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プロダクトラインナップ

2 0 2 0 ～ 2 0 2 1

価格も本体もお手軽な光測定器
ライトアナライザー　LA-105 はハンディーで各種光源を測定できます。
PPFD※(400 ～ 700㎚ ) 合計値、　PFD(380 ～ 780㎚）合計値、
●青領域 (400 ～ 500㎚ ) 値、●緑領域 (500 ～ 600㎚ ) 値、
●赤領域 (600 ～ 700㎚ ) 値、●紫外領域 (380 ～ 400㎚ ) 値、
●赤外領域 (700 ～ 780㎚ ) 値、
5つの波長域の値を測定、表示、データ保存します。

※PhotosyntheticPhotonFluxDensity：光合成光量子束密度

光量子量測定装置ライトアナライザー光量子量測定装置ライトアナライザー

価格価格￥198,000￥198,000

型式 LA-105
寸法（㎜） H196 ×W78× D30

表示モード
1. ベーシックモード　2. スペクトルモード　3.PFD�

�4.PPFD　5.CIE モード
スペクトル波長範囲 380~780㎚

※詳細仕様はお問合せ下さい。

基本測定基本測定 PC接続での測定PC接続での測定 分離しての測定分離しての測定
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【調光仕様】人工気象器＜クローズド型＞【調光仕様】人工気象器＜クローズド型＞恒温 /恒温・恒湿　プラントフレック恒温 /恒温・恒湿　プラントフレック®® 搭載タイプ搭載タイプ　　　　

LEDLED調光 調光 
仕様仕様

調光可能な植物育成用蛍光灯型 LED「プラントフレックR」を標準装備！

•� 操作部は見やすい表示で扉部本体上部にあり、対話式液晶タッチパネルを採用して
いるので操作が簡単です。

•� L(P)H-□PFP/DT-S 型は温度、照度、(湿度)の定値運転と昼夜切替運転が行えます。
•� L(P)H- □ PFP/DT-SP 型はプログラム制御（実時刻方式 /運転積算時間方式）がで
きます。

•� 照明は 5面照射で、旧モデルと比較してより自然に近い様に天井照明をUPしてお
ります。0%時消灯、20~100%設定による無段階調光ができます。

•� LH 型の庫内排水は強制蒸発式のため、排水ホース・タンクが不要。
•� 温度・湿度制御は、3位置 (加熱は比例 )方式を採用しており、低ランニングコス
トです。

•� 省エネ機能を持たせた庫内内扉は、従来どおり上下 2枚扉としても、1枚扉仕様と
しても�使用いただけます。
※灯数制御型も受注生産で対応できる場合もございますので、お問い合わせください。�
※オプション：給水タンク設置台 (LPH型 )　￥32,400（寸法：W300× D400 × H900㎜）

240ℓシリーズ
型
式

薄桃 LH-241PFPT-S LPH-241PFPT-S LH-241PFPT-SP LPH-241PFPT-SP
電球色 LH-241PFDT-S LPH-241PFDT-S LH-241PFDT-SP LPH-241PFDT-SP

外寸（㎜） W760× D726 × H1,767
内寸（㎜） W512× D485 × H980

設定方式 定値運転 /昼夜切替方式（24h）
実時刻方式 (24h)/ 運転積算時間方式
（最大 999h59min/ ステップ )

最大 24ステップ /5パターン設定可　パターンリンク機能付
リピート ― 1～99回または無限回
制御方式 3位置制御方式、冷凍機・加湿器：ON/OFF 制御、加熱器：比例制御

温度（指示精度） ＋ 5～ 50℃± 1℃ ( 照明全点灯時：15℃～ )
湿度�

（指示精度） ― 50～ 80％ RH± 10％ RH
（+15～ 45℃） ― 50～ 80％ RH± 10％ RH�

（+15 ～ 45℃）
照度 薄桃：0～ 8,500㏓　　　電球色：0～ 15,000㏓　0( 消灯 )20 ～ 100％無段階調光

光量子量 薄桃：0～ 180μmolｍ-2s-1　　　　電球色：0～ 200μmolｍ-2s-1

光
源

照明 植物育成用蛍光灯型 LED　プラントフレック
灯数 天井・扉面：20W形　4灯× 2面　　左右背面 :40W形 4灯× 3面

運転電流(最大 ) 8A 12.5A 8A 12.5A
要求電源 単相 100V　50/60Hz　15A�Ｅ
価格 ￥1,190,000 ￥1,520,000 ￥1,290,000 ￥1,560,000

410ℓシリーズ
型
式

薄桃 LH-411PFPT-S LPH-411PFPT-S LH-411PFPT-SP LPH-411PFPT-SP
電球色 LH-411PFDT-S LPH-411PFDT-S LH-411PFDT-SP LPH-411PFDT-SP

外寸（㎜） W880× D806 × H1,875
内寸（㎜） W670× D565 × H1,100

設定方式 定値運転 /昼夜切替方式（24h）
実時刻方式 (24h)/ 運転積算時間方式
（最大 999h59min/ ステップ )

最大 24ステップ /5パターン設定可　パターンリンク機能付
リピート ― 1～99回または無限回
制御方式 3位置制御方式、冷凍機・加湿器：ON/OFF 制御、加熱器：比例制御

温度（指示精度） +5～ 50℃± 1℃ ( 照明全点灯時：15℃～ )

湿度�
（指示精度） ―

50～ 80%RH± 10%RH
(+15 ～ 45℃ )

50 ～ 90%RH± 10%RH
(+25 ～ 45℃ )

―

50～ 80%RH± 10%RH
(+15 ～ 45℃ )

50 ～ 90%RH± 10%RH
(+25 ～ 45℃ )

照度 薄桃：0～ 8,500lx　電球色：0～ 15,000lx　0( 消灯 )20 ～ 100％無段階調光
光量子量 薄桃：0~180μmolm-2s-1　　電球色：0~200μmolm-2s-1

光
源

照明 植物育成用 LEDランプ　プラントフレック
灯数 天井：20W形　6灯×1面　扉面・左右背面：40W形　4灯×4面

運転電流(最大 ) 10A 13.5A 10A 13.5A
要求電源 単相 100V　50/60Hz　15A�E
価格 ￥1,580,000 ￥1,870,000 ￥1,700,000 ￥1,910,000

LPH-411PFDT-SP

※温度センサ：白金測温抵抗体、湿度センサ：高分子薄膜容量式、加湿器：超音波式。※電源には庫内コンセント容量は含まれておりません。　庫内コンセントは1Aまで使用
可能です。※室温15℃～30℃以下の一般的な屋内で使用することを想定しています。使用状況により、所定の性能を発揮できない場合があります。※加湿器への給水は、純
水(蒸留水またはRO水)を使用して下さい。※温度と湿度の組み合わせにより、所定の性能を発揮できない場合があります。※庫内試料によっては、排水設備が必要な場合が
あります。※照明を点灯する場合は温度設定を15℃以上にしてください。※装置両側に30cm以上のスペースを確保ください。冷却機能が低下する原因になります。※指示
精度：温度/湿度は照明消灯時のものです。※高温、高湿度での長期間運転につきましては最寄りの営業所までご確認願います。



3

高光量人工気象器＜クローズド型＞高光量人工気象器＜クローズド型＞プラントフレックプラントフレック®® +高光量 LED搭載タイプ+高光量 LED搭載タイプ　　　　

LEDLED調光 調光 
仕様仕様スタンダードな人工気象器に、�

�植物育成用蛍光灯型 LED「プラントフレックR」�
と高光量 LEDを�搭載しました！
•� 操作部は見やすい表示で扉部本体上部にあり、対話式液晶タッチパネルを採用しているので操作が簡単です。
•� L(P)H-PFQ(P/D)T-S 型は温度、照度、(湿度 )の定値運転と昼夜切替運転が行えます。
•� L(P)H-PFQ(P/D)T-SP(C) 型はプログラム制御（実時刻方式 /運転積算時間方式）ができます。
•� LPH-PFQ(P/D)T-SPC 型は炭酸ガスの添加制御機能付きです。
•� ２段階風速可変機能付きで、風に弱い試料にも対応可能です。
•� 省エネ機能を持たせた扉は、従来どおり上下 2枚扉としても、
•� 1 枚扉仕様としても使用いただけます。
•� 標準でφ 40mmの測定口を本体上部に装備しております。
•� 湿度制御は、加湿制御・除湿制御・加除湿制御から選択可能です。
•� ※オプション：給水タンク設置台 (LPH型 )　￥32,400（寸法：W300× D400 × H900㎜）

型
式

薄桃 LH-411PFQPT-S LPH-411PFQPT-S LH-411PFQPT-SP LPH-411PFQPT-SP LPH-411PFQPT-SPC
電球色 LH-411PFQDT-S LPH-411PFQDT-S LH-411PFQDT-SP LPH-411PFQDT-SP LPH-411PFQDT-SPC

外寸（㎜） W880× D806 × H1,935
内寸（㎜） W670× D565 × H1,100

設定方式 定値運転 /昼夜切替方式（24h） 実時刻方式 (24h)/ 運転積算時間方式（最大 999h59min/ ステップ )
最大 24ステップ /5パターン設定可　パターンリンク機能付

