the fl ow time is detected automatically. The large display enables easy read-off of fl ow times and 
                  落下落下                                                                                               additional information: date, time, sample ID and viscometer ID.

ViscoClock plus

bath for temperature stabilization. After thermostating, the sample is pumped into the measuring bulb, 
and the fl ow time is detected automatically. The large display enables easy read-off of fl ow times and 
additional information: date, time, sample ID and viscometer ID.

ViscoClock plus
 ViscoClock plus のコントロール部　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　- head
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測定温度が一定になった後、測定サンプルは測定開始位置まで手動ポンプを用いて押し上げられます。そして落下時間は自動的に検出されます。大きなディスプレイは落下時間の読み取りが容易です。併せて、測定日付、測定時間、サンプル/粘度管IDなどが保存されます。



ViscoClock plusViscoClock plus

効率的な　　　　　　　　　　　　　　　Benefi ts
ViscoClock plus

自動的に高精度に粘度測定を.そして　　　　　　　　　　　　　　ど Automatic and precise fl ow time 
低価格です⁹⁷⁷⁷⁷⁷⁷⁷⁷⁷⁷⁷⁷⁷⁷⁷⁷⁷⁷⁷⁷⁷.　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　measurement for a low price

SI Analytics社のウベローデ/マイクロ　　　　　　　　　　　　　　　　なり Suitable for SI Analytics® Ubbelohde, 
ウベローデ粘度管そしてマイクロ-オスト　　　　　　　　　　　　　　　　　Micro Ubbelohde and Micro Ostwald 
ワールド粘度管に適します。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　viscometers

  データーの保存は、測定日時、落下時間、　　　　　　Data storage incl. time, date, viscome-
サンプル/粘度管IDなどです。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ter and sample ID 

スタンドは高機能プラスティックPPAで造ら　　　　　　　　　　　　　　　　　　　れ Stand is made of high performance 
れております。使用温度は150℃まで可能　　　　　　　　　　　　engineering plastic PPA and enables 
です。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　measuring temperatures up to 150°C

電磁弁の採用により操作性は格段に改善　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 Electromagnetic venting valve for 
されました。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　convenient handling of Ubbelohde 
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　viscometer

  SI Analytics社の全ての恒温槽に使用　　　　　　　　　　　Compatible with all SI Analytics® 
できます。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　thermostatic bath types

ViscoClock plusViscoClock plus

落下時間の自動測定　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Automatic measurement of fl ow times

ヴィスコ クロック プラスはSI Analytics社のウベローデ粘度管とオストワールド粘度管のために設計　　　　　　　　　　　　　セ゛゛The ViscoCIock plus is designed for SI Analytics® Ubbelohde, Micro Ubbelohde and Micro Ostwald 
されております。落下時間は二ヶ所の測定点を通過するサンプルを二ヶ所の赤外線により自動的に測定し　　　　ます。　　　　　　　　　　viscometers. The fl ow time is measured automatically by two infrared light barriers which detect the 
ます。測定時間の再現性はストップ ウオッチ測定と比べ、当然ながらかなりの高精度です。                                      passing liquid meniscus. The repeatability of the automatic time measurement is considerably higher in /comparison to the measurement using a stop watch. Therefore some viscometry standards allow a fl ow 
そのため、いくつかの標準粘度測定法の落下時間は自動測定法よりも少ない場合があります。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　のtime reduction in case of automatic fl ow time measurement. 

特性と素材　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Properties and materials

ヴィスコ クロック プラスは測定温度-40℃～150℃の範囲で使用できます。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　The ViscoCIock plus can be used for measuring temperatures ranging from -40 °C to 150 °C. The stand of 
粘度計のスタンドは高品質のポリマーPPAで出来ております。安定した測定温度を得るために恒温槽を用い　　　　　　　　　　　　　　　　　　the ViscoClock plus ist made of high quality polymer PPA. For temperature stabilization in a thermostatic 
ます。恒温槽に用いる溶媒は水、アルコール、グリコール、パラフィンオイルそしてシリコンなどです。　　　　　　　　　　　　bath, the following liquids are suitable: Water, alcohol, glycol, paraffi n oil, and silicon oil.
電気的な測定部はPPで出来ているケースに組み込まれております。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　The electronic measuring unit is built-in to a PP casing.

