
超音波ホモジナイザー
LUH150/300

細胞破砕、乳化、分散、混合、脱泡向けに

処理中のサンプル変化に追従する
自動チューニング機能が魅力！

細胞やセラミック、顔料、エマルジョンなどの分散や破砕など幅広い分野で使われている

近年注目のカーボンナノチューブ（CNT）の分散・破砕でも活躍している安心の国産超音波ホモジナイザー

超音波ホモジナイザーは機械的なホモジナイザ－と異なり、粒子に機械的な衝撃力を加える要素が少ないため、

粒子が扁平状になりにくく粒度分布もシャープな特性を得られます。
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自動チューニング 出力調整

運転中のチューニングは自動調整ですので、サンプルの温度

変化や粘度変化に追従していきます。また、運転前の調整も

周波数スイープ方式を採用していますので、常に効率の良い

発振が行われます。

タイマー運転

設定した時間だけ発振を行い自動的に運転を終了する運転

モードです。（設定範囲 0分0秒～120分00秒）

出力調整は運転前もしくは運転中に調整できます。LUHシ

リーズは自動的に出力コントロールが行える機能を搭載し、

自動チューニングとの組み合わせにより常に最良の条件で運

転が出来るようになりました。

インターバル運転

設定したON時間の発振と、OFF時間の休止を繰り返す間

欠運転モードです。連続運転に比べ振動子の発熱を抑え、長

時間の発振を可能にします。（ON/OFF時間1.0〜60.0秒）

超音波ホモジナイザーは発振機と振動子で構成され発振機から送られた出力を振動子内部にあ

る振動素子で振動に変換され1秒間に約2万回の縦振動を発生させています。この振動が液中で

真空の泡を発生させ、その泡が液中でつぶれた瞬間に大きな衝撃波が発生して液中にある粒子

などの分散や破砕を行います。超音波ホモジナイザーの大きな特徴は物理的な衝撃力を与えて

いるわけではなく粒子同志をぶつけ合うため、最終粒径は比較的球体に整う事です。

超音波ホモジナイザーの原理

ヤマト科学のホモジナイザーの特長

「液中で、毎秒約2万回の振動」
試料に無理なストレスは与えず
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● 広範囲な出力可変が可能な中型ラボ機

● 主に試験管～ビーカーサイズで使用。

● オプションチップが豊富

【 主な仕様 】 ◎最大出力：300W ◎発振周波数：20kHz±1kHz

◎発振機 大きさ：W142×D360×H303mm（突起部含まず） 重さ：7.2kg

◎コンバータ 大きさ： φ74mm×長さ170mm 重さ：1.1kg

LUH300 価格（税抜） ¥750,000

● ハンディと据置　２wayで使用可能

● 振動子のスイッチで運転／停止が可能

● 主に試験管やチューブで使用

● マルチ電源AC100～240V対応

超音波ホモジナイザー

【 主な仕様 】 ◎最大出力：50W ◎発振周波数：20kHz±1kHz

◎発振機 大きさ：W122×D270×H283mm（突起部含まず） 重さ：4.1kg

◎コンバータ 大きさ： φ４０mm×長さ171mm 重さ：530g

LUH150 価格（税抜） ¥440,000

● 上記の価格には消費税は含まれて下りません。

● 仕様および外観は改良のため予告なく変することがありますのでご了承下さい。



型式 LUH150 LUH300
商品コード 231507 231506

発振制御モード 定振幅可変出力制御 定出力可変出力制御

性
能

最大出力 50W 300W

発振周波数 20kHz±1kHz

使用周囲温度範囲 5～45℃

発
振
機
能

オートチューニング運転 ● ●

定電力モード ● ●

定振幅モード ● ●

振動センサーモード ー ●

タイマー運転 ●　1秒〜120分

インターバル運転 ●　ON/OFF 各1.0〜60.0秒

ハンドスイッチ運転 ● ー

付属ホーン・チップ
φ3mm マイクロチップステップ型

チタン合金
φ12mm 標準ホーン

チタン合金

発振機外形寸法 W122×D270×H283mm W142×D360×H303mm

発振機重さ 4.1kg 7.2kg

コンバータ外形寸法 φ40mm×長さ171mm（チップ含まず） φ74mm×長さ170mm（チップ含まず）

コンバータ重さ 530g 1.1kg

電源 AC100～240V 50/60Hz 1A AC100V 50/60Hz 5A

付属品
電源ケーブル(AC100V)、ホーン・チップ交換工具、

付属ホーン・チップ

価格（税抜） ¥440,000 ¥750,000
● 上記の価格には消費税は含まれておりません。 ● 荷造・運送・搬入・据付費は別途申し受けます。 ● 仕様および外観は改良のため予告なく変更することがありますのでご了承下さい。