リピート ― 1～99回または無限回

制御方式 3位置制御方式、冷凍機・加湿器 :ON/OFF 制御、加熱器 :比例制御

温度（指示精度） ＋ 5～ 50℃± 1℃ ( 照明全点灯時：15℃～ )

湿度�
（指示精度） ―

50～80%RH± 10%RH�
(+15 ～ 45℃ )

50 ～ 90%RH± 10%RH�
(+25 ～ 45℃ )

― 50～80%RH± 10%RH(+15 ～ 45℃ )
50 ～ 90%RH± 10%RH(+25 ～ 45℃ )

照度 薄桃：0～ 18,500㏓　　　電球色：0～ 76,000㏓　（0％ ( 消灯 )、20～ 100％無段階調光）
光量子量 薄桃：0～ 640μmolｍ-2s-1　　　　電球色：0～ 930μmolｍ-2s-1

光
源

照明 天井：植物育成用高光量 LED　扉面・左右背面：植物育成用蛍光灯型 LED　プラントフレック
灯数 天井：600W形　1灯　扉面・左右背面：40W形　4灯× 4面

炭酸ガス濃度 ― 大気濃度～3,000ppm
運転電流 (最大 ) 16A 19.5A 16A 19.5A
要求電源 単相100V　50/60Hz�20A Ｅ 単相 100V　50/60Hz�30A Ｅ 単相 100V　50/60Hz�20A Ｅ 単相 100V　50/60Hz　30A�Ｅ
価格 ￥2,080,000 ￥2,370,000 ￥2,200,000 ￥2,410,000 ￥2,760,000

LPH-411PFQDT-SP

※温度センサ：白金測温抵抗体、湿度センサ：高分子薄膜容量式、加湿器：超音波式、炭酸ガス濃度センサ：非分散型赤外線分光方式。※電源には庫内コンセント容量
は含まれておりません。庫内コンセントは１Aまで使用可能です。※室温 15℃～ 30℃以下の一般的な屋内で使用することを想定しています。使用状況により、所定の
性能を発揮できない場合があります。※照明を点灯する場合は温度設定を 15℃以上にしてください。※装置両側に 30cm以上のスペースを確保ください。冷却機能が
低下する原因になります。※指示精度：温度 /湿度は照明消灯時のものです。※加湿器への給水は、純水 (蒸留水または RO水 ) を使用して下さい。※波長特性により、
薄桃色と電球色の照度・光量が異なります。※照度・光量は下段棚の平均値です。※PWM調光制御のため、低出力設定時にちらつきが見えることがあります。※高温、
高湿度での長期間運転につきましては最寄りの営業所までご確認願います。

分光分布図：光量子量比率

薄桃色

電球色
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人工気象器＜クローズド型＞人工気象器＜クローズド型＞恒温 /恒温・恒湿　蛍光灯タイプ恒温 /恒温・恒湿　蛍光灯タイプ　　　　

蛍光蛍光灯灯灯数 灯数 
制御制御スタンダードなクローズド型人工気象器です。

•� 操作部は見やすい表示で扉部本体上部にあり、対話式液晶タッチパネルを採用
しているので操作が簡単です。

•� L(P)H- □ S型は温度、照度、(湿度 )の定値運転と昼夜切替運転が行えます。
•� L(P)H- □ SP 型はプログラム制御（実時刻方式 /運転積算時間方式）ができます。
•� 照明は 5面照射で、旧モデルと比較して上面の光を強化することで、自然に近
い様に光量をUPしております。

•� LH 型の庫内排水は強制蒸発式のため、排水ホース、タンクが不要。
•� 温度・湿度制御は、3位置 (加熱は比例 )方式を採用しており、低ランニングコ
ストです。

•� 省エネ機能を持たせた庫内内扉は、従来どおり上下 2枚扉としても、1枚扉仕
様としても使用いただけます。

•� 2 段階風速可変機能付きで、風に弱い試料にも対応可能です。
•� 標準でφ 40mmの測定口を本体上部に装備しております。　　
•� 湿度制御は , 加湿制御・除湿制御・加除湿制御から選択可能です。
•� ※オプション：給水タンク設置台(LPH型)　￥32,400（寸法：W300×D400×H900㎜）

240ℓシリーズ
型式 LH-241S LPH-241S LH-241SP LPH-241SP

外寸（㎜） W760× D726 × H1,767
内寸（㎜） W512× D485 × H980

設定方式 定定値運転 /昼夜切替方式 (24h)
実時刻方式 (24h)/ 運転積算時間方式�
（最大 999h59min/ ステップ )

最大 24ステップ /5パターン設定可　パターンリンク機能付
リピート ― 1～99回または無限回
制御方式 3位置制御方式、冷凍機・加湿器：ON/OFF 制御、加熱器：比例制御

温度（指示精度） ＋ 5～ 50℃± 1℃ ( 照明全点灯時：15℃～ )
湿度�

（指示精度） ― 50～ 80％ RH± 10％ RH�
(+15 ～ 45℃ ) ― 50～ 80％ RH± 10％ RH�

(+15 ～ 45℃ )
照度 0～ 35,000lx　（灯数制御※1　消灯を含む 9段階）

光量子量範囲 0～ 460μmolｍ-2s-1

光
源

照明 3波長型昼白色　Hf型蛍光灯ランプ　インバータ型
灯数 扉面・天井：16W形　4灯×2面　左右背面：32W形　4灯×3面

運転電流(最大 ) 13A 17.5A 13A 17.5A
要求電源 単相100V　50/60Hz　15AＥ 単相 100V　50/60Hz　20AＥ 単相100V　50/60Hz　15AＥ 単相100V　50/60Hz　20AＥ
価格 ￥1,070,000 ￥1,400,000 ￥1,170,000 ￥1,440,000

410ℓシリーズ
型式 LH-411S LPH-411S LH-411SP LPH-411SP

外寸（㎜） W880× D806 × H1,875
内寸（㎜） W670× D565 × H1,100

設定方式 定値運転 /昼夜切替方式 (24h)
実時刻方式 (24h)/ 運転積算時間方式�
（最大 999h59min/ ステップ )

最大 24ステップ /5パターン設定可　パターンリンク機能付
リピート ― 1～99回または無限回
制御方式 3位置制御方式、冷凍機・加湿器：ON/OFF 制御、加熱器：比例制御

温度（指示精度） ＋ 5～ 50℃± 1℃ ( 照明全点灯時：15℃～ )

湿度�
（指示精度） ―

50～ 80%RH± 10%RH
(+15 ～ 45℃ )

50 ～ 90%RH± 10%RH
(+25 ～ 45℃ )

―

50～ 80%RH± 10%RH
(+15 ～ 45℃ )

50 ～ 90%RH± 10%RH
(+25 ～ 45℃ )

照度 0～ 35,000lx　（灯数制御※1　消灯を含む 9段階）
光量子量範囲 0～ 460μmolｍ-2s-1

光
源

照明 3波長型昼白色　Hf型蛍光灯ランプ　インバータ型
灯数 天井：16W形　6灯× 1面　扉面・左右背面：32W形　4灯× 4面

運転電流(最大 ) 16.5A 20A 16.5A 20A
要求電源 単相100V　50/60Hz　20AＥ 単相100V　50/60Hz　30AＥ 単相100V　50/60Hz　20AＥ 単相100V　50/60Hz　30AＥ
価格 ￥1,400,000 ￥1,690,000 ￥1,520,000 ￥1,730,000

LPH-411SP 給水タンク設置台

※温度センサ：白金測温抵抗体、湿度センサ：高分子薄膜容量式、加湿器：超音波式。　※電源には庫内コンセント容量は含まれておりません。庫内コンセントは 1A
まで使用可能です。　※室温 15℃～ 30℃の一般的な屋内で使用することを想定しています。使用状況により、所定の性能を発揮できない場合があります。　※温度と
湿度の組み合わせにより、所定の性能を発揮できない場合があります。　※加湿器への給水は、純水 (蒸留水または RO水 ) を使用して下さい。　※庫内試料によって
は、排水設備が必要な場合があります。　※照明を点灯する場合は温度設定を 15℃以上にしてください。　※装置両側に 30cm以上のスペースを確保ください。冷却
機能が低下する原因になります。　※指示精度：温度 /湿度は照明点灯時のものです。　※高温、高湿度での長期間運転につきましては最寄りの営業所までご確認願い
ます。　※注１　搭載部品（安定器）の生産終了に伴い、照度の仕様を変更させて頂きます。(2019.3.27)
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人工気象器＜オープン型＞人工気象器＜オープン型＞プラントフレックプラントフレック®® 搭載タイプ搭載タイプ