操作の簡便性　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Easy handling

ヴィスコ クロック プラスの吸引/吸出機構は電磁バルブを採用しております。そのため、機械的な機構を　　　　　用いていた　　　　　　　　　　　　　The ventilation of Ubbelohde viscometers is managed by an electromechanic valve which makes handling 
用いていた前装置に比ベ操作が格段に容易になりました。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　easier in comparison to the mechanical mechanism of the previous ViscoClock.

データー保存　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Data storage

測定結果の保存ができます。測定日時、落下時間、サンプル/粘度管のIDなどをUSBに保存できます。　　　　　　　　　　　　The measuring results of the ViscoClock plus can be stored on a USB fl ash drive including date, time and 
データーはpdf(編集なし)とcsv(編集可)に保存できます。粘度計からプリンター(TZ3863)又はPCの　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　どち　　　　　　　　　　　　　　　　らか編集なしsample/viscometer ID. The data are stored as pdf (non-editable) and csv (editable). Alternatively, for data 
どちらかに接続できます。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　transfer the ViscoClock plus can be connected to a printer (TZ 3863) or a PC. 
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ViscoClock plus
サンプルと粘度管の一体性　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Sample and viscometer identifi cation

測定データー保存のために、ユーザーは測定前にヴィスコ クロック プラスに2桁の番号を入力します。               To allocate the stored measuring results, the user can enter 2-digit numbers to the ViscoClock plus 
これらの番号は落下時間の不明瞭な充当を防ぎます。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　なくしますbefore measurement. These IDs – together with date and time – ensure  an unambiguous assignment of 
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　the fl ow times. 

絶対粘度　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Absolute viscosity

絶対粘度を測定するためには、キャリブレーションされた粘度管を使用する必要があります。　　　　　　　　　　　　　To determine absolute kinematic viscosities, calibrated viscometers have to be used. To guarantee best 
高い精度を保証するために粘度管は自動測定でキャリブレーションされたものを使用してください。　　　　　　　　　　　　　　　　accuracy, viscometers which were calibrated by automatic measurement should be used. The constant 
自動測定の定数は手動測定と比較しわずかに差異が生じます。それは光の通過位置が手動測定と同一で　　　　　　　　　　　　　　　　of automatic calibration can be slightly different in comparison to manual calibration, as the level of the 
ないためです。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　light barriers may not be identical to the position of timing marks. 

相対粘度　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Relative viscosity

相対粘度の測定はキャリブレーションされた粘度管又は、キャリブレーションされていない粘度管又は、　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　手動測定　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　For determination of relative viscosities, calibrated as well as non-calibrated viscometers can be used. 
手動測定でも可能です。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　For evaluation, the calibration constant is not required in this case.

ViscoCIock plus - ＜粘度測定の効率化に＞　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　＜にThe plus for your measurements

粘度計のスタンドは　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　The viscometer stand:
高品質のプラスティックPPAから出来ております。　　　　　　　　　　　　　　　　high-performance plastic PPA

 見事に配置された　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Well arranged: 
　ディスプレイ⁹　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　The new display
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ViscoClock plus

恒温槽モデルCT72/2                                  Thermostat CT72/2

恒温槽モデルCT72/P                       mostat CT72/P

ViscoClock plus
ViscoCIock plus - 完全に適合する恒温槽　　　　　　　　　　　　　　なPerfectly harmonized

...私共の恒温槽とセットで稼働して下さい⁹　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　with our thermostats

