ポータブルマルチガスアナライザー

Rapidox5100
Rapidox
5100マルチガスアナライザーは、バイオガス、合成ガス、嫌気性消化ガス、発酵プロセスに代表される幅
The Rapidox
5100 Multigas Analyser is a high specification portable instrument
広いアプリケーションでのガスの分析、制御、監視用に設計された高仕様のポータブル機器です。
designed for the analysis, control and monitoring of gas in a wide range of applications

including; biogas, syngas, anaerobic digestion and fermentation processes.

Up to six gases are simultaneously measured using a range of high
一連の高精度ガスセンサーを使用して、最大6つのガスを同時に測定し
precision
gas sensors; each sensor is specially designed and calibrated
ます。
各センサーは、バックグラウンドプロセスガスとの相互干渉効果を避
to avoid cross interference effects with background process gas, Safety is
けるために特別に設計および調整されます。必要に応じてガス測定回路
ensured by the inclusion of flashback arrestors in the gas measuring circuit
にフラッシュバックアレスターを含めることにより、安全性を確立します。
where required.

酸素（O2）、一酸化炭素（CO）、二酸化炭素（CO2）、オゾン
Measurable gases include oxygen (O2), carbon monoxide (CO), carbon
（O3）、水分（H2O）、水素（H2）、硫化水素（H2S）、一酸化
dioxide
(CO2), ozone (O3), moisture
(H2O), hydrogen (H2), hydrogen sulphide
窒素（NO）、二酸化窒素（
NO2）、亜酸化窒素（N2O）、二酸
(H2S), nitric oxide (NO), nitrogen dioxide (NO2), nitrous oxide (N2O), sulphur
化硫黄（SO2）、塩素（Cl2）、メタン（CH4）およびエチレン
dioxide (SO2), chlorine (Cl2), methane (CH4) and ethylene (C2H4).
（C2H4）が測定可能ガス種です。
When configured for applications where the gases contain energy (e.g.
バイオガス、シンガスなどエネルギーが含まれるアプリケーションに設定する
Biogas, Syngas) the calorific value of the gas sample is determined using
と熱力学計算によるガスサンプルの発熱量を算出し画面表示とともにロ
thermodynamic calculations and simultaneously logged and displayed onギングされます。
screen.

An optional pump enables two modes of operation. For samples
that are
オプションのポンプにより2つの動作モードが可能になります。
大気圧以下
taken from a gas source at atmospheric pressure or below, the pump is
のガス源から採取されたサンプルの場合、ポンプを起動して分析装置にサ
activated to draw a sample 大気圧のソースからサンプリングする場合は
through the analyser. Alternatively, the pump
ンプルガスを引き込みます。
can be deactivated when sampling from a source at a greater atmospheric
ポンプを停止してサンプルガスがRapidox5100を通過できるようにするこ
pressure, allowing the gas to flow through the analyser. Gas flow is regulated
とができます。
ガス流量は調整バルブを介して手動で調整され画面に表
manually via a rotary knob on the fascia and displayed electronically on the
示されます。
screen.
Please contact Cambridge Sensotec for further information or to discuss
your requirements.

個々の顧客の要件に合わせて高
Though highly configurable
度に構成できますが、Rapidox
to suit individual customer
5100シリーズには、機能を強化す
requirements, the Rapidox 5100
るための多くの標準機能がありま
range possesses a number of
す。
standard features to enhance
functionality.

- •オーダーメイドのセンサーの組み合わせ
Bespoke sensor combination
- 7 "フルカラータッチスクリーン
7" full-colour touchscreen
- •リチウム電池による連続8時間駆動
- •ヘビーデューティIP66ケース
Lithium battery provides 8
- パスワード保護
hours of operation
•
•

Heavy duty IP66 case
Password protection

-• 連続データロギング
Continuous data logging
- USB経由でダウンロード
downloaded via USB
- 多言語
-• 世界中の主電源電圧で充電
Multi-language
- 内蔵感熱紙プリンター
•
Charges on worldwide
mains voltage
•

Integrated thermal printer
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校正セット

2

校正サービス

3

ガス回収バッグ

4

サンプルプローブ

5

上記用フィルター

6

折り畳み式
サンプルプローブ

Specification
-10°C to 40°C

周囲温度

3-4 分 ＠ 20oC

ウォームアップ時間

約2-4 分 (センサー構成によります)

測定時間

充電4-6時間で 8時間以上(最大 500 サイクル)

バッテリー駆動時間

90-260VAC, 50/60Hz

充電電圧
サンプル接続

4

mm ID / 6mm ODレクタススタイル、クローズドカップリングフィッティング

データ出力

USBメモリスティックを介したデータ出力Excel互換データ

データ記録

約1年間の連続記録を可能にする4GBの内部データストレージ
0-1 L/ min

ポンプ（オプション）
校正
ディスプレイ
内蔵プリンター

2つのユーザー選択可能なガス組成によるゼロおよびスパン校正
7" (180mm) フルカラー LCDタッチスクリーン
プリンターサーマルプリンターによるオンデマンド出力
180mm(H) x 480mm(W) x 360mm(D)

サイズ

7kg

重量

日本総代理店：
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