人工気象器＜オープン型＞人工気象器＜オープン型＞

蛍光蛍光灯灯

LEDLED

灯数 灯数 
制御制御

灯数 灯数 
制御制御

植物育成用蛍光灯型 LED「プラントフレックR®｣ を標準搭載！
•� 自然光を共用した実験・研究に最適です！

•� 操作タッチパネルは、見やすい日本語・実時刻表示で、本体上部にあり、�
�操作がラクに行えます。

•� 2 重断熱ガラス・5面構造で、内部の観察が容易。

自然光を共用した実験・研究に最適です！
•� 操作タッチパネルは、見やすい日本語・実時刻表示で、本体上部にあり、
操作がラクに行えます。

•� 2 重断熱ガラス・5面構造で、内部の観察が容易。

型式
薄桃 LH-240PFP-N LH-410PFP-N
電球色 LH-240PFD-N LH-410PFD-N

外寸（㎜） W796× D663 × H1,749 W960 × D747 × H1,864
制御方式 定値運転 /昼夜切替運転　切替式

温度（指示精度） ＋ 5～ 50℃± 1℃
照明 植物育成用蛍光灯型 LED　プラントフレック

要求電源 単相 100V　50/60Hz　15AＥ
価格 ￥890,000 ￥1,360,000

型式 LH-240N LH-410N
外寸（㎜） W796× D663 × H1,749 W960 × D747 × H1,864
設定方式 定値運転 /昼夜切替運転　切替式

温度（指示精度） ＋ 5～ 50℃± 1℃
照度 設置環境～ 7,500㏓　灯数制御
要求電源 単相 100V　50/60Hz　15AＥ
価格 ￥830,000 ￥1,300,000

【調光仕様】人工気象器＜クローズド型＞【調光仕様】人工気象器＜クローズド型＞恒温・恒湿・炭酸ガス濃度添加制御　プラントフレック恒温・恒湿・炭酸ガス濃度添加制御　プラントフレック®® 搭載タイプ搭載タイプ　　　　

スタンダードなクローズド型人工気象器に植物育成用蛍光灯型LED
「プラントフレックR」と炭酸ガスの添加制御機能を装備しました。
温度・湿度は3位置制御を採用しており、省エネです。�
炭酸ガス濃度と植物育成速度の相関等にご使用いただけます。
•� LPH-241/411PFP/DT-SP の機能を全て装備しています。
•� 炭酸ガス濃度は設置環境濃度～ 3,000ppmまで制御可能です（添加制御）。
•� 操作は、温度・湿度・照明 ･炭酸ガス濃度を扉上部の液晶パネルにて設定
します。

•� 温度・湿度・照明はプログラム制御が可能です。
※オプション：給水タンク設置台 (LPH型 )　￥32,400（寸法：W300× D400 × H900㎜）
※炭酸ガス除去ユニット LPH-411PFDT-SPC

型式 薄桃 LPH-241PFPT-SPC LPH-411PFPT-SPC
電球色 LPH-241PFDT-SPC LPH-411PFDT-SPC

外寸 (㎜ ) W760 × D726 × H1,767 W880 × D806 × H1,875
内寸 (㎜ ) W512 × D485 × H980 W670 × D565 × H1,100

温度 ( 指示精度 ) ＋ 5～ 50°± 1℃　（照明全点灯時：15℃～）
湿度 (指示精度 ) 50～80％RH±10％RH(+15～45℃) 50～80%RH±10%RH(+15～45℃)　50～90%RH±10%RH(+25～45℃)�

照度 薄桃：0～ 8,500lx　　電球色：0～ 15,000lx　0( 消灯 )20 ～ 100％無段階調光
光量子量 薄桃：0～180μmolm-2s-1　　電球色：0～200μmolm-2s-1

光源 照明 植物育成用蛍光灯型 LED　プラントフレック
灯数 天井・扉面：20W形　4灯×2面　左右背面：40W形　4灯×3面天井：20W形　6灯×1面　扉面・左右背面：40W形　4灯×4面

炭酸ガス濃度 設置環境濃度～ 3,000ppm
運転電流 (最大 ) 12.5A 13.5A
要求電源 単相 100V　50/60Hz15A　E
価格 ￥1,980,000 ￥2,260,000

※室温 15℃～ 30℃以下の一般的な屋内で使用することを想定しています。　※使用状況により、所定の性能を発揮できない場合があります。※温度センサ：白金測温抵抗体　湿
度センサ：高分子薄膜容量式　※指示精度：温度 /湿度は照明消灯時のものです。　※高温、高湿度での長期間運転につきましては最寄りの営業所までご確認願います。

LEDLED調光 調光 
仕様仕様

プログラム制御のLPH型�
プログラムは24ステップ/5パターン、�

パターンリンク機能付き

電球色

薄桃

LH-240PFP-N

LH-240N
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人工気象器＜小型・クローズド型＞人工気象器＜小型・クローズド型＞プラントフレックプラントフレック®® 搭載タイプ搭載タイプ

人工気象器＜小型・オープン型＞人工気象器＜小型・オープン型＞プラントフレックプラントフレック®® 搭載タイプ搭載タイプ

人工気象器＜小型・クローズド型 /オープン型＞人工気象器＜小型・クローズド型 /オープン型＞

LEDLED

LEDLED

灯数 灯数 
制御制御

灯数 灯数 
制御制御

蛍光蛍光灯灯
灯数 灯数 
制御制御

スタンダードな小型のクローズド型人工気象器に�
植物育成用蛍光灯型 LED「プラントフレックR」を搭載！
•� 操作タッチパネルは見やすい日本語表示・実時刻表示で体上部にあり、�
操作がラクに行えます。

型
式

薄桃 LH-120PFP-S LH-120PFP-SP
電球色 LH-120PFD-S LH-120PFD-SP

外寸 (㎜ ) W586 × D674 × H1,571

設定方式 定値運転 /昼夜切替運転　切替式
ステップ状プログラム�
実時刻方式 (24 時間 )�
�9 ステップ /3パターン�
27 ステップ /1パターン

温度(指示精度) ＋ 5～ 50℃± 1℃
照度 薄桃：0～ 9,000㏓　　電球色：0～ 16,500lx　灯数制御

光量子量範囲 薄桃：0～ 186molm-2s-1　　電球色：0～ 224molm-2s-1

要求電源 単相 100V　50/60Hz　15AＥ
価格 ￥860,000 ￥960,000

自然光を利用したオープン型の人工気象器です。�
照明は植物育成用蛍光灯型 LED「プラントフレックR」を搭載！
•� 2 重断熱ガラス・5面構造で内部の観察が容易です。植物や昆虫実験に最適です。

•� 温度制御は、3位置方式を採用しており、低ランニングコストです。

•� 送風循環方式により、温度分布も良好です。

型
式

薄桃 LH-120PFP-RD LH-120PFP-RDCT
電球色 LH-120PFD-RD LH-120PFD-RDCT

外寸 (㎜ ) W635 × D602 × H1,519
設定方式 定値運転 定値運転 /昼夜切替運転　切替式

温度(指示精度) ＋ 5～ 50℃± 1℃（照明点灯時：15℃～）
光
源

照明 植物育成用蛍光灯型 LEDプラントフレック
灯数 左右背面 20W形× 12灯　　天井 10W形× 4灯

要求電源 単相 100V　50/60Hz　15AＥ
価格 ￥605,000 ￥705,000

■小型・オープン型
型式 LH-120RD LH-120RDCT

外寸（㎜） W635× D602 × H1,519
設定方式 定値運転 定値運転 /昼夜切替運転　切替式

温度(指示精度) ＋ 5～ 50℃± 1℃
照度 設置環境～ 7,000lx　灯数制御
要求電源 単相 100V　50/60Hz　15AＥ
価格 ￥545,000 ￥645,000

■小型・クローズド型
型式 LH-120S LH-120SP

外寸 (㎜ ) W586 × D674 × H1,571

設定方式
定値運転 /�

昼夜切替運転　切替式

ステップ状プログラム�
実時刻方式(24時間)�
9ステップ/3パターン�
27ステップ/1パターン

温度(指示精度) ＋ 5～ 50℃± 1℃
照度 0～ 18,000㏓　灯数制御
要求電源 単相 100V　50/60Hz　15AＥ
価格 ￥800,000 ￥900,000

電球色

電球色

薄桃

薄桃

LH-120PFP-S

LH-120PFD-RD

LH-120RD LH-120S
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大型環境調節装置＜HCシリーズ＞大型環境調節装置＜HCシリーズ＞

照明育成棚＜プラントフレック照明育成棚＜プラントフレック®® 搭載タイプ＞搭載タイプ＞

育成棚＜蛍光灯タイプ＞育成棚＜蛍光灯タイプ＞

LEDLED

蛍光蛍光灯灯

植物育成用蛍光灯型 LED「プラントフレック®」を搭載！灯数の選択が可能。植物工場、恒温室に！
•� 照明の灯数は、1段につき 2／ 4／ 6／ 8／ 10灯から選択できます。
•� 照明は、段ごとにON/OFF 可能です。
•� 育成棚の段数は 4段以外にもオプションで 2～ 6段まで選択できます。
•� 棚間隔は、変更可能です。
•� タイマにより照明のON/OFF 制御が可能。

型式
薄桃：LS-1520PFP- ／電球色：LS-1520PFD-

4-2L 4-4L 4-6L 4-8L　 4-10L
外寸 (㎜ ) W1,518 × D613 × H1,892(+118)