私共のヴィスコ クロック プラスは私共の全ての恒温槽と完全に適合いたします。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Our ViscoClock plus is perfectly harmonized with our thermostat baths. If needed we provide you with 
                                                                                                                  perfectly matching ViscoClock modules..
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技術資料　ヴィスコ クロック プラス　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Technical Data - ViscoCIock plus

測定範囲-時間　　　　 ～999.99秒　分解能0.01秒⁹　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　９９９．９９秒Measuring range - Time up to 999.99 s; resolution 0.01 s

測定精度-時間　　　　　　　　　　　⁹　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Accuracy of time 
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　measurement

± 0.01秒/1桁　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　0.01 s / ± 1 digit; however no more precise than 0.1 %;

⁷⁷⁷⁷⁷⁷⁷⁷⁷⁷⁷⁷⁷⁷⁷⁷⁷⁷⁷⁷⁷⁷⁷⁷⁷⁷⁷⁷⁷⁷⁷⁷⁷                          indicated as measuring uncertainty with a confidence level of 95 %

測定範囲-粘度　　　　　　　　　　　　　　　　　　⁹　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Measuring range - 
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　viscosity

0.35 ～to10,000 mm²/s (cSt)

絶対動粘度の不安定な測定要素は粘度管の定数の不確実な数値と測定条件、とりわけ測定温度　　　　　　　　　　　　　　　に　　　　　　　　　　　　　　　　　置the absolute, kinematic viscosity is additionally dependent on the uncertainty of the 
に影響を受けます。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　numerical value of the viscometer constant and on the measuring conditions, in particular 
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　the measuring temperature.

表示　　　　　　　　　 LCD グラフィック表示(FSTN)128x64画素、51x31mm(幅x高さ)⁹　                                             Display LCD grafic display (FSTN) 128x64 pixel, 51x31mm (w x h) 

秒表示は小数点以下2桁の10進数、分解能0.01秒⁹　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　seconds indication with 2 decimal digits after the decimal point, resolution 0.01 s

供給電圧　　　　　     DC+9V⁹                                                                                                   Voltage supply DC + 9 V

電源　　　　　　　　   低電圧接続ソケット:同軸電源コネクター、内径2.1mm、ピン側陽極。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　、w@y:y Power supplysocket for low voltage connection: coaxial power connector, inner diameter 2.1 mm, plus 
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　pole at inner contact

TZ 1858ユニバーサル電源に接続。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　for connection of Universal power supply TZ 1858

電源　                 プロテクション　クラスⅢに適合。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Power supply in accordance to class of protection III

DIN 40 050に適合の埃と湿度そしてIP 50のプロテクションに適合。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　degree of protection for dust and humidity IP 50 in accordance with DIN 40 050

ユニバーサル電源 TZ1858:100V～240V、50/60Hz(9V,550mA)⁹                                                   Z*Universal power supply TZ 1858: 100 – 240 V, 50 – 60 Hz (9 V, 550 mA)

爆発危のある場での使用は避けてください。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　not suitable for use in areas subject to explosion hazards

プラグ接続　           USB ホストからUSB 又はプリンター(TZ 3863)⁹                                                                   jqf Plug ConnectionsUSB Host to connect USB flash drive or printer (TZ 3863)

USB OTGからPC,プリンター(TZ3863)又は、USB フラッシュドライブ⁹　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　USB OTG to connect (PC), printer (TZ 3863) or USB flash drive 

タイプ A USB コネクター⁹　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Type A USB connector

タイプ B ミニ USB コネクター⁹　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 Type B mini USB connector

使用環境条件　         +10～+40℃　保管と輸送時⁹　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Ambient Conditions Ambient temperature + 10 to + 40 °C for storage and transport

使用温度　(スタンド)  -40～+150℃⁹　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Operating temperature stand: – 40 to + 150 °C

コントロール ユニット +10～+40℃⁹　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　electronic measuring unit: +10 to +40 °C

湿度　                EN 61 010,Part1;に適合⁹　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　< Humidity in accordance with EN 61 010, Part 1;

