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流量比例式混入器 ドサトロン
モデルチェンジして⽇本新発売
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ご購入はサポートやメンテナンスも充実で安心なサンホープへ

サンホープは

社の正規輸入代理店です。

電源不要。接続された水流によって作動します。水量に応じて
液肥を確実に注入します。流れる水量が変化しても、希釈率は
一定ですので、安心して使用できます。

ＤＲ-６ＧＬ
取付口径：２０mm
農業用に最適化され紫外線
に強く、屋外使用での耐久
性が大幅にアップしました。

ＤＲ-７をＤＲＣに
取付ける場合には
別売りのマウント
アダプターが必要です。

ＤＲＣ
ドサトロン専用キャリー
ＤＲ６・７・８用
別売

■設置例
■バイパス設置

バルブ

ＤＲ-７
取付口径：３０mm

スプリンクラーシンカー

ＤＲ-２０
取付口径：５０mm
受注生産品
※逆止弁

電源不要
圧力調整弁
積算流量計
ディスクフィルター

スプリンクラーシンカー

DR-６GL

※逆止弁

※逆止弁
スクリーンフィルター

※液肥混入器をご使用する場合には、一次側に希釈した液肥が逆流しない
ように必ず一次側、二次側に逆止弁を取り付けて下さい。

■性能表
モデル名
希釈率
注入量
作動流量
作動圧力
圧力損失
取付口径
重量

ＤＲ６-GL
0.2%～2%
(1/500～1/50)
0.02～60L/時
0.16～50L/分
0.03～0.6MPa
(0.3～6Kgf/c㎡)
(温度40℃以下の時)
0.23MPa
(2.3Kgf/c㎡)
(最大流量時)

ＤＲ-７
0.2%～1.5%
(1/500～1/66)
0.2～67.5 L/時
1.67～75 L/分
0.05～0.6MPa
(0.5～6.0kgf/c㎡)
(温度40℃以下の時)
0.12MPa
(0.012kgf/c㎡)
(最大流量時)
１1/4ｲﾝﾁｵｽﾈｼﾞ
3/4ｲﾝﾁｵｽﾈｼﾞ
(30mm)
(20mm)
(メスネジソケット付)
2kg
3.2㎏

ＤＲ-２０
0.2%～2.0%
(1/500～1/50)
2～400L/時
16.7～333.3 L/分
0.012～1.0MPa
(0.12～10.0kgf/c㎡)
(温度40℃以下の時)
0.063MPa
(0.63kgf/c㎡)
(最大流量時)
２ｲﾝﾁｵｽﾈｼﾞ
(50mm)
(メスネジソケット付)
18.㎏

ＤＲ６-ＲＥ２
0.2%～2%
(1/500～1/50)
0.02～60L/時
0.16～50L/分
0.03～0.6MPa
(0.3～6Kgf/c㎡)
(温度40℃以下の時)
0.23MPa
(2.3Kgf/c㎡)
(最大流量時)
3/4ｲﾝﾁｵｽﾈｼﾞ
(20mm)
2kg

ＤＲ-６ＲＥ２
取付口径：２０mm
工業用に最適化され
薬品性に強く、薬品
の希釈に最適な一台です。

新型ＤＲ-８ＧＬ
NEW

ここが新しい！！
●チェック①
農業専用としてフルモデルチェンジ
●チェック②
紫外線による褪色が少ない
●チェック③
希釈倍率設定部の改良に
よりトラブルフリー
●チェック④
バイパスレバー付で
施肥・通水の切り替え可能
●チェック⑤
ユニオン式継手付属で
設置・メンテナンスが簡単

希釈率

0.2%～2.0%
(1/500) (1/50)

0.02～0.8MPa
作動圧力 (0.2～8.0kgf/c㎡)
(温度40℃以下の時)
0.12MPa
圧力損失 (1.2kgf/c㎡)
(最大流量時)

