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グラスライニング製リアクター用

｢GL 製新型温度センサー｣ の商品化
The Commercialization of "New Glass-lined Thermo Sensor"

for Glass-lined Reactor
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Glass-lined reactors have been used for many years in pharmaceutical and chemical fields where a high
degree of corrosion resistance as well as of high product purity is required. In reactions such as
crystallization and synthesis using a glass-lined reactor, it is essential to have accurate control of
reaction temperature to insure by periodical calibration that the sensor is normal. Our company has
long supplied "GLASS SENSOR T" as glass-lined thermo sensor, however, it remained as a challenge
to improve accuracy and maintainablity. This report introduces the commercialization of a new glass-
lined thermo sensor improved in maintainablity and accuracy over the conventional sensor.
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１ ����=>データ O���secP

50C�� 90C��

43��センサー
タンタルチップeき
1 2 3

36
30
165

83
116
520
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