温度～31℃、相対湿度80%以内⁹⁷⁷⁷⁷⁷⁷⁷⁷⁷⁷⁷⁷⁷⁷⁷⁷⁷⁷⁷⁷⁷⁷⁷⁷⁷⁷⁷　　　　　　　　　　低　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　max. relative humidity 80 % for temperatures up to 31 °C,

減少直線性、温度40℃において相対湿度50%まで⁹⁷⁷⁷⁷⁷⁷⁷⁷⁷⁷⁷⁷⁷⁷⁷⁷⁷⁷⁷⁷⁷⁷⁷⁷⁷⁷⁷⁷、
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　decreasing linearly to 50 % of relative humidity at a temperature 
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　of 40 °C

ハウジング　　　　    素材　　　　　　　　　スタンド: ポリフタラアミド(polyphthalamid)(PPA)⁹                                                       HousingMaterials stand: polyphthalamide (PPA)

ケース★: ポリプロピレン(PP)⁹ 

ガスケット★:シリコーン⁹　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　casing*: polypropylene (PP)

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　gaskets: silicone

大きさ　　　　　      515mmx90mmx30(高さx幅x奥行)⁹　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Dimensions~515 x 90 x 30 mm (H x W x D)

重さ　　              ～450g⁹                                                                       Weight ~450 g (without viscometer)

電源部　～220g⁹                                                                      power supply unit: ~220 g

生産国　　　　　　     Germny                                                                                                      Country of origin Federal Republic of Germany

CEへの適合　           2014/35/EU  低電圧ガイドラインに適合⁹　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　CE symbolIn accordance with low voltage guideline 2014/35/EU

EN61 010-1:2011-07 分析装置ガイドラインに適合⁹　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Test regulation EN 61 010-1:2011-07 for laboratory instruments in accordance with EMC 
2014/30/EU 規定に適合⁹　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ぃregulation 2014/30/EU

EN61 326:Part 1 テスト規定に適合⁹                                                                       Test regulation EN 61 326 Part1:2012

2011/65/EU; RoHSの規定に適合⁹　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　In accordance with RoHS regulation 2011/65/EU;

EN50 581:2013-02 テスト規定に適合⁹　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　名Test regulation EN 50 581:2013-02

FCCに適合⁹　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　FCC Symbol

粘度管のタイプ         ウベローデ(DIN;ISO;ASTM;Micro),マイクロ-オストワールド、製造元 SI Analytics⁹⁷⁷⁷⁷⁷⁷⁷⁷⁷⁷⁷⁷⁷⁷⁷⁷⁷⁷⁷⁷⁷⁷⁷⁷⁷⁷⁷.                                     ねるとViscometer typesUbbelohde (DIN; ISO; ASTM; Micro), Micro-Ostwald, manufactured by SI Analytics®

恒温槽                 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ヴ                                                                                                     Transparent  
                                                                                                                                   thermostatic baths

ヴィスコ クロック プラスはSI Analyticsの全ての恒温槽が使用できます。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　The ViscoClock plus can be used in all SI Aanyltics bath types 

* 加熱液体をサンプル又は、恒温槽の液体に用いる場合、合成樹脂素材に変色が生じるかも知れません。しかし、この変色はヴィスコ クロック                          の

の機能と品質への影響は全くありません。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　k Use in heat carrier liquids can result in discoloration of the synthetic material. The discoloration does not, however, have any effect on the 
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　function and quality of the ViscoClock. Subject to technical changes.
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商品名　　　    商品番号　　　　概要　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Type No. Order No. Description
ヴィスコ クロック プラス   285417900        計測ユニット.  100 230V≤ ⱳfiⱪ⅜ ╕╣╕∆⁹⁷⁷⁷⁷⁷⁷⁷⁷⁷⁷⁷⁷⁷⁷⁷⁷⁷⁷⁷⁷⁷⁷⁷⁷⁷⁷⁷⁷⁷⁷⁷⁷⁷⁷ViscoClock plus 285417900 Timing unit for capillary viscometer. Including power supply 100-230V and 