ドサトロンキャリー(別売)との
組み合わせで移動も楽々

各配管の流量
内径２０ｍｍの場合 ２０×２０÷１０＝４０ Ｌ/分
内径２５ｍｍの場合 ２５×２５÷１０＝６２.５Ｌ/分
内径３０ｍｍの場合 ３０×３０÷１０＝９０ Ｌ/分
内径４０ｍｍの場合 ４０×４０÷１０＝１６０ Ｌ/分
内径５０ｍｍの場合 ５０×５０÷１０＝２５０ Ｌ/分
(圧力０.２MPa、流速２ｍ/秒の時)
上記の配管の流量とドサトロンの最大流量を照ら
し合わせると各配管に対応したドサトロンは次の
ようになります。
ＤＲ-６ 最大流量： ５０ Ｌ/分：配管口径２０ｍｍ
ＤＲ-７ 最大流量： ７５ Ｌ/分：配管口径２５ｍｍ
ＤＲ-８ 最大流量：１３３.３Ｌ/分：配管口径３０ｍｍ～４０ｍｍ
ＤＲ-２０ 最大流量：３３３.３Ｌ/分：配管口径５０ｍｍ
ドサトロンを使用する場合にはこのことに十分注
意して下さい。この他ドサトロンを選定する場合に
はスプリンクラーやドリップチューブの総水量にも
気を付けて下さい。

DR-８ＧＬ

注入量 １～160 L/時
作動流量 8.3～133.3 L/分

取付口径：４０mm

ドサトロンの選定の仕方
ドサトロンには機種によって最大流量が決
まっています。
この最大流量を超えないように機種の選
定をしましょう。
ＤＲ-６ＧＬ最大流量： ５０ Ｌ/分
ＤＲ-７ 最大流量： ７５ Ｌ/分
ＤＲ-８ 最大流量：１３３.３Ｌ/分
ＤＲ-２０ 最大流量：３３３.３Ｌ/分
ドサトロンを選定する場合、配管口径の流
量も考慮する必要があります。
配管内の流量がドサトロンの最大流量を
超えてしまうとドサトロンを壊してしまうかも
しれませんので十分に気をつけて下さい。

モデル名

１1/2ｲﾝﾁｵｽﾈｼﾞ
(40mm)
取付口径
(ユニオンソケット付)
重量

ドサトロンは内部モーターが
水の力で上下運動をしています。
このモーターが最上部と
最下部にきたとき「カチッ」と
音がします。この上下運動を
カチッ
した時の「カチッ」とした音
２回で１ストロークと言います。

3.3㎏
カチッ

ドサトロンの流量の計り方
流量計が無い場合でも臨時にドサトロンの流量
を知ることができます。
ドサトロンの１ストローク分の容量
ＤＲ-６GL：０.５３Ｌ
ＤＲ-７ ：０.８Ｌ
ＤＲ-８ ：１.７Ｌ
ＤＲ-２０ ：５ Ｌ
この容量を使い１分間のストロークの回数をカ
ウントします。 このストローク数×ドサトロンの
容量＝１分間の流量となりドサトロンの流量を
知ることができます。もし１分で以下のストロー
ク(クリック)数を超えるようですとドサトロンは流
量オーバーしている可能性が大きいですので直
ちに使用を中止して下さい。

型番
ＤＲ-６ＧＬ
ＤＲ-７
ＤＲ-８
ＤＲ-２０

ストローク(クリック数) ストローク数による流量
９４(188) q =188
49.8Ｌ/分
９３(186) q =186
74.4Ｌ/分
７８(156) q=156 132.6Ｌ/分
６６(132) q=132 330 Ｌ/分

※q =60 １分間に６０回＝１秒１回

初めてドサトロンを設置し通水する場合には以下のことに注意して下さい。
ドサトロンは非常に精密に作られています。配管内にゴミや砂がありますと故障の原因になりますのでドサトロンを設置する場合にはドサトロンの一次側(前)に８０メ
ッシュ以上のフィルターを設置して下さい。ドサトロンに通水する前に配管内を水で満たして下さい。配管内に水が全くない状態でドサトロンに通水しますとドサトロ
ンに無理な負担がかかり破損する恐れがあります。
ドサトロンに通水する場合はバイパスのバルブを非常にゆっくりと操作して下さい。急激にドサトロンに水を流しますと無理な負担がかかり破損する恐れがあります。