※ タイマー運転、 インターバル運転の発振時間は安定のため、 最低 3 秒以上を推奨します。

※ LUH150 の付属電源ケーブルは AC100V 用です。 他の電圧で使用する場合は別途電源ケーブルが必要です。

仕様

超音波ホモジナイザーの用途は乳化／分散／解砕／破砕／反応促進／洗浄など多岐にわたります。また分野としても食品/化粧

品/医薬/素材開発/菌·細胞研究など幅広い分野で使用されています。特にカーボンナノチューブ（CNT）の分野では分散/解

砕/破砕において欠かせないアイテムとなっています。

化粧品の乳液などの構造であるW/O系エマルジョンイメージです。 コロニー状のミクロキスティス *1を細胞数を計数するために単体

化した例。超音波洗浄器や撹拌機でも単体化しなかったが超音波

ホモジナイザーでは単体化に成功。

粒度分布測定の前に凝集したサン

プルを分散するために使用するケー

スがよくあります。粒度分布装置

にも超音波の分散機能が付いたも

のもありますが凝集力が強いサン

プルには超音波ホモジナイザーが

有効です。

現在、様々な分野でカーボンナ

ノチューブ（CNT）の応用研究

が進められています。分散/解

砕/破砕など、超音波ホモジナ

イザーが特に実力を発揮する

分野で、研究には欠かせない

必須アイテムです。

超音波ホモジナイザーの用途

水と油の乳化

粒子計測分野　主に粒度分布装置の前処理に

凝集した細胞の単体化

LUH150　標準ホーンを使用LUH300　標準ホーン/300ccビーカーを使用

カーボンナノチューブ（CNT）の研究に

水に食用油を

投入

超音波発振を

開始
約2秒後

15秒程度で

ほぼ均質

▶ ▶ ▶

＊1 ミクロキスティスは湖や沼に生息する藍藻類。
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Cat.No: C1049C

このカタログの記載内容は2022年9月現在のものです。

◦仕様および外観、価格は、改良のため予告なく変更することがありますのでご了承ください。◦製品カラーは、撮影・印刷インキの関係で実際の色と異なって見えることがあります。◦価格には、消費税が含まれておりません。
◦記載されている会社名、製品名およびロゴは、当社または各社の商標および登録商標です。本文中に「TM」、「Ⓡ」は記載しておりません。
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オプション

消音箱組合せ例

消音箱にLUH300コンバータ、ラボジャッキをセットした例です。
耳障りな共鳴音が発生しますので消音箱のご使用をお勧めい
たします。150を取り付ける場合はご相談ください。

マイクロチップ  ステップ型/テーパー型 標準ホーン  φ12/φ20mm 標準ホーン先端チップ ホーンエクステンダー

消音箱コンバータホルダー/スタンド＋アームジャッキフットスイッチカプラー連続ホルダー

＊１　消耗品

型式 商品コード 商品名 用途 適合 処理量 寸法（mm） 価格（税抜）

OLU10 （φ2.2mm） 231560

マイクロチップステップ型
マイクロチューブ/試験管/

遠沈管 ＊1

LUH150/
LUH300

0.1～10ml φ12.8×118.6 ¥84,000

OLU12 （φ3mm） 231561 0.25～25ml φ12×134.6 ¥58,000

OLU14 （φ6mm） 231562 2～50ml φ12×111 ¥58,000

OLU16 （φ12mm） 231563 標準ホーン ビーカー/遠沈管

LUH300 
φ12mm
標準ホーン

25～250ml φ38×133 ¥126,000

OLU20 （φ3.5mm) 231565

マイクロチップテーパー型
マイクロチューブ/試験管/

遠沈管 ＊1

1～10ml φ12×164.6 ¥53,000

OLU22 （φ5mm) 231566 3～20ml φ12.8×150.6 ¥63,000

OLU24 （φ6.6mm） 231567 5～50ml φ12×145.3 ¥68,000

OLU26 （φ12mm） 231568 標準ホーン先端チップ 標準ホーン交換チップ ＊1 － φ12 ¥11,000

OLU28 （φ12mm） 231569 ホーンエクステンダー フラスコ/濾過瓶/メスシリンダー 25～250ml φ12×124 ¥84,000

OLU30 （φ12mm） 231570 連続ホルダー 試料の外部循環による連続処理 連続処理用 φ52×115 ¥200,000

OLU32 231571 カプラー φ12mm標準ホーンにマイクロチップステップ型を連結 － φ28×87.6 ¥68,000

OLU18 （φ20mm） 231564 標準ホーン ビーカー/遠沈管
LUH300 
φ20mm
標準ホーン

50～250ml φ38×119.5 ¥131,000

OLU34 （φ20mm） 231572 標準ホーン先端チップ 標準ホーン交換チップ － φ20 ¥13,000

OLU36 （φ20mm） 231573 ホーンエクステンダー フラスコ/濾過瓶/メスシリンダー 50～250ml φ20×127 ¥95,000

OLU38 （φ20mm） 231574 連続ホルダー 試料の外部循環による連続処理 連続処理用 φ52×115 ¥200,000

OLU40 231575 フットスイッチ 踏んでいる間超音波を照射
LUH150/
LUH300

－ φ76×H23 ¥20,000

OLU42 231576 スタンド コンバータの保持 － W420×D290×H837 ¥26,000

JK200 255080 アームジャッキ コンバータの昇降 － － ¥28,000

OLU44 231577 コンバータクランプ コンバータ取付 LUH150 － － ¥7,400

OLU46 231578 コンバータホルダー コンバータ取付 LUH300 － W90×D270×H30 ¥13,000

OLU48 231579 消音箱 運転騒音の遮蔽 LUH300 － W350×D350×H500 ¥84,000

ORE37 255745 ラボジャッキ 試料容器（ビーカー）の上げ下げ LUH150/300 － ｽﾃｰｼﾞW150×D150 ¥16,000

スタンド組合せ例

スタンドにLUH300コンバータ、コンバータホルダー、アーム
ジャッキをセットした例です。消音箱との併用は出来ませんの
で別途防音が必要です。

ホーン、チップ他、組み合わせ

LUH150

LUH300

カプラー

標準ホーンφ12mm

標準ホーンφ20mm

マイクロチップステップ型

マイクロチップテーパー型

先端チップ

エクステンダー

連続ホルダー


