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ヒュームフード（ドラフトチャンバー） 781～871頁

GFシリーズ　標準型

LDシリーズ　標準型

GFシリーズ　低風量型

マイフード

→791頁 

→819頁 

→795頁 

→855頁 

GF1タイプ

LDSタイプ

GF2タイプ

MS・MVタイプ

操作性・機能性・安全性を備えた新しいヒュームフード 少ない排気風量でも高い封じ込め性能を実現

「安全・快適・省スペース」設置が容易な小型ヒュームフード

外形寸法（mm）間口1,200/1,500/1,800×奥行750×高さ2,150/2,350/2,550
外　装 冷間圧延鋼板（耐薬品性粉体塗装）
内　装（選定） ノンアスベスト不燃化粧板、ステンレス
作業面（選定） トレスパ、セラミック、ステンレス
ガラス扉 強化ガラス　5mm厚　飛散防止フィルム貼り　バランスウエイト式
シンク・水栓 壁面埋め込み型シンク、一方口水栓　1個
コンセント AC100V　15A　2連アース付き（抜け止め）1個
照明 LED　1灯
安全機構 二重ワイヤ扉落下防止機構、開口制限ストッパー（鍵付き）、

排気遅延タイマ、LEDステータスモニター、風量モニター
オプション 風量可変（VAV）、ガス栓、遮熱板、ボリュームダンパー、下台扉、

排風機動力回路、特殊ガスバルブ、側面観察窓
前面平均風速 0.5m/s（扉400mm開時）
排気風量 W1200型　13m3/min、W1500型　16m3/min、W1800型　20m3/min

外形寸法（mm）間口1,200/1,500/1,800×奥行750×高さ2,400
外　装 冷間圧延鋼板（耐薬品性粉体塗装）
内　装 ノンアスベスト不燃化粧板（バッフルプレート：マルチスリット式）
作業面 セラミタイト
ガラス扉 強化ガラス　6mm厚　バランスウエイト式
シンク・水栓 作業面スポットシンク、一方口水栓　1個
コンセント AC100V　15A　2連アース付き（抜け止め）1個
蛍光灯 120/150型 32W　 180型 40W　各1灯
安全機構 扉落下防止ストッパー、排気遅延タイマ、フローモニタ
オプション ガス栓、LDX風速計、LED照明、二重ワイヤ扉落下防止機構（特許出願中）
前面平均風速 0.5m/s（扉半開時）
排気風量 120型　12m3/min、150型　16m3/min、180型　19m3/min

外形寸法（mm）間口1,200/1,500/1,800×奥行750×高さ2,150/2,350/2,550
外　装 冷間圧延鋼板（耐薬品性粉体塗装）
内　装（選定） ノンアスベスト不燃化粧板、ステンレス
作業面（選定） トレスパ、セラミック、ステンレス
ガラス扉 強化ガラス　5mm厚　飛散防止フィルム貼り　バランスウエイト式
シンク・水栓 壁面埋め込み型シンク、一方口水栓　1個
コンセント AC100V　15A　2連アース付き（抜け止め）1個
照明 LED　1灯
安全機構 二重ワイヤ扉落下防止機構、開口制限ストッパー（鍵付き）、

排気遅延タイマ、LEDステータスモニター、風量モニター
オプション 風量可変（VAV）、ボリュームダンパー、下台扉、排風機動力回路、

特殊ガスバルブ、側面観察窓
前面平均風速 0.25m/s（扉400mm開時）
排気風量 W1200型　7m3/min、W1500型　9m3/min、W1800型　11m3/min

外形寸法（mm） 間口900×奥行750×高さ1,850
外　装 冷間圧延鋼板（耐薬品性粉体塗装）
内装・作業面（選定） ステンレス鋼（SUS304） 、硬質塩化ビニル
ガラス扉 強化ガラス　5mm厚　バランスウェイト式
蛍光灯 単相AC100V 20W　1灯

