
www.julabo.de

JULABO GmbH 
Eisenbahnstraße 45
77960 Seelbach / Germany 
Tel.  +49 (0) 7823 51-0

Test Conditions
JULABO unit JULABO Presto A40
Cooling power +20 °C 0.5 kW
      0 °C 0.4 kW
   -20 °C 0.2 kW
Heating capacity 2.7 kW
Band limit No
Flow pressure 0.40 bar
Bath fl uid JULABO Thermal HL40
Reactor 10 liters glass reactor (Normag) 
 fi lled with 10 liter JULABO Thermal HL40
Control External (ICC)

Environment
Room temperature +20 °C
Humidity 45 %
Voltage 230 V / 50 Hz

Objective
This case study tests the cooling power of JULABO PRESTO® A40 with a 10 
liters glass reactor. The A40 is connected to the reactor via two 2.0 m metal 
tubings. The A40 is programmed to cool  down from +200 °C to +100 °C.

Test Results
See chart on back page: The A40 cooling process from +200 °C to 100 °C
in 1 h 10 min without overshoot. 
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Tip
You can also use 
the robust Pt100 
with PTFE coating.

More tips on
back page >>
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10リットルのガラス反応容器を用いて、+200℃から+100℃までの冷却運転を実施。
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目的　　　　　　　　　　　　　　　　　このケーススタディは10リットルガラス反応容器を使い、JULABO　Presto A40の冷却能力をテストします。　A40と10リットルのガラス反応容器とは、2.0mのメタルチューブで接続されています。　　A40は、+200℃から+100℃まで冷却されるようプログラムされています。
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環境周囲温度　　+20℃湿度　　　　45％電圧　　　　230V/50Hz
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テスト条件使用機種：JULABO　Presto　A40冷却能力：+20℃　　0.5kw               　0℃　　　0.4kw　　　　　　　-20℃　　0.2kwヒーター容量：2.7kw帯域制限：なしポンプ圧力：0.40bar使用液：JULABO サーマルHL40反応容器：10リットルガラス反応容器　　　　　　　容器内に10リットルのサーマルHL40を充填温度制御：外部制御　
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テスト結果　　　　　　　　　　　　　　　　　次のページの表を見てください。A40は、+200℃からアンダーシュートすることなく、1時間10分で+100℃まで到達する事が出来ました。
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その他機能：テフロンコーティングされたpt100センサーを使用しています。次のページにも情報があります。
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Tip
Make use of 
the option to 
regulate the pump 
pressure. You can 
defi ne the desired 
pressure in the 
PRESTO® settings.

Tip
The Ethernet inter-
face permits full 
access to all ope-
rational functions 
of the PRESTO®.
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その他機能：PRESTOの機能をイーサネットインターフェイスにて操作する事が可能です。
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設定温度　　　　
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ガラス反応容器内温度
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ガラス反応容器ジャケット温度
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冷却時間　1時間10分
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その他機能：ポンプ圧力を調整するためのオプションがあります。ユーザーにて、ポンプ圧力を設定する事が出来ます。
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　　　EasyTemp Professionalを使用