光
源

照明 植物育成用蛍光灯型 LEDプラントフレック　18Ｗ
灯数×段数 2灯× 4段 4灯× 4段 6灯× 4段 8灯× 4段 10灯× 4段
照明タイマ 24Ｈタイマ（最小値 15min 間隔）
価格 ￥430,000 ￥490,000 ￥550,000 ￥610,000 ￥670,000

•� 照明灯 40Wは各段に 4本付いています（4段）。
•� 照明灯と安定器は分離しており、照明スペースが薄く、棚間が広くとれます。
•� 照明用安定器は高力型の省エネタイプです。
•� 安定器が棚上部にあるので、各棚の余分な発熱を最小限に抑えられます。
•� 分解・組み立てが自在です。

型式 LS-1520-4-4L
外寸（㎜） W1,518 × D613 × H1,892(+120)
棚 ４段
照明 40W×4灯×4段　高力型インバータ安定器別置　タイマ格段共通　スイッチ各段
価格 ￥350,000

既設育成棚の蛍光灯から LED仕様への改造も承ります。

大きな容量を目的に応じて�
自由にセレクトできる空間を提供します

※オプション：棚仕様（棚数・灯数）の変更が可能です。�

■大型低温恒温装置
型式 HCLP-880 HCLP-880FL-3-3L HCLP-880PFP/D-3-4L HCLP-1240 HCLP-1240FL-3-5L HCLP-1240PFP/D-3-6L

内容量（ℓ） 880 1240
外寸（㎜） W967× D844 × H1,980 W1,350 × D844 × H1,980
内寸（㎜） W850× D703 × H1,466 W1,200 × D703 × H1,466
温度 ＋ 4～ 40℃
湿度 なりゆき

照明棚 ― 蛍光灯　20W�
3 灯× 3段

植物育成用 LED　20W形�
薄桃 /電球　4灯× 3段

―
蛍光灯　20W�
5 灯× 3段

植物育成用 LED　20W形�
薄桃 /電球　6灯× 3段

運転電流（最大）�
（コンセント容量不含） 6A 9A 8A 6A 10A 9A

要求電源 単相 100V　50/60Hz　15A　E
価格 ￥840,000 ￥1,040,000 ￥1,090,000 ￥880,000 ￥1,130,000 ￥1,190,000

■大型恒温恒湿装置
型式 HCLPH-880 HCLPH-880FL-3-3L HCLPH-880PFP/D-3-4L HCLPH-1240 HCLPH-1240FL-3-5L HCLPH-1240PFP/D-3-6L

内容量（ℓ） 880 1240
外寸（㎜） W1,144 × D844 × H1,980 W1,527 × D844 × H1,980
内寸（㎜） W850× D703 × H1,466 W1,200 × D703 × H1,466
温度 +4℃～ 40℃
湿度 55～ 85%RH　± 10％ (18 ～ 40℃ )

照明棚 ― 蛍光灯　20W�
3 灯× 3段

植物育成用 LED　20W形�
薄桃 /電球　4灯× 3段

―
蛍光灯　20W�
5 灯× 3段

植物育成用 LED　20W形�
薄桃 /電球　6灯× 3段

運転電流（最大）�
（コンセント容量不含） 7A 10A 8A 7A 11A 10A

要求電源 単相 100V　50/60Hz　15A　E
価格 ¥1,440,000 ￥1,640,000 ￥1,690,000 ￥1,480,000 ￥1,730,000 ￥1,790,000

HCLP-1240
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卓上型人工気象器＜プラントフレック卓上型人工気象器＜プラントフレック®® 搭載タイプ＞搭載タイプ＞

高光量 LED照明ユニット「ハイエネライト」高光量 LED照明ユニット「ハイエネライト」

卓上型人工気象器＜蛍光灯搭載タイプ＞卓上型人工気象器＜蛍光灯搭載タイプ＞

植物育成用蛍光灯型 LED「プラントフレックR」を搭載！�
植物に特化した分光分布！
•� LH-60PF□3-DTは4面ガラス透視型(オープン型)、LH-60PF□12-DTは�
�遮光板付き(簡易クローズド型)です。

•� LEDは植物育成に特化した分光分布で、薄桃と電球色の2種類があります。
•� 温度は＋15℃～45℃まで制御でき、3位置制御を採用しており省エネです。
•� 照明は、LH-60PF □ 3-DT は天井部にプラントフレックを 3灯、LH-60PF □
12-DT は天井部・側面 3方にプラントフレックを各 3灯装備しています。昼夜切替
運転、切替式です。

•�

型
式

薄桃 LH-60PFP3-DT LH-60PFP12-DT
電球色 LH-60PFD3-DT LH-60PFD12-DT

外寸 (㎜ ) W435 × D444.5 × H942 W608 × D524 × H942
設定方式 昼夜切替：照明ON/OFF 時刻設定 (1 回 /1 日 )　変温時刻設定 (1 回 /1 日 )

温度 ( 指示精度 ) ＋ 15～ 45℃± 2℃（照明点灯時：+20℃～ 45℃）

照明 植物育成用蛍光灯型 LEDプラントフレック�
10W× 3灯

植物育成用蛍光灯型 LEDプラントフレック�
10W× 3灯× 4面

価格 ￥320,000 ￥520,000

調光可能な高光量の LEDユニットです
•� 高光量を必要とする植物育成に最適な発光スタイルを�
実現しました！�
�100V15Aのコンセントに接続可能です。��
育成棚や、温室等でも使用できます。

•� スチールラック取付金具付きです。�
特注の取付金具も制作可能です。

■照明ユニット
型
式

薄桃 PFQ-600PT
電球色 PFQ-600DT

外寸 (㎜ ) W550 × D390 × H187
材質 本体：鋼板　仕上：樹脂焼付塗装
消費電力 600W（150W× 4）

光量子量�
（ランプ直下 30㎝）

薄桃 0～ 1,100µmolm-2s-1

電球色 0～ 1,500µmolm-2s-1

奨励寿命（ｈ） 約 30,000※設置環境により異なります

重量（kg) 13.1

■電源ユニット
型式 PFQ-600BB
調光 PWM式デジタル調光方式

照明タイマ 24時間タイマ　昼夜 2段切替
外寸（㎜） W190× D208.5 × H156.5
材質 本体：鋼板　仕上：樹脂焼付塗装
運転電流 6A
要求電源 単相　100V　50/60Hz　15A

LEDLED

蛍光蛍光灯灯
コンパクトな卓上型
•� 温度は、＋15～45℃(照明点灯時：+20～45℃)まで制御できます。
•� LH-60FL3-DTは、4面ガラス透視型、LH-60FL12-DTは、クローズド型�
(遮光板付き)です。

•� 照明は、LH-60FL3-DTは、蛍光灯3灯、LH-60FL12-DTは�
天井部・側面3方に蛍光灯を各3灯装備しています。

•� 照明と温度はタイマにより、各1日1回切り替え制御できます。�

型式 LH-60FL3-DT LH-60FL12-DT
外寸 (㎜ ) W435×D445×H942 W608×D524×H942
設定方式 昼夜切替：照明ON/OFF 時刻設定 (1 回 /1 日 )　変温時刻設定 (1 回 /1 日 )

温度(指示精度) ＋15～45℃±2℃（照明点灯時：+20℃～45℃）
照明 蛍光灯10W×3灯 蛍光灯10W×3灯×4面
価格 ￥280,000 ￥380,000

●照明ユニット（PFQ-600P/DT) ＋電源ユニット（PFQ-600BB）　￥300,000　　●照明ユニット単品（PFQ-600P/DT)　￥170,000
※ LED自身、照明ユニット、電源ユニットは発熱しています。これを効率よく放熱することは LEDの寿命に大きく影響します。そのため密閉した空間や断熱処理された箇所、熱源のそ
ばや器具同士を近接して設置する場合などには影響が生じることがありますのでご注意ください。また、器具やランプを紙や布などでおおったり燃えやすいものに近づけないでください。�火
災や器具過熱の原因となります。設置環境のご相談は弊社担当者までお申し付けください。※植物によっては育成に不向きな場合もございます。

LH-60FL3-DT LH-60FL12-DT

LH-60PFD12-DT

LH-60PFP3-DT
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植物育成用蛍光灯型 LED「プラントフレック植物育成用蛍光灯型 LED「プラントフレック®®」」

型式 薄桃 電球色
PF10-S4WT8-P PF15-S5WT8-P PF20-S9WT8-P PF40-S18WT8-P1＊ PF10-S4WT8-D1＊ PF15-S5WT8-D1＊ PF20-S9WT8-D1＊ PF40-S18WT8-D1＊

ランプ形 10W形 15W形 20W形 40W形 10W形 15W形 20W形 40W形

分光分布図�
光量子量比率�
( 参考 )

ＬＥＤ
チップ数

25個× 2列�
合計 50個

35個× 2列�
合計 70個

65個× 2列�
合計 130個

144 個× 2列�
合計 288個

25個× 2列�
合計 50個

35個× 2列�
合計 70個

65個× 2列�
合計 130個

144 個× 2列�
合計 288 個

管径（横×縦㎜） 28.5 × 32 30.3�×�34.3
長さ (㎜ ) 330 436 580 1,198 330 436 580 1,198
質量 ( ｇ ) 120 160 210 392 120 160 210 392
色温度 (K) 2,100 ± 100 3,000 ± 100
価格 ￥5,000 ￥5,300 ￥5,600 ￥7,500 ￥5,000 ￥5,300 ￥5,600 ￥7,500

