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ロータリーエバポレーターR-300
『保証期間1年延長』のご提案

ぜひ
『保証期間1年延長プラン』を

ご検討ください !

『保証期間1年延長プラン』
価　 格：￥80,000/1台

対象製品：ロータリーエバポレーターR-300シリーズ
（セットで納品の I-300/300Pro、B-301/305、VacuBoxを含む）

『年間保守サービス』
延長保証プランの期間が終了した場合
には、『年間保守サービス』をご提供して
おりますので別途ご相談ください。

よくある話ですが…

• 故障したけどメーカーの保証が切れていた
• 修理費用の社内申請が大変
• あらかじめ機器の運用費用を固定したい

納入後の装置保証期間は1年になりますが、「保証期間1年延長プラン」に加入したいた
だくことで、保証期間終了後も1年間、同様の保証を得ることが可能となります。
万が一の故障時においても追加費用がなく安心してご使用いただくことができます。

【下記は対象外となります】
● 社内修理が基本になりますので、現地での修理対応は別途ご相談ください
● 消耗品（ 真空シール）  ● ガラス部品（ 冷却コンデンサー等 ）  ● 酸性溶媒等の使用で腐食が見られる場合
● 間違った使用方法で発生した不具合  ● 自然災害が原因の不具合

※  真空ポンプ（V-300）につきましては、別途￥35,000/1台で対応させていただき
ます。（単品での対応はいたしません）

※  2020年6月現在の価格となります。予告なく変更される場合もありますのでご了承ください。

今ならご契約いただいた方に
真空シール（R-300用）1個

プレゼント !



お得な情報・うれしい情報をお届けしています。
ぜひ、お友だち登録お願いします。
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nihon@buchi.com  |   www.buchi.com/jp-ja　

 〒110-0008  東京都台東区池之端 2-7-17  IMONビル 3F
  TEL： 03-3821-4777 FAX： 03-3821-4555
 〒532-0011  大阪市淀川区西中島 5-6-16新大阪大日ビル 4F
  TEL： 06-6195-9241  FAX： 06-6195-9251

本 社

大阪営業所

日本ビュッヒ株式会社

Quality in your hands

● このカタログに記載の価格および仕様、外観は2020年6月現在のものです。
● 製品改良のため、仕様および外観が予告なく変更されることがありますので、ご了承ください。
● カタログの色と実際の製品の色とは、多少異なる場合があります。
● 本カタログに記載の価格には消費税は含まれておりません。
● 本カタログに記載以外の、運送費、設置費などについては別途お問い合わせください。
● 追加アクセサリーや仕様についてご不明な点は別途お問い合わせください。
● ご使用の前に、必ず取扱説明書をお読みください。
● 有機溶媒を使用される際は、適切な排気装置が付いた部屋でご使用ください。
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BUCHI Laboratory Equipment 
Requirements prior to an IQ / OQ 
This document is intended to verify that all the environmental conditions, as well as the system require-
ments are appropriate and available, before performing an IQ / OQ. The document must be completed by 
the responsible person who will be accompanying the qualification.

Note: If the device is going to be installed in a fume hood, make sure that all the necessary connections (power, water, 
gas etc.) are available inside it.

The device is installed in a place where the following criteria OK Not Not
are fulfilled: OK required

Clean, steady and level surface (e.g. lab bench)

Consider the weight of the device!

Ambient temperature is between +5 and +40 °C

Installation site is not higher than 2000 meters above sea level

Relative humidity is not higher than 80 % for temperatures up to 31 °C
decreasing linearly to 50 % relative humidity at 40 °C

No direct exposure of the device to sunlight

Enough free space around the device (usually at least 30cm)
Consider the maximum device dimensions!

Voltage and frequency of the mains matches the unit specifications,
see unit shield or technical data for the correct specifications

Mains ground connection (earth) is available and has been verified

Analytical balance with calibration certificate
(necessary for Kjeldahl, PrepChrom and Encapsulator)

EX-proof room is in accordance with the device

Cooling water < 25 °C and flow rate > 1.2 L/min (not pulsed) *1

Compressed air, nitrogen (N2), carbon dioxide (CO2) etc. *2

Chemicals and reagents (not included in IQ / OQ set) *3

*1 Industrial Rotavapor 20 Liter. Flow rate > 2 L/min; 50 Liter. Flow rate > 3.5 L/min. All flow rates must be pulse-
free and not exceed 2.7 bar absolute pressure. Optional: Use of a Chiller

*2 For the gases which are necessary for performing the IQ / OQ as well as for the correct functioning of the device,
please refer to the operating instructions and IQ / OQ documentation for the necessary purity, as well as the quantity, 
pressure, size and type of connections.

*3 For the chemicals and reagents, which are necessary for performing the IQ / OQ as well as for the correct functioning 
of the device, please refer to the operating instructions and IQ / OQ documentation for the necessary quality and
quantity.

Company name (Capital letters): .…….………...………………… Date: …………………………………

Completed by (Capital letters): .……………………...……………. Signature: …...………………………

Please return this completed form (Fax or E-Mail) back to your IQ / OQ supplier, in order to arrange an appointment to 
carry out the IQ / OQ at your site.

To be completed by person performing the qualification:

Verified by (Capital letters): ........................................................ Date: …………………………………

Device name: ……...……………………………………………….. Signature: …...………………………

世界中において、ビュッヒはすべてのお客様にご満足いただける信頼できるサポート・サービスをご提供しています。
各種製品についての導入、使用方法、保守等に関するトータルなサービスをご提供しておりますので、どうぞお気軽
にご連絡ください。

お客様のサンプルに最適な装置なのか? 装置の操
作性はどうなのか? 等のご検討のため弊社ではラ
ボルームを設けております。また、装置をお持ちし
てお試しいただくことも可能です。ご検討の際は、
アプリケーションの知識が豊富なスタッフがサポー
トいたします。

弊社ではエバポレーター等の前処理装
置のみならず、ケルダール等の品質管理で
使用する定量用の分析装置もラインナップして
おります。予期せぬ故障を最小限に抑えるため、
お客様の使用頻度や重要
度にあわせて定期メンテ
ナンスの提案を行ってお
ります。（BMC：ビュッヒ
メンテナンスコントラク
トにつきましては弊社サー
ビスまでお問い合わせく
ださい）

弊社では、局法の融点や強熱残分等、さまざまなレ
ギュレ―ションに絡む装置を取り扱っております。
納品時の IQ/OQおよび定期校正等は、豊富な経験
と実績でお客様のご要望にお応えしております。

弊社の経験豊富なスタッフや外部講師
を招いて、アプリケ―ションを中心にした

セミナーや、お客様の会議室をお借りしてのイ
ンハウスセミナー、Webからのセミナー（Webinar）
を実施。また、現場もしくは弊社ラボルームにてオ
ペレーターの方に装置使用方法の再トレーニング
等を実施しております。

サンプルテスト・デモサポート

セミナー・トレーニング

IQ/OQ・日本薬局方・食品表示法・飼料分析法

メンテナンスサポート

ビュッヒの品質サービスソリューション

O
p

e
ra

te &
 Improve      Mainta

in
 &

 R
e
p
a
ir

  
  

  
  

 I
n

s
ta

ll 
&
 S

ta
rt 

up          Qualify &

 C
e
rtify

       

BUCHI
SERVICE
CIRCLE

SSTUSER
社名ロゴ用


