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低温恒温恒湿器
Temperature and Humidity Chamber 平衡調温調湿方式

IX110/210/410/810

省エネ・高信頼でユーザビリティに優れた大型恒温恒湿器の誕生

・省エネ・高信頼冷凍システム等により消費電力
の削減。

・操作・視野性を重視したユーザビリティに優れた
タッチパネル式7インチカラーの最新NYP-310計装。
40パターンプログラム・3パターン定値運転登録。
インフォメーション機能で点検時期をお知らせし、
計装内に取扱説明も入っており便利。

・標準装備の霜付確認窓やオプションのフロストフ
リー範囲拡大で長時間運転も安心。

商品コード 211535 211536 211537 211538
型 式 IX110 IX210 IX410 IX810
温湿度範囲 -20～+100℃/20～98%rh（温湿度制御範囲をご確認ください）
温湿度変動 ±0.3℃/±2.5%rh
温湿度勾配 6.0℃/18%rh
空間温湿度偏差 3.0℃/9%rh
温度極値到達時間 +20→+100℃ 45分（設定温度105℃）/+20→-20℃ 55分（設定温度-25℃）
許容発熱負荷 +20℃時 800W 800W 1100W 1250W
運転可能外囲温湿度 0～+40℃/75%rhまで
給水タンク容量 16L 16L 16L 32L
冷凍方式 機械式単段圧縮冷凍方式
冷凍機 容量 ロータリー圧縮機 0.65kW ロータリー圧縮機 1.2kW
発熱量 10080 k J/h 12000 kJ/h 12000 kJ/h 19080 kJ/h
排気風量（50/60Hz） 700/800 m3/h 1010/1120 m3/h 550/650 m3/h 750/900 m3/h
騒音 *1 36～57dB 45～57dB
内容積 120L 225L 408L 800L
内寸法（W×D×H） 500×400×600 mm 500×600×750 mm 600×800×850 mm 1000×800×1000 mm
外寸法（W×D×H） 910×873×1440 mm 910×1073×1590 mm 1010×1273×1690 mm 1410×1273×1840〔1970〕mm
重 量 260 kg 305 kg 365 kg 480 kg

装備品 鍵（2個）、電源ケーブル(2.5m）、排水ホース、凝縮器フィルター、露受、ケーブル孔（φ50）、キャスター（4個）、
タイムシグナル端子（2点）、試料電源制御端子

付属品 ケーブル孔ゴム栓、ブレーカーハンドルストッパー、湿球ウイック、ガラス管ヒューズ（2個）、取扱説明書、運転確認シート、
保証書、棚板（2枚）、棚受（2組）

電 源 AC200V 3φ 3W 50/60Hz（初期納入時は50Hz設定）
最大電流 18.5 A 20.0 A 22.0 A 34.0 A
装置本体ブレーカー ELB 20A ELB 20A ELB 30A ELB 40A
価 格 ¥1,890,000 ¥2,100,000 ¥2,540,000 ¥3,340,000

●上記の価格には、消費税は含まれておりません。

記録計はオプションです。

* 1 測定は無音響などの部屋で行い、装置正面1m、高さ1.2mにおける値。

-20 ～ +100℃温度制御範囲 20 ～ 98%rh使用湿度範囲 内容積 120L/225L/408L/800L
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コントロールパネル NYP-310 No. 品 名 商品コード 価 格

① 連続給水 （減圧弁付 純水圧0.05Mpa以上） 211568 ¥68,000

② 連続給水 （減圧弁なし 純水圧0.03Mpa） 211569 ¥60,000

③ 湿度センサー 211570 ¥300,000

④ ペーパーレス記録計（グラフィックレコーダ） 211571 ¥265,000

⑤ 6打点式記録計（ハイブリッドメモリーレコーダ） 211572 ¥330,000

⑥ フロストフリー範囲拡大 IX210,410 211573 ¥200,000

⑦ フロストフリー範囲拡大 IX810 211574 ¥220,000

⑧ 棚板・棚受（SUS製 10kg） IX110 211575 ¥13,200

⑨ 棚板・棚受（SUS製 10kg） IX210 211576 ¥22,000

⑩ 棚板・棚受（SUS製 10kg） IX410 211577 ¥25,600

⑪ 棚板・棚受（SUS製 30kg） IX810 211578 ¥48,600

⑫ 重量物用棚板・棚受（SUS製 30kg） IX110 211579 ¥18,700

⑬ 重量物用棚板・棚受（SUS製 30kg） IX210 211580 ¥25,400

⑭ 重量物用棚板・棚受（SUS製 30kg） IX410 211581 ¥29,000

⑮ その他カスタマイズ ご照会ください

⑯ IX型用 湿球ウイック（FW-5） 0035261 ¥3,500

■オプション
①～②連続給水
水給水側との直接接続で、加湿用の
純水を連続供給する水回路。

③湿度センサー
高分子式薄膜静電容量方式湿度セ
ンサーに変更しウイック交換不要に。

④～⑤記録計
槽内温度など各部の温湿度を記録し
ます。ペーパーレス/チャート式。

⑮カスタマイズ
緊急停止や周辺機器（純水装置や
漏水検知など）をカスタマイズし
ます。（別途見積）

⑧～⑭棚板・棚受（標準/重量物用）
槽内に試料を設置する場合に使用
します。

校正（キャリブレーション）
納入時お客様のご要望に応じた校正
も請け負いいたします。（別途見積）

霜付確認窓
（標準装備）

注）①～⑦ は、本体ご注文時にご指定ください。（納入後の取付は別途見積になります。）
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本社 〒103-0022 東京都中央区日本橋室町２-２-１

お客様総合サービスセンター 0120-405-525
携帯電話からのお問い合わせ 0570-064-525
受付時間 9：00~19：00 ※土・日・祝日・振替休日を除く
<E-mail>info@yamato-net.co.jpwww.yamato-net.co.jp

●営業・サービス拠点
札 幌 (011)707-0371
仙 台 (022)298-3781
前 橋 (027)280-4650
筑 波 (029)852-3411
北関東 (048)642-2569

千 葉 (043)241-7085
東 京 (03)5639-7071
東京北 (03)5939-4761
東京西 (042)352-3211
川 崎 (044)540-3751

横 浜 (045)828-1631
厚 木 (046)224-6911
長 野 (026)291-6001
静 岡 (054)288-9025
名古屋 (052)202-3051

京 滋 (075)646-5671
関 西 (06)6101-3112
広 島 (082)221-0921
福 岡 (092)263-7550
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