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リアクションステーション、ホットスターラー
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from Around the World to Your Lab

輸入元

Mya 4 リアクションステーション
4 つの独立したリアクションゾーンを備え、 より安全に、
正確な加熱 / 冷却、 専用ソフト制御による長時間の無人運転が可能です。
Mya コンパクトスターラー

温度プロープ
・ ブロック、 もしくは反応液の温調、 制御

リアクションゾーン
・ 温度、 回転速度など独立して設定
・ 隣接ゾーン間の温度差 ： ＜ 200℃
・ 水道水 （15℃） のみで
‐ 25℃ （ブロック） まで冷却
（チラー （5℃） 接続で ‐ 30℃まで）

マニホールドヘッド
・ 還流管への水や
不活性ガスの供給可能

リフラックスヘッド
・ 還流管不要
・ 不活性ガスの供給

タッチパネル式
コントロールパッド （標準）

ブロックを交換して
様々な容器に対応

特長
・ 独立して設定可能な 4 つのリアクションゾーン
・ マグネット and/or オーバーヘッドのどちらのスターラーも使用可能
・ 温度範囲 ： -30 ～ +180℃
・ 様々な種類の容器に対応 （2 ～ 400mL）

様々な種類、 サイズの容器が使用できます （2 ～ 400mL）
・ バイアル
・ 試験管
・ 丸底フラスコ （二口、 三口）
・ ワイドネックフラスコ （二口、 三口、 ベッセル）
・ プロセスベッセル （二口、 ベッセル）
など

Radleys 社ウェブサイトより
Mya 4 の動画をご覧いただけます。
https://www.radleys.com/videos

Mya 4 リアクションステーション
Discovery セットアップ例
： リフラックスヘッド
・ マグネチックスターラー

Process セットアップ例
： マニホールドヘッド
・ オーバーヘッドスターラー

アプリケーション例

アプリケーション例

・ リード化合物の最適化
・ シングル / パラレル合成
・ 反応の最適化
・ 試薬 / 触媒 / 溶媒のスクリーニング
・ 結晶化の検討
など

・ プロセス開発
・ DoE （Design of Experiment）
・ 結晶多型の探索
・ 結晶化の検討
・ 反応ルートの探索
など

装置の制御は、 付属のコントロールパッド、 またはオプションの PC ソフトウェアで行います。

コントロールパッド （標準装備）
・ 直観的で簡単な使い勝手
・ コンパクト
・ 最大 16 時間の行程を 10 ステップ設定可能
・ 反応ゾーンは独立しているので、
一人で 4 か所でも、 4 人で 1 か所ずつでも

PC ソフトウェア （オプション）
・ サードパーティのデバイスを
最大 16 台 （4 台× 4 ゾーン） 制御
・ ステップ数の制限なく、 自由に実験を構築
・ 自動レポート作成＆ログデータのエクスポート

PC ソフトウェアで制御可能なサードパーティデバイス
・ シリンジポンプ ・ pH センサー ・ ペリスタリックポンプ ・ 重量計
・ 真空ポンプ ・ ガスフローメーター ・ 圧力センサー
（制御可能なデバイスは、 メーカー、 モデルが限られています。 詳細はお問い
合わせください。）

Carousel 12 Plus ™
ホットスターラー （φ 135 ㎜） を少量多検体のパラレル合成装置に！
専用の試験管 12 本を一度に加熱 / 冷却、 撹拌が可能です。 アルミ製のヘッド部分には冷却水を導入でき、
還流実験が可能です。 また不活性ガスも導入できるので、 禁水反応や酸化しやすい化合物の合成にもお使
いいただけます。
中央のポートからは
不活性ガスの導入、 または吸
引が可能。 不活性ガス雰囲気
下での実験も容易に行えます
温度センサーでブロック温度
を計測。 精密な温度コントロー
ルが可能です

Easy-On PTFE キ ャ ッ プ は、 付
け外しが容易です。 付属のバルブ
で、 不活性ガスの導入 / 減圧を調
整可能
キャップのセプタム （交換可
能） からは試薬の添加や反
応液のサンプリングが可能

アルミ製リフラックスヘッドに
は冷却水を循環。 還流実験で
も安全に

クイックコネクタで簡単に冷却
水を接続。 シャットオフバルブ
で液漏れを防ぎます

PTFE 製の断熱カバーで、 素
早い加熱と最大 36％の省エ
ネを実現

2 種類の専用試験管で
1-20mL の反応容量に対応
外周のスリットからサンプルの
様子が観察できます。
反応後は、 リフラックスヘッド
を取り外すことで、 速やかに
除熱できます。

特長
・ 1 ～ 12mL の反応が 12 本同時に
・ 最高 180℃ （～ 220℃は短時間のみ）
・ 冷却反応用オプションで ‐ 78℃にも対応
・ 容量の異なる 2 種類の専用試験管 （5 ～ 20mL、 1 ～ 5mL)

冷却反応用オプション

Cooled Carousel 12 Plus ™

ドライアイス / アセトンなどの
冷却材で室温～ -78℃までの
反応が可能です

丈夫な HDPE （高密度ポリエ
チレン） 製で、 排水用の注ぎ
口と持ちやすい持ち手がつい
ています。
リフラックスヘッドを乗せ換えるだけで
加熱反応にも冷却反応にも対応

Carousel 6 Plus ™
6 つのフラスコを 1 台のホットスターラーで加熱、 撹拌！
5mL ～ 250mL 容量のフラスコを一度に最大 6 つ搭載可能なパラレルリアクションステーションです。 ア
ルミ製のリフラックスヘッドに冷却水を循環させることにより、 加熱反応時に溶媒が還流することで安全に
実験を行うことが可能です。 また、 リフラックスヘッドにはガス導入 / 吸引ポートがあり、 不活性ガス雰囲