※単体で使用される際は別途電源コードが必要です（￥1,000 ～）　※取付方法、金具につきましてはお気軽にご相談下さい。
※植物によっては育成に不向きな場合もございます。　※導入検討用の貸出にて対応しております。詳細はお問い合わせください。　※本製品は灯数制御仕様です。調光仕様についてはお問
い合わせください。＊ 2020�年�3 月現在の型式です。　

省エネ・好成長を特長とした植物育成用蛍光灯型 LED！
•� 専用光源：植物育成に特化した分光分布です。　�

•� 省エネ：電力は蛍光灯比較で 50％以下です。�

•� 好成長：蛍光灯育成と同等以上。　�

•� 低コスト：イニシャル、ランニング共安価です。

•� 低発熱：発光面は殆ど熱も無く、植物に対して熱枯れ�
等の�心配も低減可能。

•�取付け：既存の蛍光灯器具を流用可能。�
※電気工事が必要となります。�

既存の培養棚や人工気象器のランプ交換に最適です。

分光放射光量子計分光放射光量子計

学術分野で、光を測定する際の標準測定器として！高精度・高精細な測定を可能に！
測定を µWcm-2 でも、µmolm-2s-1 でも、％でも！光を瞬時に測定！�
光量子計では測定できなかった太陽光も��
人工光源も紫外から遠赤光まで一括測定が可能に !

型式 S-2440model Ⅱ
測定波長範囲 300～ 1,100㎚
測定データ間隔 1㎚
スリット波長幅� 5㎚
露光時間 1～ 1,000msec

対応ＯＳ
Windows10 ／ 8／ 7／ Vista ／ XP��
（日本語版 32bit、64bit 版）�
�（パソコン別途ご用意願います）

インタフェース USB2.0
価格 ￥1,680,000

■測定結果比較

エ
ネ
ル
ギ
ー
測
定
時

光
量
子
測
定
時

■測定例 A拡大図

B拡大図

電球色薄桃
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動物個別飼育制御装置＜標準型＞動物個別飼育制御装置＜標準型＞

温度勾配恒温器＜前後透視窓型 /背面一括制御方式＞温度勾配恒温器＜前後透視窓型 /背面一括制御方式＞

温度勾配恒温器＜各段個別照明方式WLEDシリーズ＞温度勾配恒温器＜各段個別照明方式WLEDシリーズ＞

藻類 5段各室に、冷・温風を送り温度を調整します。
強制送風循環式なので温度分布は大変良好です。

•�コンパクトな設計で場所をとりません。
•�定値運転と昼夜切替式です。
•�TG- □ -5T は、照明なしで前後透視窓型�
（遮光板の取り付けでクローズド型に対応可能）
•�TG- □ -5L は、背面ガラス外側からの一括照明・遮光カバー付き。
•�２重の安全装置付き。

WLED（LED、照明パネル）照明が各段についています。

•�コンパクトな設計で場所をとりません。
•�定値運転と昼夜切替運転切替式です。
•�各部屋は個別に温度制御が可能 5～ 50℃（照明点灯時：+10～ 40℃）。
•�照明はタッチパネルで個別にON-OFF 制御可能。各部屋手動で個別調光が可能です。
•�近接照明により、均一な照射ができます。

型式 TG-180-5T TG-300-5T TG-180-5L TG-300-5L
外寸 (㎜ ) W560 × D557 × H1,771 W720 × D638 × H1,885 W560 × D645 × H1,771 W720 × D726 × H1,885
照明 ― 40W×3灯

温度（指示精度） +5～ 50℃± 1℃（+5～ 25℃、+10～ 50℃）照明点灯時：+15～ 50℃
価格 ￥950,000 ￥1,350,000 ￥1,080,000 ￥1,470,000

※上記の５段タイプの他、3段タイプもあります。※庫内はファン（送風機）がございますので、サンプル容器が結露する事がございます。※遮光版はオプションです。
※最低温度が 10℃未満の場合は、各室の温度差は 5℃にしてください。※最低温度が１０℃以上の場合は、各部屋の温度差を５～１０℃以内にしてください。※温度設
定は下の部屋が低温、上の部屋が高温になるようにしてください。

型式 TG-180WLED-3LE TG-180WLED-5LE TG-300WLED-3LE TG-300WLED-5LE
外寸 (㎜ ) W560 × D557 × H1,771 W720 × D638 × H1,885
照明 WLED照明× 3段調光器付き WLED照明× 5段調光器付き WLED照明× 3段調光器付き WLED照明× 5段調光器付き

温度（指示精度） +5～ 50℃（+5～ 25℃、+10～ 50℃）　照明点灯時：+10～ 40℃
価格 ￥1,380,000 ￥1,480,000 ￥1,810,000 ￥1,910,000

※庫内はファン（送風機）がございますので、サンプル容器が結露する事がございます。※遮光版はオプションです。※室温３０℃以下の一般的な屋内で使用すること
を想定しています。使用状況により、所定の性能を発揮できない場合があります。※５～５０℃の範囲で設定できます。※照明を点灯するときは、１０℃～４０℃の範囲
にしてください。※等間隔の勾配を基本とし最低温度が５℃以上１０℃未満の場合は、各部屋の温度差を５℃にしてください。※最低温度が１０℃以上の場合は、各部屋
の温度差を５～１０℃以内にしてください。※温度設定は下の部屋が低温、上の部屋が高温になるようにしてください。

どこにでも手軽に設置できる！明日からでも動物実験が行えます！
•�温度はは LP-30LED-8AR が +5 ～ 45℃、LP-80LED-6AR が +5 ～ 40℃まで調節自在で昼夜

の �2段変温機能付き。各室を一括制御します。

•�各室、隔離・個別飼育方式で隣室の動物とのクロスコンタミネーション ( 交差汚染 ) やストレ

スなどを起こすおそれはありません。

•�各室は清浄な環境です。給気にはHEPAフィルタ、排気には脱臭フィルタが付いています。

•�各室に照明ユニットが付き、昼夜の明暗(日長時間)切替と照明の調光をタイマと調光器�により、

一括制御を行います。

•�本装置は 8室・8項目、6室・6項目の飼育実験が同じ環境下で、同時に行えます。�研究のスピー

ドアップと省力化に役立ちます。

型式 LP-30LED-8AR LP-80LED-6AR
外寸 (㎜ ) W1,255 × D577 × H1,900 W1,555 × D825 × H1,985
内寸 (㎜ ) W315 × D333 × H255 × 8室 W390 × D600 × H277 × 6室
照明 照明× 8室　調光器（個別手動制御）、タイマ（一括制御） 照明× 6室　調光器（個別手動制御）、タイマ（一括制御）
価格 ￥2,100,000 ￥2,300,000

※内扉はございません。必要な際は別途お申し付け下さい。

LP-30LED-8AR

TG-180-5L

TG-180WLED-3LE

背面一括照明方式

LEDLED

蛍光蛍光灯灯



11

動物個別飼育制御装置＜高機能型＞動物個別飼育制御装置＜高機能型＞

動物個別飼育制御装置＜バイオマルチ型＞動物個別飼育制御装置＜バイオマルチ型＞

低温恒温器低温恒温器

温度も照明も制御可能！バイオマルチ型！
•�温度は+5～ 45℃まで調節自在で昼夜の 2段変温機能付き。各室を個別制御します。
•�各室の照明を個別制御します。各室はタイマと調光器 (手動 )により、昼夜の明暗 �( 日長時間 )
切替と調光を個別制御します。

•�扉は二重構造 (外扉・透視型内扉 )で外扉を開けても内部環境を損なうことなく動物�を観察で
きます。

•�本装置は 8室・8項目、6室・6項目の飼育実験が温度、照明ともに個別に、かつ同時実施す
ることができます。研究のスピードアップと省力化に役立ちます。�

型式 LP-30LED-8CTAR LP-80LED-6CTAR
外寸 (㎜ ) W1,255 × D577 × H1,900 W1,555 × D825 × H1,985mm
内寸 (㎜ ) W315 × D283 × H240 × 8室 W390 × D500 × H260mm× 6室
照明 照明× 8室　調光器（個別手動制御）、タイマ（個別制御） 照明× 6室　調光器（個別手動制御）、タイマ（個別制御）
価格 ￥3,040,000 ￥3,100,000

昆虫、小動物飼育に最適！
•�内部天井部に冷却器、底面に加熱器が付き、送風循環ファンにより、内部の温度を�ムラなく攪
拌します。

•�本機の温度制御システムは、3位置制御システムで、ヒータ・クーラが同時に作動しない省電
力方式です。

•�扉は全てガラス扉で内部が透視できます。

型式 LP-210-E(-CT) LP-340-E(-CT)
外寸 (㎜ ) W900 × D590 × H1,205 W900 × D590 × H1,520
温度 ＋ 5～ 50℃± 1℃ (2 段変温）
価格 ￥455,000(￥495,000) ￥518,000(￥558,000)