⁷⁷⁷⁷⁷⁷⁷⁷⁷⁷⁷⁷⁷⁷⁷⁷⁷⁷⁷⁷⁷⁷⁷⁷⁷⁷⁷⁷⁷⁷⁷⁷⁷⁷⁷⁷⁷⁷⁷⁷⁷⁷⁷⁷⁷⁷⁷⁷⁷⁷⁷hand pump

fl▫☻◖ ◒꜡♇◒ ⱪꜝ☻   285417920        ▪◒ꜞꜟ-●ꜝ☻ ─ .CT72/P (115V) +10 +60ϴ.                                                                             ViscoClock plus M1, 230V 285417910ViscoClock plus and acrylic glass thermostatic bath CT72/P (230V) for 
                                                                                            temperatures  +10 °C … +60 °C

fl▫☻◖◒꜡♇◒ⱪꜝ☻⁷⁷ 285417940        ●ꜝ☻ ─ .CT72/2  (115V)         -40 +150ϴ.                                         ViscoClock plus M1, 115V 285417920ViscoClock plus and acrylic glass thermostatic bath CT72/P (115V) for 
                                                                                                      temperatures  +10 °C … +60 °C

                                                                                                                                                     ViscoClock plus M2, 230V 285417930 ViscoClock plus and glass panelled thermostatic bath CT72/2 (230V) for 
                                                                                                   temperatures  -40 °C … +150 °C

Ἑ ⌂≥─↔ │⅔ ™ ╦∑ ↕™⁹⁷⁷⁷⁷⁷⁷⁷⁷⁷⁷⁷⁷⁷⁷⁷⁷⁷⁷⁷⁷⁷⁷⁷⁷⁷⁷⁷⁷⁷⁷⁷⁷⁷⁷⁷⁷⁷⁷⁷⁷⁷⁷⁷⁷⁷⁷⁷⁷⁷⁷⁷⁷⁷⁷⁷⁷⁷⁷⁷⁷⁷⁷⁷⁷⁷⁷⁷⁷⁷⁷⁷⁷⁷⁷⁷⁷⁷⁷⁷⁷⁷g@4 ViscoClock plus M2, 115V285417940 ViscoClock plus and glass panelled thermostatic bath CT72/2 (115V) for 
⁷⁷⁷⁷⁷⁷⁷⁷⁷⁷⁷⁷⁷⁷⁷⁷⁷⁷⁷⁷⁷⁷⁷⁷⁷⁷⁷⁷⁷⁷⁷⁷⁷⁷⁷⁷⁷⁷⁷⁷⁷⁷⁷⁷⁷⁷⁷⁷⁷⁷⁷⁷⁷⁷⁷⁷⁷⁷⁷⁷⁷⁷⁷⁷⁷⁷⁷⁷temperatures  -40 °C … +150 °C

─⁷⁷⁷⁷⁷⁷⁷⁷⁷⁷⁷⁷⁷⁷⁷⁷⁷⁷⁷⁷⁷⁷⁷⁷⁷⁷⁷⁷⁷⁷⁷⁷⁷⁷⁷⁷⁷⁷⁷⁷⁷⁷⁷OUR 
™ ⌐ ∏ↄ ⁷⁷⁷⁷⁷⁷⁷⁷⁷⁷⁷⁷⁷⁷⁷⁷⁷⁷⁷⁷⁷⁷⁷⁷⁷⁷⁷⁷⁷⁷⁷⁷⁷⁷⁷⁷⁷⁷LONG EXPERIENCE IN 

─ ↕╣√ ≤⁷⁷⁷⁷⁷⁷⁷⁷⁷⁷⁷⁷⁷⁷⁷⁷⁷⁷⁷⁷⁷⁷⁷⁷⁷⁷⁷⁷⁷⁷⁷⁷⁷⁷⁷⁷⁷⁷⁷⁷⁷⁷╘╢THEORY AND PRACTICE IN 
⁷ │⁸╖⌂↕╪⌐ ⌂⁷⁷⁷⁷⁷⁷⁷⁷⁷⁷⁷⁷⁷⁷⁷⁷⁷⁷⁷⁷⁷⁷⁷⁷⁷⁷⁷⁷⁷⁷⁷⁷⁷⁷⁷⁷⁷⁷⁷⁷⁷⁷⁷THE FIELD OF VISCOMETRY 

