リークテストの新スタンダード

ヘリウムリークディテクタ

PHOENIXL 300

PHOENIXL 300
ヘリウムリークディテクタ

PHOENIXL 300 –
プレミアムクラスのヘリウムリークディテクタ
PHOENIXL 300 は、ワールド ワイドで ベストセラーと なった ULTRATEST UL 100､
UL100plus、UL200*、その後継機種であるL200、L200plus をさらに進化させたリーク
ディテクタです。 (* 旧ライボルト社製)
使用時のフレキシビリティ、卓越した耐久性、測定モードへの素早い移行、測定の正確さ
と高い信頼性－PHOENIXL 300 は、リーク検査における新しい標準を提起します。

PHOENIXL 300

PHOENIXL 300 Dry

PHOENIXL 300の用途例

モバイル リーク ディテクタ としても、生産
ライン、サービスワーク、どちらの 使用に

粗引きポンプにダイアフラムポンプを使用
した、完全にオイルフリーなリークディテク
タです。

 自動車産業関連部品

も適しています。
例えば冷蔵庫やエアコン産業において、
素早い測定モードへの移行と極めて素早
いレスポンスタイムは、生産時のリークテ
ストでの要求を全て満たします。

システムの ヘリウム汚染を防ぐ パージ機
能を有します。

オイルフリー ・ガス・インレットシステムに
よって、PHOENIXL 300は､オプティカル
システムのテスト及び 分析機器、半導体
分野にも応用されています。

粗引きポンプがなく、任意の大きさの粗引
きポンプを選択可能なタイプです｡（粗引き
ポンプは別売り）

 半導体装置・各種真空設備
 冷蔵庫・エアコンの製造ライン及び
関連部品
 分析機器 （真空技術応用機器）
 セラミック応用製品・水晶振動子

PHOENIXL 300 Modul

 高真空及び超高真空技術応用装置
 気密試験品質保証
 研究開発
 パワープラント

また､オプションのスニファープローブによ
り、スニファーリークディテクタ として使用
することもできます。

外部通信用接続 (リアパネル側)

PHOENIXL 300
ヘリウムリークディテクタ

PHOENIXL 300の特長

実感できる投資効果

 最少測定感度 5 ×10-13 Pa.m3 /sec

PHOENIXL 300は、お客様の求める漏れ
検査への厳しい要求を満たすべく開発され
ました。

以下
 高いヘリウム排出能力 （2.5 ℓ /sec)

ハードな使用環境下においてもPHOENIXL
300は正確な測定結果を素早く表示します。

＊従来機の2.5倍の排気速度

 インレット圧力 1500 Paで漏れ検査を
開始

下記のような性能とメンテナンス性の特長
により、お客様の貴重な時間とお金を節約
します。

 ヘリウム 汚染後の 素早い復帰 （5 分
以下）
＊高純度ヘリウム1 cc 注入後の

 ユーザーフレンドリー （取扱い易さ）
＊高感度・高排気速度・簡単な操作性

＜ E -9 Pa.m3 / sec までの時間

 オイルフリー・ガス・インレットシステム

 素早い立ち上がり､素早いシャットダウン

 He、3He、H2 の測定が可能

 信頼の高い測定結果

 電源オフ後、30 秒程度で移動可能

 高精度、高再現性

 トレンド／バーグラフ の 切り替え可能
なディスプレイ

 独自の質量分析装置と排気系システム
＊分析管内の汚染を最小限にし、長期
間安定して使用可能

 スニファーモード で 選択可能な g/a、
oz/y、ppm において、ヘリウム 漏れ量
を R134a の漏れ相当に換算

 イオンソースは フィラメントを 2 本内蔵、
断線時自動切換えにより､ダウンタイム
なし

 内部校正器による自動校正
 自由に設定 ・ 選択可能な 3 つ の トリ

 イオンソースは 3 年保証

ガー値
 Auto-Zero キーを押すだけのヘリウム

＊通常環境下における一般的な使用方法の場合

メンテナンス性を重視した内部デザイン

 ターボ分子ポンプ は、オーバーホール
までメンテナンスフリー

メンテナンスのダウンタイムを
最小限に

 日常のメンテナンスは､油回転ポンプの
オイル交換のみ
＊頻度は お客様の使用環境に 依存し
ます。推奨は1,000 時間毎

バックグランドサプレッション
 12 桁の測定レンジ
 RS232 による データアウトプット 及び
外部からの操作が可能
 ISO 9000 に準拠した内部校正器と証
明書付属