※�(�)�内は、CT(2�段変温制御�)�タイプの仕様�/�価格です。

機能充実！高機能型！
•�各室の照明を個別制御します。各室はタイマと調光器 (手動 )により、昼夜の明暗 (日長時間 )

切替と調光を個別制御できます。

•�扉は 2重構造 (外扉・透視型内扉 )で、外扉を開けても内部環境を損なうことなく動物を観察

できます。

•�本装置は 8室・8項目、6室・6項目の飼育実験を温度は同条件で照明は個別制御で同時に行

うことができます。研究のスピードアップと省力化に役立ちます。�

型式 LP-30LED-8ARS LP-80LED-6ARS
外寸 (㎜ ) W1,255 × D577 × H1,900 W1,555 × D825 × H1,985
内寸 (㎜ ) W315 × D333 × H255 × 8室 W390 × D600 × H277 × 6室
照明 照明× 8室　調光器（個別手動制御）、タイマ（個別制御） 照明× 6室　調光器（個別手動制御）、タイマ（個別制御）
価格 ￥2,700,000 ￥2,600,000

LP-80LED-6ARS

LP-80LED-6CTAR

LP-210-E

NR-900

動物飼育時の臭気の拡散防止に最適！
•�飼育スペースを陰圧に維持します。飼育棚を通過した空気はHEPAフィルタでろ過、清浄化さ
れます。

•�3 室 5段 ( 最大 )、扉付の陰圧ラックで、各飼育室内は小型のマウスケージを上下 2段に設置で
きます。

•�扉を取外して、中型ケージに対応することも可能です。

型式 NR-900
外寸 (㎜ ) W930 × D756 × H2,200
価格 お問い合わせ下さい

ネガティブラックネガティブラック
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マウス・ラット用ケージマウス・ラット用ケージ

セーフティラックセーフティラック

作業者および動物の相互汚染防止に！
•� 各室独立型で相互汚染がありません。
•� 給・排気にHEPAフィルタを装備しています。

型式 SR-2200
外寸 (㎜ ) W2,240 × D865 × H2,457

有効内寸法 (㎜ ) W550 × D600 × H500 × 9室

フィルタ HEPAフィルタ（集塵効率：PAO粒子 0.3μm99.99％以上）�
プレフィルタ：ナイロン不織布

価格 お問い合わせ下さい

•�132℃のオートクレーブ滅菌が約 2000 回可能です。オートクレーブ滅菌による物性の低下がほとんどなく、透明性を長期にわたり維
持します。また、180℃の乾熱滅菌も可能です。

•�ごく一部の有機薬品を除いて優れた耐性を示します。
•�積み重ねてのオートクレーブ滅菌や落下による割れや変形がほとんど生じません。
•�リサイクル可能で内分泌撹乱作用を有すると疑われる 65の化学物質を含みません。
•�本体とフタをセットした状態で積み重ねができ、本体・フタを別々に積み重ねることも出来ます。

型式 NMC-A NMC-B NMC-C NMC-D NMC-E NMC-F

外寸 (㎜ ) W191 × D266�
× H163

W191 × D376�
× H163

W291 × D476�
× H163

W228 × D346�
× H135

W191 × D266�
× H135

W291×D487×H206(フック有)
W291×D468×H206(フック無)

価格 ￥8,580 ￥13,420 ￥17,100 ￥10,560 ￥8,360 ￥27,500

SR-2200

耐久性抜群！耐熱 200℃、落としても破損しない。

クリーンラッククリーンラック

無菌動物に適した環境を提供
•� クリーンエアで飼育スペースを陽圧に保ち、前面スライド扉より排気します。
•� 排気風量の調節が可能な省エネタイプです。
•� 扉は作業しやすいスライド式で、取り外しも簡単です。

型式 CR-1550-SD CR-1000-HD
外寸 (㎜ ) W1,580×D605×H2,288 W1,060×D680×H2,250

有効内寸法（㎜） W1,400×D380×H225×6段 W950×D550×H350×4段

フィルタ HEPAフィルタ（集塵効率：PAO粒子 0.3 μ m99.99％以上）�
プレフィルタ：ナイロン不織布

価格 お問い合わせ下さい
CR-1550-SD CR-1000-HD
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バイオハザード対策用クラスⅡキャビネットバイオハザード対策用クラスⅡキャビネット

クリーンベンチ＜垂直気流方式＞ /VSF シリーズクリーンベンチ＜垂直気流方式＞ /VSF シリーズ

クリーンベンチ＜垂直気流方式・循環気流・強制排気型＞ /MBシリーズクリーンベンチ＜垂直気流方式・循環気流・強制排気型＞ /MBシリーズ

すっきりした清新なフォームで、機能性も抜群です。
•�クリーン環境にマッチしたソフトなデザイン、明るいボディカラー。
•�清浄度は ISOClass5。　※旧米国連邦規格クラス 100
•�作業域を常に陽圧に保持。汚染空気の流入をシャットアウト。
•�ファン、蛍光灯、殺菌灯などのスイッチを 1ヶ所にまとめてコンパクトに。�手元配置で、
操作性も抜群。

型式 VSF-1301
外寸 (㎜ ) W1,300 × D750 × H1,847
価格 ￥900,000

汚染空気を外部に漏らさずクリーンエリアを保持！
•�作業空間を陰圧に保ち、汚染空気は作業者側に流れません。
•�清浄度は ISOClass5。　※旧米国連邦規格クラス 100
•�前面のエアカーテンにより内外の汚染空気をシャットアウト。
•�給・排気はすべてHEPAフィルタでろ過。

型式 MB-1301 MB-1601
外寸 (㎜ ) W1,300 × D750 × H1,942 W1,600 × D750 × H1,942
価格 ￥1,300,000 ￥1,600,000

•�前面ガラスに約10度の傾きを持たせたフォルムにより、自然な姿勢での操作が可能です。
•�作業開口の高さが従来の 200㎜から 250㎜になり作業性が向上しました。
•�風速表示を標準装備。吹出風速・流入風速の状態をモニタリングできます。気流のバラ
ンスを監視するのに最適です。

•�殺菌灯の自動消灯時間の設定が可能です。(30分 /60分 /90分 /120分 /240分 /連続 )
•�運転積算計を標準装備。HEPAフィルタの交換時期の目安にできます。
•�JACA現場検査技術者の認定を受けた検査員が検査およびHEPAフィルタ等のメンテナ
ンスを実施するので、安心です。

•�スライドガラス閉時のみ殺菌灯点灯可能です。安全に配慮したシステムです。照明・殺
菌灯同時点灯防止機能付き。

•�作業域内コンセント、ガス配管、バキューム配管を標準装備

型式 VH-1303BH-2A2
外寸 (㎜ ) W1,500 × D780 × H1,965
価格 ￥1,800,000 VH-1303BH-2A2

VSF-1301

MB-1301

VST-1001 VET-850G

卓上型クリーンベンチ＜垂直気流方式＞ /VST/VET シリーズ卓上型クリーンベンチ＜垂直気流方式＞ /VST/VET シリーズ

設置場所をとらない、リーズナブルな簡易型クリーンベンチ

•� コンパクト設計の卓上型。
•� 清浄度は ISOClass5。� ※旧米国連邦規格クラス 100
•� 前面扉は跳ね上げ式で、機材の出し入れが容易
•� 蛍光灯、殺菌灯付き

型式 VET-850G
外寸 (㎜ ) W860 × D480 × H818
価格 ￥190,000

•� コンパクト設計の卓上型。
•� 垂直気流方式。
•� 清浄度は ISOClass5。　※旧米国連邦規格クラス 100
•� 作業域内にコンセントを標準装備。
•� 運転積算計でHEPAフィルタの寿命管理。

型式 VST-1001
外寸 (㎜ ) W1,045 × D585 × H865
価格 ￥550,000
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プッシュプル型局所換気装置プッシュプル型局所換気装置

卓上型ヒュームフード /卓上型HEPAフード卓上型ヒュームフード /卓上型HEPAフード

作業内容によってお選びください！
•� フィルタの交換が簡易で、メンテナンスが容易です。
•� 積算時間計により特殊フィルタを寿命管理します。
•� 屋外排気が可能です。

有機溶剤・悪臭等の対策用
卓上型ヒュームフード

型式 FH-850A
外寸 (㎜ ) W865 × D505 × H827
吸込風速 0.5m/s 以上
排気風量 約 6.0m3/min

脱臭フィルタ KFハニカムフィルタ
価格 ￥320,000

型式 DC-1200Z DC-1500Z DC-1800Z

外寸 (㎜ ) W1,210 × D865 ×
H1,950

W1,510 × D865 ×
H1,950

W1,810 × D865 ×
H1,950

吸込風速 0.4m/s 以上
排気風量 9.6m3/min 12.5m3/min 15.4m3/min
照明灯 30W× 2 40W× 2
価格 お問い合わせ下さい

型　　式 PPH-1000ATZ PPH-1000ATZS
外寸 (㎜ ) W1,000 × D660 × H1,200 W1,125 × D660 × H1,250
内寸 (㎜ ) W880 × D400 × H900 W1,000 × D530 × H900

