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Test Conditions
JULABO unit JULABO PRESTO® W92tt
Cooling power +20 °C | 19.0 kW
      0 °C | 15.5 kW
   -20 °C | 9.5 kW
Heating capacity 36 kW
Band limit ohne
Flow pressure 0.33 bar
Bath fluid JULABO Thermal HL80
Reactor 100 liters glass reactor (Büchiglas)  
 filled with 100 liters Thermal HL80
Control External (ICC)

Environment
Room temperature +20 °C
Humidity 45 %
Voltage 3 x 400 V / 50 Hz

Objective
This case study tests the reproducibility of heat-up and cool-down processes 
of a JULABO PRESTO® W92tt  with a 100 liters glass reactor. The W92tt is 
connected to the reactor via two 2.0 m metal tubings. The W92tt is pro-
grammed to cycle between -20 °C and +60 °C.

Test Results
See chart on back page: The reactor was repeatedly heated up and cooled 
down between -20°C and +60°C with a PRESTO® W92tt. Heat-up and cool-
down processes were repeated exactly several times.
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Tip
You can also use 
the robust Pt100 
with PTFE coating.

More tips on 
back page >>

営業事務
テキスト ボックス
目的このケーススタディテストは100ℓのガラス容器をユラボプレストW92ttを使用し加熱冷却を行う。W92ttに2ｍのメタルチューブを接続する。W92ttは-２０℃と＋60℃のプログラムで行う。

営業事務
テキスト ボックス
環境室温　　20℃湿気　　45％電圧　　3×400 V / 50 Hz

営業事務
テキスト ボックス
テスト条件ユラボ装置:ユラボプレストW92tt冷却能力:＋20℃　19.0kW                     0℃　15.5kW                ‐20℃　9.5kWヒーター能力:36kWバンドリミット:なし吐出圧力: 0.33barバスリキッド:ユラボサーマルHL80リアクター:100ℓガラスリアクター（ブッヒガラス）　　　　　　  100ℓ容器にサーマルHL80を充填コントロール: 外部制御（ICC）

営業事務
テキスト ボックス
テスト結果次のページを参照：W92ttで加熱は-20℃～＋60℃間を加熱冷却を行う。加熱及び冷却のプロセスが正確に数回繰り返し動作を行った。

営業事務
テキスト ボックス
その他機能：頑丈なＰＴＦＥコーティングのPt100が使用可能次のページにも情報があります＞＞

営業事務
テキスト ボックス
ユラボプレスト　W92tt100ℓ容器で-20℃と＋60℃間の加熱冷却

営業事務
タイプライタ
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Setpoint

Temperature in reactor‘s interior

Temperature in reactor‘s jacket

Tip
Make use of 
the option to 
regulate the pump 
pressure. You can 
define the desired 
pressure in the 
PRESTO® settings.

Tip
The Ethernet inter- 
face permits full 
access to all ope-
rational functions 
of the PRESTO®.

Switch-over from 1-stage to 2-stage cascade operation for lower temperatures – 
without effect on the temperature within the application.

営業事務
テキスト ボックス
切り替え操作の1段側から2段側カスケードは低い温度でもアプリケーション内に影響しません。

営業事務
テキスト ボックス
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。

営業事務
テキスト ボックス
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。

営業事務
テキスト ボックス
EasyTempProfessionalを使用

営業事務
テキスト ボックス
設定温度

営業事務
テキスト ボックス
ガラス反応容器内温度

営業事務
テキスト ボックス
ガラス反応容器ジャケット温度


