ECE シリーズ UV 光硬化
フラッドランプ・システム
Dymax 社光硬化フラッドランプは、12.7 cm x 12.7 cm または 20.3 cm x 20.3 cm の領域におい
て普通の照射強度から強度の照射強度の光硬化を可能にした製品です。Dymax 社光硬化性材料を使用
した場合、通常 5〜30 秒で光硬化を実現します。これらのランプは操作が簡単で、シャッターの有無
にかかわらず使用できます。Dymax 社 UV フラッドランプは、卓上型硬化システムとして単独でお使
いになることも、または自動組立システムに組み込むこともできます。2,000 時間の電球寿命保証以
上の、業界でもとても劣化の少ない安定した照射強度を提供しています。

ECE 5000 UV 光硬化フラッドランプ・システム

特徴
強力な UV 光硬化ランプ（最大 225 mW / cm2）＊

標準システムにはメタルハライドバルブ（長波長）が
含まれていますが、2 つの追加電球オプション（短波
長と可視光）が注文可能です
安全インターロック付き 100％シールド

2 つのフラッドランプオプションが選択可能：12.7 cm x
12.7 cm、20.3 cm x 20.3 cm

簡単に調整可能なトレイ高

フットペダルや PLC で操作できるシャッター

バルブは 2,000 時間保証＊＊

ライトシールドドアが開いているとき、ランプは消灯

ランプ破裂による環境汚染

新規 ECE ライトシールドデザインによる光漏れの低減

ZIP シャッターのための再設計された取り付けプレー
トにより光漏れを低減します

* 標準的なメタルハライドバルブを使用して 7.62cm のランプ高さで Dymax 社 ACCU-CALTM 50
放射計（320-395nm）で測定しました。
** 保証は電球の点灯のみを保障します。 照射強度は保証対象外です。

ECE シリーズ UV 光硬化型フラッドランプ
Dymax 社は、UV 接着剤、コーティング、インクの迅速な硬化のために、ECE 2000 と ECE 5000
の 2 つのフラッドランプ・オプションを用意しています。
これらの UV フラッドランプは、20.3 cm x 20.3 cm までの範囲で中強度〜高強度を提供します。 シ
ールドやシャッターを追加することで、これらの UV 光硬化フラッドランプは、ターンキー・ベンチト
ップシステムとして使用することも、自動組立プロセスに組み込むこともできます。
いずれのモデルも、短波長（UVB）、長波長（UVA）、または最適化した可視光（V）を照射するバル
ブオプションで構成することができます。

ECE 5000 モジュール型電源、ハウジング

ECE 2000 モジュール型電源、ハウジング
仕様

ECE2000 モジュラー型

ECE-5000 モジュラー型

パーツ番号

40965＊

40915＊

105 mW/cm2

225 mW/cm2

硬化エリア

20.3 cm x 20.3 cm

12.7 cm x 12.7 cm

動作距離

5.08 cm – 15.2 cm

5.08 cm – 15.2 cm

22.9 cm x 26.7 cmｘ19.1 cm

17.2 cm x 17.2 cmｘ20.3 cm

UVA(365nm)における初期標準照射
出力＊＊

リフレクタハウジング寸法
LxWxH
電源寸法

30.5 cm x 40.6 cmｘ10.8 cm

LxWxH

2,000 時間（照射強度の保証は対象外、点灯保障のみ）

バルブ保証

＜20%（2000 時間後）

標準劣化率

単相 100－240 VDC

電源
交換用バルブパーツ番号

＋/－10%

47－63Hz

38560 メタルハライド（標準、UVA、長波長）
36970 水銀（UVB、短波長）
36658 可視光

＊
＊＊

ご利用になる各地域に合わせた適切な電源コードが同梱されます。
照射強度の計測値は放射計の製品、製造会社によって大きく異なることがあります。
この照射強度は ACCU-CALTM 50 放射計で計測しました。

相対 照射 強度
波長 (nm)
標準メタルハライドバルブ（PN 38560）使用時の E CE
2000 および 5000 UV 光硬化フラッドランプの分光分
布。

時間（Hours）
Dymax 社のフラッドシステムによって提供される照射強
度は非常に劣化が少なく、連続使用では、最初の 2,000 時
間経過のバルブ劣化は 20％未満が標準です。電源オン/オ
フサイクル、温度、湿度、および動作環境はすべて、バル
ブの照射強度劣化に影響し、バルブ寿命に影響します。

シャッター
Dymax 社 UV 光硬化フラッドランプは、ウォームアップとクールダウンの時間が必要です。そのため、
ランプの電源をオン/オフすることで照射時間を制御することはできません。照射時間の制御はシャッ
ターを使用して照射時間の制御を行ってください。Dymax 社は、ECE 2000 および ECE 5000 フラ
ッドランプ硬化システムで使用するために、以下のシャッターを用意しています。

ZIPTM シャッター（開状態）

マニュアルシャッター（開状態）
マニュアルシャッター

ECE ZIPTM シャッター

パーツ番号

パーツ番号

35572

寸法
（ WxDxH ）

28.7 cm x 28.2 cm x 6.4 cm
低コストのルーバーシャッター。
シンプルな手動回転ノブでシャッターを
開閉。

説明

寸法
（ WxDxH ）

説明

40885
41097－ステンレス製カーテン交換キット
31.8 cm x 32.8 cm x 9.7 cm
電子カーテン型シャッター。
スイッチ、フットペダル、またはカスタムス
イッチ（または PLC）を介して作動。

シールド
Dymax 社は、UV 硬化型フラッド・システムに取り付け台キット、ライトシールドの 2 つのシールド
オプションを用意しています。

ライトシールド

フラッドランプ取り付け台キット
取り付け台キット
パーツ番号
寸法
（ WxDxH ）

説明

38290－ECE2000 取り付け台キット
38289－ECE5000 取り付け台キット
ECE2000：21.6 cm x 27.4 cm
ECE5000：17.8 cm x 15.5 cm
手作業で取り外せる簡単でコスト効率の良
い 3 面シールド。Dymax 社シャッターと互
換性はありません。

ECE ライトシールド
パーツ番号
内部寸法
（ WxDxH ）

外部寸法
（ WxDxH ）

説明

40785

35.5 cm x 31.8 cm x 21.1 cm

46.3 cm x 38.4 cm x 26.8 cm
360°シールド。上開きドア、スライド式
棚。Dymax 社シャッターと互換性がある。

各種ランプ/シャッター/シールド

パーツ番号

説明

ECE 2000

ECE 5000

モジュール（シールド又はシャッター付属無し）

40965

40915

取り付け台付き

40920

40970

ECE ライトシールド付き

40870

40900

ECE ライトシールド及びマニュアルシャッター付き

40790

40850

ECE ライトシールド及び ECE ZIPTM シャッター付き

40830

40840

＊ヨーロッパのお客様には、ヨーロッパ規格に準拠した電源コードが含まれます。

ACCU-CALTM 150 放射計は操作が簡単で、光硬化エネル
ギーの繰り返し測定が可能です。Dymax 社 ACCU-CALTM
150 は、UV フラッド・システムと UV コンベアから照射さ
れる UV 光を測定することができます。
P/N 40550
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