排気風量 /作業域風速 8.5㎥ /min　/　0.2m/s 以上
蛍光灯 20W× 1灯

電　　　源 単相 100V　50/60Hz　230W
価　　　格 ￥795,000 ￥1,240,000

FH-850A

PPH-1000ATZ PPH-1000ATZS

•�内部に機器を容易に設置でき、作業性は抜群です。
•�プッシュ気流とプル気流をバランスよく制御しており、�
ワークエリア内で発生したガスを効率よく捕捉し、�
外部へ排気します。

•�器機両側面のスライド式透明板はガス捕捉効果と作業性の両立
を維持します。

•�作業台下はドレーン台となっており、作業台を水洗いでき、汚
水は排水バルブより排出できます。

特定化学物質障害予防規則の改正に対応した卓上型プッシュ・プル型局所換気装置を開発！

作業性能／効率性を低下させることなくホルムアルデヒドなどの発散抑制対策を実施！

汎用、エコノミータイプのドラフトチャンバ！
•� 作業台は耐薬品性に優れたステンレス (SUS304) 製です。
•� 作業内容、設置スペースに対応したドラフトチャンバが選べます。

ドラフトチャンバドラフトチャンバ

塵埃・花粉対策用
卓上型HEPAフード�

型式 FH-850HEPA
外寸 (㎜ ) W865 × D565 × H857
吸込風速 0.5m/s 以上
排気風量 約 6.0m3/min

フィルタ
HEPAフィルタ�

集塵効率：PAO粒子 0.3μm�
99.99％以上

価格 ￥600,000

DC-1500Z
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クリーンドラフトチャンバクリーンドラフトチャンバ

パスボックスパスボックス

エアシャワーエアシャワー

無菌性、コンタミ防止を焦点にいれたドラフトチャンバ！
•�クリーンベンチとドラフトチャンバの両機能を果たすマルチ機能型です。
•�屋外給気・排気方式により、設置室内の空気の持ち出しを極力抑え、空調ロスを少
なくできます。

型式 CDC-1000 CDC-1300
外寸 (㎜ ) W1,000 × D920 × H2,032 W1,300 × D920 × H2,032
フィルタ HEPAフィルタ（集塵効率：PAO粒子 0.3μ m99.99％以上）
排気風量 16.2m3/min 22.2m3/min
流入風速 0.4m/s 以上（開口＝ 200㎜）
照明 20形× 4灯（白色 LED）
価格 お問い合わせ下さい

最もポピュラーなタイプです。大型タイプ、多段仕様等特注対応も可能です。

型式 PB-HS PB-HS-W
外寸 (㎜ ) W570 × D590 × H570 W1,100 × D692 × H1,100
材質 鋼板製 ステンレス製 鋼板製 ステンレス製
価格 お問い合わせ下さい

※外装に関しましては、鋼板製は白色、ステンレス製はステンレス色となります。�

「持ち込まない」を実践する機器システムです。

PB-HS PB-HS-W

AS-850S

•�入室するとエアジェットが吹出します。
•�天井部からのクリーンエアカーテンと前面ノズルからのエアジェットによって、入室者・物品
の除塵を効率よく行います。

•�自動タイマ設定（5～ 60秒可変）により、入室中のエア吹出し時間を設定できます
•�クリーンエアカーテンにより、室内の清浄度を ISO　Class5（旧米国連邦規格クラス 100）に
保持できます。

•�片側吹出しタイプ（片側 8ヶ）です。

型式 AS-850S AS-1300S
外寸 (㎜ ) W1,300 × D1,240 × H2,205 W1,747 × D1,240 × H2,205
内寸 (㎜ ) W853 × D1,032 × H1,865 W1,300 × D1,018 × H1,865
電源 単相 100V　50/60Hz

消費電力 850W
価格 お問い合わせください

※床板はステンレス、クリーンマット仕様、グレーチングでの製作ができます
※要望事項に合わせて、設計・製作いたします。

CDC-1300
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連装型人工気象ユニットシリーズ連装型人工気象ユニットシリーズ

照度：MAX80,000lx まで可能な高機能仕様の人工気象ユニット：温度、湿度、照度、炭酸ガス濃度制御

温度、湿度、照度、炭酸ガス濃度制御　
育成棚付き汎用型植物育成ユニット

◆高機能型人工気象ユニット◆

型式 LPH-1P-SH
温度　　　　　　　　　　　DB15℃～ 40℃± 2℃
湿度 RH60 ～ 80%± 15%　湿度制御は 20℃以上
照度 最大 80,000lx(1,000Wランプ時　室内中央部　灯下 1,000)、灯数制御
CO2濃度 大気～ 3,000ppm
風速 0.5m/s　( 床吹出面＋ 500mmにおける平均値 )

制御
温 度 白金測温抵抗体による 3位置制御
湿 度 静電容量式高分子センサーによる 3位置制御
照 明 プログラムによるON/OFF 制御

パネル

仕様

プレハブ式断熱パネル　44mm

表 面 材
外：カラー鋼板　　　内：高反射鋼板
高反射表面材　反射率 90%( 波長 450 ～ 570nm時 )

芯 材 硬質ウレタンフォーム高圧注入発泡
床 コンパネ＋長尺塩ビシート
扉 オーバーラップ型防熱扉W700×H1,800、観測窓300×300・フタ付

プログラム
コントロー
ラ(NCⅡ)

タッチパネル式ハイスペックプログラム制御
実時刻制御方式
温度・湿度・一括制御
24ステップ /5パターン

ネットワーク対応モニタリングシステム

安全機能

各主幹漏電ブレーカー配備　停電復帰後装置自動復帰　異常時装置自動停止
異 常 時 異常表示、ブザー鳴動、装置自動停止

異 常
室外機異常、送風機異常、ヒーター異常
室内温度異常 (上限、下限警報 )

外部一括警報端子 (無電圧 a接点 )付

型式 LPH-1P-NCⅡ
温度　　　　　　　　　　　DB5℃～40℃±2℃
湿度 RH60～80%±15%　湿度制御は20℃以上
CO2濃度 大気～3,000ppm

培養棚
W1,520×D4,600×H1,900mm(棚4段)×2台(棚板：有効高さ約320mm)
3灯×4段×2台蛍光灯40W白色or植物育成用LED(プラントフレック)18W

制御
温度 白金測温抵抗体による3位置制御
湿度 静電容量式高分子センサーによる3位置制御

パネル仕様

プレハブ式断熱パネル　44mm

表面材
外：カラー鋼板　　　内：高反射鋼板
高反射表面材　反射率90%(波長450～570nm時)

芯材 硬質ウレタンフォーム高圧注入発泡
床 コンパネ＋長尺塩ビシート
扉 オーバーラップ型防熱扉W700×H1,800、観測窓300×300・フタ付

プログラム
コントロー
ラ(NCⅡ)

タッチパネル式ハイスペックプログラム制御
実時刻制御方式
温度・湿度・一括制御
24ステップ/5パターン

ネットワーク対応モニタリングシステム

安全機能

各主幹漏電ブレーカー配備　停電復帰後装置自動復帰　異常時装置自動停止
異常時 異常表示、ブザー鳴動、装置自動停止

異常
室外機異常、送風機異常、ヒーター異常
室内温度異常(上限、下限警報)

外部一括警報端子(無電圧a接点)付

◆ NC型人工気象ユニット◆

水道
内蔵コンセント

天井部にメタルハライドランプ：8灯搭載
照度：MAX80,000lx
灯数制御可能

温室調整されたエアは床から吹出し、ユニット
内を循環し奥の吸込み口で吸引・リターン
炭酸ガス制御センサーは床下にて調製

メンテナンス正面奥のパネルを手軽に脱着
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屋外型人工気象室＜自然光利用型植物育成環境研究ユニット＞屋外型人工気象室＜自然光利用型植物育成環境研究ユニット＞

バイオハザードレベル P3温室＜閉鎖系温室＞バイオハザードレベル P3温室＜閉鎖系温室＞

型式 BT-1.2NCⅡ

ガラス室外寸 (㎜ ) W2,000 × D2,000 × H2,000（有効軒高）

温度 夏期：18～ 35℃± 1.5 ～ 3.0℃／�
冬期：10～ 30℃± 1.5 ～ 3.0℃

湿度 75％～ (加湿制御 )

DNA を導入した植物体または、病害作物な

どの花粉が周囲へ飛散・漏出することにより、

周囲の植物生態系に影響を及ぼしたり、ウィ

ルスが周辺の野外植物に感染する等の危険性

を防ぐための閉鎖系温室です。

型式 BHT-P3-2NC
外寸 (㎜ ) W2,000 × D2,500 × H2,910

機械室部外寸 (㎜ ) W3,600 × D2,700 × H3,890
室圧 屋外→機械室→本室　各 -30㎩

温度 /湿度 夏期：+25～ 40℃　冬期：+15～ 30℃／ 60～ 75％ RH（± 15％）18℃以上～
補光 メタルハライドランプ 360W× 2灯
排気 HEPAフィルタ (集塵効率：PAO粒子 0.3 μ m99.99 以上 )