オプション ①排気ダンパーSUSφ200　②排気ダンパーPVCφ200
③排風機ユニット　④排風機化粧パネル　⑤フレキシブルダクト
ユニット　⑥排風機運転スイッチユニット　⑦コンセントユニット
⑧水栓ユニット　⑨廃液ユニット　⑩キャスターセット

前面平均風速 0.5m/s（扉半開時）
排気風量 7m3/min

安全性を第一に考えた数々の安全機構、優れた操作性を取り入れ
た標準タイプ



●仕様および外観は改良のため予告なく変更されることがありますのでご了承下さい。製品カラーは、撮影・印刷インキの関係で実際の色と異なって見えることがあります。
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実験台 941～1053頁

粉体封じ込めシステム 873～885頁 クリーンベンチ 1101～1114頁

小型卓上型

スチール実験台　LCシリーズ スチール実験台　Sシリーズ

New Pシリーズ New Tシリーズ

バイオ用・工業用

→949頁 
→961頁 

→975頁 

→1001頁 

→877頁 

→1105頁 

ST1タイプ ADE/ADSタイプ

高生理活性粉体の微量秤量時の曝露防止用エンクロージャー

汎用理化学機器と融合するハイグレードタイプのオールスチール実験台 安全性と拡張性を備えたエコノミータイプのスチール実験台

スチームフレームで組み上げた実験台 収納スペースが豊富で機能的な木製実験台

ADE：強制循環排気型（バイオ用） ADS：垂直気流型（工業用） 

甲板 トレスパ　20mm厚　フェノール樹脂板
本体 スチール製、耐薬品性粉体塗装仕上げ
引き出し
ユニット

スチール製、耐薬品性粉体塗装仕上げ
スライドレール式、飛び出し防止用ラッチ付き

カート
ユニット

スチール製、耐薬品性粉体塗装仕上げ、樹脂製キャスター・ストッパー付き
引き出し：スライドレール、ラッチ機構付き
開き扉：ラッチ機構付き

甲板 ケミトップ　45mm仕上げ（紺、黒）、ケミサーフ　45mm仕上げ（黒）
本体 スチール製、耐薬品性粉体塗装仕上げ
脚部 スチール製 50×30×1.6t、耐薬品性粉体塗装仕上げ
引き出し
ユニット

スチール製、耐薬品性粉体塗装仕上げ
スライドレール式、飛び出し防止用ラッチ付き

カート
ユニット

スチール製、耐薬品性粉体塗装仕上、樹脂製キャスター・ストッパー付き
引き出し：スライドレール、ラッチ機構付き
開き扉：ラッチ機構付き

甲　板 ケミトップ　45mm仕上げ（紺、黒）、ケミサーフ　45mm仕上げ（黒）
フレーム スチール、メラミン樹脂塗装仕上げ
パネル 両面化粧パーティクルボード
引き出し
ユニット

両面化粧パーティクルボード
側板：スチール製粉体塗装仕上げ、スライドレール

カート
ユニット

天板・外装・引き出し：両面化粧パーティクルボード
引き出し側板：スチール製粉体塗装仕上げ、スライドレール
キャスター：鋼およびプラスチック製、自在、双輪

甲　板 ケミトップ　45mm仕上げ（紺、黒）、ケミサーフ　45mm仕上げ（黒）
本体主材 両面化粧パーティクルボード
引き出し 側板：スチール製粉体塗装仕上げ、スライドレール

両面化粧パーティクルボード

型　式 全幅寸法 作業室内高さ
ADE101    980mm

720mm

ADE131 1,300mm
ADE161 1,600mm
ADE191 1,910mm
ADS101SM    980mm
ADS131SM 1,300mm
ADS161SM 1,600mm
ADS191SM 1,910mm
ADS101SH    980mm

875mmADS131SH 1,300mm
ADS161SH 1,600mm
ADS191SH 1,910mm型　式 外形寸法（mm）

ST1-900 幅900×奥行750×高さ635
ST1-1200 幅1,200×奥行750×高さ635
ST1-1500 幅1,500×奥行750×高さ635