⁷⁷⁷Ɫfi♪Ⱪ♇◒≤⌂╡╕∆⁹⁷⁷⁷⁷⁷⁷⁷⁷⁷⁷⁷⁷⁷⁷⁷⁷⁷⁷⁷⁷⁷⁷⁷⁷⁷⁷⁷⁷⁷⁷⁷⁷⁷⁷⁷⁷⁷⁷⁷⁷⁷HAS BEEN COLLECTED FOR YOU 
≥℮∙ ∆←ⱪꜞfi♩⇔≡⅔ ≡⁷⁷⁷⁷⁷⁷⁷⁷⁷⁷⁷⁷⁷⁷⁷⁷⁷⁷⁷⁷⁷⁷⁷⁷⁷⁷⁷⁷⁷⁷⁷⁷⁷⁷⁷⁷⁷⁷⁷⁷⁷⁷⁷⁷⁷ IN OUR NEW VISCO HANDBOOK.
⁷⁷⁷⁷⁷⁷⁷ ↕™⁹⁷⁷⁷⁷⁷⁷⁷⁷⁷⁷⁷⁷⁷⁷⁷⁷⁷⁷⁷⁷⁷⁷⁷⁷⁷⁷⁷⁷⁷⁷⁷⁷⁷⁷⁷⁷⁷⁷⁷⁷⁷⁷⁷⁷⁷⁷⁷HERE YOU WILL FIND EVERYTHING 

⁷⁷⁷⁷⁷⁷⁷⁷⁷⁷⁷⁷⁷⁷⁷⁷⁷⁷⁷⁷⁷⁷⁷⁷⁷⁷⁷⁷⁷⁷⁷⁷⁷⁷⁷⁷⁷⁷⁷⁷⁷⁷⁷⁷⁷⁷⁷⁷WORTH KNOWING ABOUT.
⁷⁷⁷⁷⁷⁷⁷⁷⁷⁷⁷⁷⁷⁷⁷⁷⁷⁷⁷⁷⁷⁷⁷⁷⁷⁷⁷⁷⁷⁷⁷⁷⁷⁷⁷⁷⁷⁷⁷⁷⁷⁷⁷⁷⁷⁷⁷⁷⁷⁷⁷⁷⁷⁷⁷⁷⁷⁷⁷GET YOUR PRINT COPY NOW!

 ≢∆⁷⁷⁷⁷⁷⁷⁷⁷⁷⁷⁷⁷⁷⁷⁷⁷⁷⁷⁷⁷⁷⁷⁷⁷⁷⁷⁷⁷⁷⁷⁷⁷⁷⁷⁷⁷⁷⁷⁷⁷⁷⁷⁷⁷⁷⁷⁷⁷FOR FREE.

Please send us an Email 
with your complete contact 
details and the number of 
Handbooks you need to:
                                                                                    visco.si@xyleminc.com

─ ⌂ ⌐ ∆╢ⱡ►Ɫ►╩⁷⁷⁷⁷⁷⁷⁷⁷⁷⁷⁷⁷⁷⁷⁷⁷⁷⁷⁷⁷⁷Get our know-how into your lab! 
  ↕™(Visco Handbook)                                   With our Visco Handbook.

注文情報　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Ordering Information

7

kitada
テキストボックス

kitada
テキストボックス
株式会社センコム〒110-0016東京都台東区台東4丁目1番9号TEL:03-3839-6321/FAX:03-3839-6324E-mail: info@senkom.comURL: http://www.senkom.com