制御 プログラム調節器NC：電子式 3位置制御、温度・湿度・ランプ (ON/OFF)、
炭酸ガス濃度制御 (オプション )、各異常時運転停止、ブザー警報、実時刻制御

自然光を利用した植物などの育成実験に！

温度、湿度、炭酸ガス濃度を多角的に制御します！

お客様のご要望、ご予算に応じた特型実績�

多数ございます！

•�NCプログラムコントローラを採用しており、温度、湿度、
照明、炭酸ガス濃度（オプション）を一括して制御するこ
とが可能。�
�対話式タッチパネルで簡単に設定できます。
•�室外機を 2台装備し、万が一の故障に対応します。�
（オプション対応）
•�完全ユニット化により現地据付時間を大幅に短縮
•�3 位置制御方式を採用しており、低ランニング�
コストです。

＜オプション＞●Nプランタガラス●遮光カーテン
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小規模型実験動物飼育施設小規模型実験動物飼育施設

大規模型実験動物飼育施設大規模型実験動物飼育施設

小規模動物実験施設は小型のエアーロック室 (前室 )と動物実験準備室、動物飼育室で構成しています。

型式 LH-7.5PL（動物実験準備室） AR-3PK( 動物飼育室 )
外寸 (㎜ ) W4,200 × D6,000 × H2,500 W3,600 × D3,000 × H2,500
温度 一般空調 +20～ 30℃± 1.5℃
湿度 なりゆき 60～ 80%RH± 7%
清浄度 ISOClass7（旧米国連邦規格クラス 10,000）
換気 約 5回 /h 約 20回 /h
照度 1,000㏓ 0 ～ 500㏓ (24h タイマ切替 )

付属設備
中央実験台、クリーンドラフトチャンバー、�

2槽式流し台、オートクレーブ、�
戸棚、手洗器、冷蔵庫、�
電気湯沸し器、各 1台

可動式作業台、小型流し台、�
自動給水ユニット、エレクターシェルフ、�

各 1台�
予備ケージ 5ヶ

•�中和 ( 脱臭 ) と熱回収用に排気回路と循環回路にそれぞれスクラバをつけています。

•�HEPA フィルタは飼育室、飼育ラックの給気側、排気側についています。

•�排気は、50％を排気、50％を循環する省エネ設計です。循環回路に気液接触効率の高いスクラバにより可能となりました。

•�専用の給・排気ダクトによりラック内の空調換気は、最小風量ででき、臭気の拡散防止に役立っています。

•�クリーンラックCR-1600S は、折り戸式で、前面部全体が開き、ケージの出し入れが極めて容易です。

•�クリーンラックCR-1600S は、個別給水式で、フレキシブルチューブによる給水のため、効率よく作業できます。

•�ダクト、フィルタ、照明、空調の点検サービスは、キャットウォークシステムで作業が容易に行えます。

動物実験準備室　LH-7.5PL

クリーンゾーン廊下より前室・飼育室 ダーティーゾーン廊下より飼育室飼育室の内部�
（クリーンラックシステム、CR-1600S 連結タイプ）

動物飼育室　AR-3PK
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バイオハザード制御施設レベル 3室バイオハザード制御施設レベル 3室

型式 NBH-P3- □ A

構
造

方式 プレハブパネル組立式
フィルタ HEPAフィルタ(鋼板製チャンバユニット内に装備)

壁・天井
硬質ウレタン発泡注入断熱パネル�

表面材：カラー鋼板 (カラーアルミ板：鋼板、アルマイ
ト処理、アルミ板、ステンレス板、塩ビ鋼板など選べます )

床 長尺塩ビシート貼り、コーナー R仕上げ
扉 エアタイトインターロック付

照明灯 Hf32W2灯型 1台 /3.3㎡
殺菌灯 15W1灯型 1台 /3.3㎡

性
能

レベル P3レベル
清浄度 ISOClass7( 旧米国連邦規格クラス 10,000)

室内負圧度 -30㎩
気流方式 垂直コンベンショナル気流方式(オールフレッシュ)

給気処理 HEPAフィルタ (全給気 )�
集塵効率：PAO粒子 0.3 μ m99.99％以上

排気処理 HEPAフィルタ (全排気 )�
集塵効率：PAO粒子 0.3 μ m99.99％以上

換気回数 30～ 40回 /ｈ

安全装置
HEPAフィルタ目詰り、機器異常、�

排気用ファンフィルタバックアップ方式、�
室内圧センサによる完全自動運転、異常支援

付属品
エアロック室、�

バイオハザード対策用クラスⅡキャビネット 2A2、�
インターロック付パスボックス、局排フード

バイオハザード制御施設レベル 3室は、室内を陰圧に保ち、汚染空気の漏洩を防ぐとともに、給気および排気空気をHEPAフィ
ルタで濾過しています。構造は、密閉度・断熱性・耐久性を重視した金属パネル（断熱材入り壁・天井・コーナーパネル）を組立て、
床面は塩ビシート貼り加工を施したもの、または耐薬品塗装仕上げしたものを用い、入口には二重扉付きエアロック室を設け、
外部への汚染空気の漏洩を防止します。

※オプション：オートクレーブ、超遠心機、CO2 インキュベータ、フリーザ

◆レベル 3室の要点◆
＊前室→エアロック→実験室�
　　　　　→バイオハザード対策用クラスⅡキャビネットの構成
＊実験室は常に負圧にする
＊空気の流れを実験室の方へ流す
＊排気はHEPAフィルタを通す
＊排水を回収し、オートクレーブ処理をする
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http://www.nihonika.co.jp

☎ 06-6765-0223㈹　FAX：06-6765-0236

☎ 042-365-3245㈹　FAX：042-367-0382

☎ 011-786-7203㈹　FAX：011-786-7204

☎ 022-349-9525㈹　FAX：022-349-9794

☎ 029-855-7401㈹　FAX：029-855-7403

☎ 052-910-3275㈹　FAX：052-911-0300

☎ 092-235-3490㈹　FAX：092-235-3491

☎ 082-427-6789㈹　FAX：082-427-6790

☎ 087-815-5105㈹   FAX：087-815-5117

☎ 072-958-1919㈹　FAX：072-956-1345

本 社

東 京 支 店

札 幌 支 店

仙 台 営 業 所

つ く ば 営 業 所

名 古 屋 営 業 所

福 岡 営 業 所

広 島 出 張 所

高 松 出 張 所

羽 曳 野 工 場
●  制御可能な温度・湿度の範囲は、設置環境・各設定状況、庫内の試料配置条件などにより異なります。  ●  当カタログ掲載品は、改良により仕様など変更する場合があります。●  カタログ上の製品の写真は、現状の製品と異なるケースがあります。
●  価格には消費税は含まれていません。●  価格には搬入費などは含まれていません。●  詳細仕様につきましては、弊社の最寄り営業所までお問い合わせください。●  製品をご購入の際は、あらかじめ、弊社営業担当者と十分に内容をご確認ください。
●  本カタログ掲載装置には多くの特許権及び実用新案権取得製品を含んでおります。類似品にご注意ください。●無断転載・複写を禁ず。

E-mail：info@nihonika.co.jp

● 代理店・特約店

3D 培養観察用デバイス（キューブ式）3D培養観察用デバイス（キューブ式）

植物育成用蛍光灯型LED 植物育成用蛍光灯型LED 

プラントフレックプラントフレック®®

価格価格￥5，000～￥5，000～

種類 10㎜ 5㎜ 3㎜
寸法 10㎜×10㎜×10㎜/個 5㎜×5㎜×5㎜/個 3㎜×3㎜×3㎜/個
入数 8個/セット 8個/セット 8個/セット

サポートゲル 5㎖/本　1本 3㎖/本　1本 2㎖/本　1本
定価 ￥15,000

※デバイス保存液：無菌超純水　※有効期間：6ヶ月　※保存温度：4℃～ 8℃　【注意事項】本製品は基礎研究用機材です。医薬品、治療用では有りません。

国立研究開発法人理化学研究所　開拓研究本部　理研白眉研究チームリーダー　萩原将也先生の知見を基に製品化
参照論文：M.Hagiwara,T.Kawahara,R.Nobata,"TissueinCube:InVitro3DCulturingPlatformwithHybridGelCubesforMulti-DirectionalObservati
ons",AdvancedHealthcareMaterials,vol.5,issue13,pp.1566-1571,2016.

細胞、組織培養に最適！
１）キューブ型３Dデバイスは多方向観察が可能である

２）形態形成のプロセス及び細胞と細胞との相互作用の観察　

３）培養している細胞又は組織はキューブのままで移動ができるので、�

簡単に培養条件を変更可能

４）培養のデバイスは自由自在に持ち運べる　�

５）培養後、デバイスのままでホルマリン固定、免疫染色が可能である（切開不要）

詳しくはP9をご覧ください。

省エネ 低  
コスト 低発熱

電球色

薄桃

①-3/2020.03.03/O

人工気象器のリーディングメーカー：�

日本医化器械製作所が

販売している植物育成に適した�

直管蛍光灯型 LEDです。

プラント
フレッ

ク
プラント

フレッ
ク®®

とは…
？

とは…
？

●高温、高湿度での長期間運転につきましては最寄りの営業所までご確認願います。

マウスの心臓