温度センサーでブロック温度
を計測。 精密な温度コントロー
ルが可能です。

中央のポートからは
不活性ガスの導入、 または吸
引が可能。 不活性ガス雰囲気
下での実験も容易に行えます。

Easy-On PTFE キャップは、
付け外しが容易です。 付属の
バルブで、 不活性ガスの導入 /
減圧を調整可能

アルミ製リフラックスヘッドに
は冷却水を循環。 還流実験で
も安全に。

1 台のスターラーで、 6 つの
ポジションを均一にパワフルに
撹拌することができます。
多様な種類の容器が使用可能
（下図） で、 サイドアーム付きフ
ラスコに取り付けられるアクセ
サリも各種ご用意。

Φ 135 ｍｍのホットスターラー
に搭載することが可能です。
フラスコサイズに合わせて、
各種インサートをご用意して
おります。

冷却反応用オプション
Cooled Carousel 6 Plus ™
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10mL

25mL
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オーバーヘッドスターラシステム
Tornado ™

ドライアイス / アセトンなどの
冷却材で室温 ~-78℃までの
反応が可能です。

1 台のオーバーヘッドスターラで
最大 6 つのフラスコを同時に撹拌
することが可能です。

丈夫な HDPE （高密度ポリ
エチレン） 製で、 排水用の注
ぎ口と持ちやすい持ち手が
ついています。

マグネットスターラでは難しい、 高粘性の
サンプルや固体を含むサンプルの撹拌に。
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100mL
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Heat-On ホットスターラー用アルミブロック

ホットスターラーに載せて使用するアルミニウム製のリアクターブロックです。 10mL から最大 5L 容
量のフラスコに対応したアルミブロックをご用意しています。
また、 小容量のフラスコには、 複数の容器を搭載可能なマルチブロックもあります。
Φ 145mm のトッププレートを持つスターラでご使用いただけます。
（Φ 135mm プレート用アダプターもあります。）

10mL、 25mL、 50mL、 100mL、
150mL、 200mL、 300mL、 500mL、
1L、 2L、 3L、 5L 容量のフラスコに対応

断熱用の PTFE カバーもあります

冷却反応用には、 Cool-It 断
熱ボウル （最大 2L） もご用意
しています

Findenser 空冷式コンデンサ

ジムロート等の水冷式コンデンサの代替品としてお使いいただけます。 冷却水を必要としないので、 節水でき、
また漏水の心配がないのでオイルバスにも安全にご使用いただけます。

サンプル量に応じて、
2 つのサイズをご用意

熱交換効率を高めるために、
内部の表面積を最大化

図 ： 各溶媒での任意の温度における溶媒の損失率 （水冷コンデンサと比較）
1L フラスコに 500mL の溶媒を入れ、 各溶媒の沸点 +10℃で約 16 時間加熱

StarFish マルチ反応ワークステーション
フラスコ、 試験管、 バイアル等を複数セットできるポリブロックが使
用可能なワークステーションです。
最大 5 つの容器に接続可能な水やガスを供給できるマニフォールド
や水冷コンデンサもあります。

Reactor-Ready ジャケットリアクタ

ベッセルサイズ 100mL ～ 5L までのスケールアップ実験、プロセス検討に最適です。 通常のジャケッ
トリアクタに加え、 断熱のために真空にしたバキュームジャケットリアクタもご用意しています。 リア
クタの交換も道具を使わずに、 簡単に素早く安全に行えます。

Reactor-Ready

アームに取り付けられたマニ
フォールドにより、 ホースは
水平に接続できるので、 ガ
ラス容器の入口 / 出口に余
計な負荷がかかりません。

オーバーヘッドスターラーと
の接続は、 特許取得済のカッ
プリングによって、 道具を使
わずに簡単接続

Reactor-Ready Duo

複数種類のスターラーバーを
用意。 実験系に合わせてお
選びいただけます。

複数種類のスターラーバーを
用意。 実験系に合わせてお
選びいただけます。

AVA ™ ソフトウェア

実験を自動化するための制御用ソフトウェアです。
直観的な操作で、 ポンプや天びん、 pH センサー等の複数のデバイスを
制御することが可能です。 また、 実験中のデータは自動保存され、 ログ
の共有、 レポート作成等も容易です。
Radleys 社ウェブサイトより、 デモ版ソフトウェアが無償でダウンロード
できます。 https://www.radleys.com/

さらに大容量の実験には、
Reactor-Ready Pilot をご用意。
5 ～ 20L のベッセルからお選び
頂けます。

合成関連製品のご紹介
英国 Genevac 社遠心エバポレーター
パラレル合成後の多検体サンプルを、 同時に ・ 安全に濃縮 / 乾固することので
きる遠心エバポレーターです。 サンプルサイズ、 本数、 使用溶媒に応じて、 4 モ
デルをご用意しております。

英国 Uniqsis 社フロー合成システム
ポンプにより試薬を送液し、チューブ等の微小空間内で反応を行います。 スケー
ルアップが容易で、 より安全に、 反応の効率化が見込めます。

www.Radleys.com

※本装置は試験研究用です。 医療や診断目的にはご使用いただけません。
※価格、 外観、 仕様などは、 予告なしに変更することがあります。
※それぞれの商標や登録商標、 製品名は各社の所有する名称です。

輸入元

本社

〒130-0021 東京都墨田区緑3-9-2 川越ビル
Tel. (03)5625-9711 Fax. (03)3634-6333

西日本営業所 〒532-0003

大阪市淀川区宮原5-1-3 NLC新大阪アースビル403

Tel. (06)6394-1300 Fax. (06)6394-8851
E-mail webmaster@scrum-net.co.jp
Internet www.scrum-net.co.jp