 PHOENIXL 300は、メンテナンスの必
要が生じたときには全てのコンポーネ
ントに素早くアクセスできるように設計
されて います。（ 簡単にカバーを 取り
外せます）
 機械系と 電気系は 完全に 分けられて
配置されており、相互干渉は 完全にあ
りません。
例えば、各種ポンプ のモーター等の熱
源は 電気系側に 干渉せずに、理想的
な空気流路によって冷却されます。
 質量分析計のプリアンプは金属容器に
密閉され、湿気等 の外的要因から守ら
れています。
 全ての内部パーツは、取り外し及び 交
換が容易に行えるようになっており､修
理 によるダウンタイムを 最小に抑える
ことができます。

PHOENIXL 300 用 カート

カスタムメイド PHOENIXL 340

テクニカルデータ
オーダーインフォメーション

PHOENIXL

テクニカルデータ
最小検出リーク量 (He)
真空法
スニファー法

Pa.m3 / sec

最大検出リーク量 (He）

Pa.m3 / sec

Pa.m3 / sec

300 Dry

300 Modul

≦ 5 x 10 -13
≦ 1 x 10 -8

≦ 3 x 10 -12
≦ 1 x 10 -8

≦ 5 x 10 -13 a) / ≦ 8 x 10 -13 b)
≦ 1 x 10 -8

1 x 10 -2
1500

Pa

最大測定可能圧力
粗引き排気速度

300

c)

m3/h

50 / 60 Hz
He 排気速度 d)

2.5 / 3

> 2.5

L/s

応答速度

s

<1

始動時間

min

≦2

消費電力

VA

寸 法 (W x H x D)

25 / 30 a) / 30 / 36 b)

1.6 / 1.8

420

350

350

495 x 456 x 314

mm

40

35.5

29.5

300

300 Dry

300 Modul

230 V AC、50 / 60 Hz

250 000

250 001

250 002

100 V AC、50 / 60 Hz

251 100

251 101

250 002

リモートコントローラ 4 m ケーブル付

252 002

252 002

252 002

スニファーライン 4 m

252 003

252 003

252 003

重 量

Kg

a) 油回転ポンプTRIVAC D 25 B 25 m3/ h 使用時
b) ドライスクロールポンプ 30 m3/ h 使用時
c) グロスリークフロー時も同様の排気速度
d) ファインリークフロー時

PHOENIXL

オーダーインフォメーション
PHOENIXL ヘリウムリークディテクタ

日本エリコンライボルト株式会社

販売代理店

横浜本社

大阪セールスオフィス

筑波 技術・サービス
センター

〒222-0033
横浜市港北区新横浜
3-23-3 東武AKﾋﾞﾙ4F

〒564-0037
大阪府吹田市川岸町5-13
日本ｴﾘｺﾝ(株)内

〒300-0315 茨城県
稲敷郡阿見町香澄の里21
筑波南第一工業団地

Tel: 045-471-3330
Fax: 045-471-3323

Tel: 06-4860-2212
Fax: 045-471-3323

Tel: 029-889-2841
Fax: 029-889-2838

E-mail: sales.vacuum.yh
@oerlikon.com

E-mail: sales.vacuum.os
@oerlikon.com

(横浜本社と兼用)

VTS

Vacuum Technology Systems

株式会社

ヴィティーエス

〒354-0015
E-mail: service.vacuum.iik
@oerlikon.com

■

■

■
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TEL 049-268-6570

FAX 049-252-6355
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