■設置例
■バイパス設置

スプリンクラーシンカー

バルブ

圧力調整弁

スプリンクラーシンカー

積算流量計

DR-６GL

※逆止弁

ディスクフィルター

電源不要

※逆止弁

※逆止弁
スクリーンフィルター

※液肥混入器をご使用する場合には、一次側に希釈した液肥が逆流しな
いように必ず一次側、二次側に逆止弁を取り付けて下さい。

ドサトロンの選定の仕方
ドサトロンには機種によって最大流量が決
まっています。
この最大流量を超えないように機種の選
定をしましょう。
ＤＲ-６ＧＬ最大流量： ５０ Ｌ/分
ＤＲ-７ 最大流量： ７５ Ｌ/分
ＤＲ-８ＧＬ最大流量：１３３.３Ｌ/分
ＤＲ-２０ 最大流量：３３３.３Ｌ/分
ドサトロンを選定する場合、配管口径の流
量も考慮する必要があります。
配管内の流量がドサトロンの最大流量を
超えてしまうとドサトロンを壊してしまうかも
しれませんので十分に気をつけて下さい。
各配管の流量
内径２０ｍｍの場合 ２０×２０÷１０＝４０ Ｌ/分
内径２５ｍｍの場合 ２５×２５÷１０＝６２.５Ｌ/分
内径３０ｍｍの場合 ３０×３０÷１０＝９０ Ｌ/分
内径４０ｍｍの場合 ４０×４０÷１０＝１６０ Ｌ/分
内径５０ｍｍの場合 ５０×５０÷１０＝２５０ Ｌ/分
(圧力０.２MPa、流速２ｍ/秒の時)
上記の配管の流量とドサトロンの最大流量を照ら
し合わせると各配管に対応したドサトロンは次の
ようになります。
ＤＲ-６GL 最大流量： ５０ Ｌ/分：配管口径２０ｍｍ
ＤＲ-７ 最大流量： ７５ Ｌ/分：配管口径２５ｍｍ
ＤＲ-８GL 最大流量：１３３.３Ｌ/分：配管口径３０ｍｍ～４０ｍｍ
ＤＲ-２０ 最大流量：３３３.３Ｌ/分：配管口径５０ｍｍ
ドサトロンを使用する場合にはこのことに十分注
意して下さい。この他ドサトロンを選定する場合に
はスプリンクラーやドリップチューブの総水量にも
気を付けて下さい。

カチッ

カチッ

ドサトロンは内部モーターが
水の力で上下運動をしていま
す。このモーターが最上部と
最下部にきたとき「カチッ」と音が
します。この上下運動をした時の「カチッ」とした
音２回で１ストロークと言います。
ドサトロンの流量の計り方
流量計が無い場合でも臨時にドサトロンの流量
を知ることができます。
ドサトロンの１ストローク分の容量
ＤＲ-６GL：０.５３Ｌ
ＤＲ-７ ：０.８Ｌ
ＤＲ-８GL：１.７Ｌ
ＤＲ-２０ ：５ Ｌ
この容量を使い１分間のストロークの回数をカ
ウントします。 このストローク数×ドサトロンの
容量＝１分間の流量となりドサトロンの流量を
知ることができます。もし１分で以下のストロー
ク(クリック)数を超えるようですとドサトロンは流
量オーバーしている可能性が大きいですので直
ちに使用を中止して下さい。

型番
ＤＲ-６ＧＬ
ＤＲ-７
ＤＲ-８ＧＬ
ＤＲ-２０

ストローク(クリック数) ストローク数による流量
９４(188) q =188
49.8Ｌ/分
９３(186) q =186
74.4Ｌ/分
７８(156) q =156 132.6Ｌ/分
６６(132) q =132 330 Ｌ/分

※q =60 １分間に６０回＝１秒１回

初めてドサトロンを設置し通水する場合には以下のことに注意して下さい。
ドサトロンは非常に精密に作られています。配管内にゴミや砂がありますと故障の原因になりますのでドサトロンを設置する場合にはドサ
トロンの一次側(前)に８０メッシュ以上のフィルターを設置して下さい。ドサトロンに通水する前に配管内を水で満たして下さい。配管内
に水が全くない状態でドサトロンに通水しますとドサトロンに無理な負担がかかり破損する恐れがあります。
ドサトロンに通水する場合はバイパスのバルブを非常にゆっくりと操作して下さい。急激にドサトロンに水を流しますと無理な負担がかか
り破損する恐れがあります。

水と環境をコーディネートする企業
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