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■架台と適合機種

■ON30型架台
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型　式 商品コード 価　格
OT42 212348 ¥46,400
OT62 212349 ¥52,800

（注）左記の価格には、消費税は
含まれておりません。●荷造・
運送・搬入・据付費は別途申し
受けます。

（注）上記の価格には、消費税は含まれておりません。●荷造・運送・搬入・据付費は別途申し受けます。

型　式 商品コード 価　格
OP42型DF（キャスタなし） 415460 ¥39,200
OP62型DF（　　　〃　　　） 415462 ¥44,000
OP45型（キャスタ付き・前側2個ストッパ付き） 415461 ¥61,600
OP65型（　　　          〃           　　　　  ） 415463 ¥66,400

■OP42/62型・45/65（キャスタ付き前側２個ストッパ付き）架台
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架　台

架台型式 商品コード 価　格 適合製品形式
ON30 211180 ¥42,000 DKN302、DKM300

ON61 211856 ¥44,000

DKN402/602/612、DKM400/600、DVS402/602、DNE400/600/410/610/401/411/601/611、DNF44/64/400/600/410/610、
DN43/63/44/64/400/600、DS44/64/400/600/410/610/401/601/411/611、DK43/63/400/600、DV41/61/400/600、
DX41/61/400/600、IC43/63/400/600/402/602、IU400、IS42/62/400/600/401/601、SG42/62/400/600、SK400/600/401/601、
IN61/600/601/602/602W/603/603W/604/604W/602N、IL62/72/600/700/601/701/602/702/603、SH42/62/400/600

ON62 281540 ¥40,000 DNE650/650V/670/670V、DKG610/610V/650/650V
ONF 214177 ¥48,000 FD、FE、FG、FJ
ONI 211367 ¥28,000 IH、IG
OH41 212477 ¥44,000 DN43H/43HI/410H/410I/411H/411I
OH61 212478 ¥50,000 DN63H/63HI/610H/610I/611H/611I
OT42 212348 ¥46,400 DNE400/410、DNF44/400/410、DN43/44/400、DS44/400/410/401/411、DKM400、IS42/400/401、SG42/400、IC402、DKN402、SK400/401
OT62 212349 ¥52,800 DNE600/610、DNF64/600/610、DN63/64/600、DS64/600/610/601/611、DKM600、IS62/600/601、SG62/600、IC602、DKN602、SK600/601
OP42 415460 ¥39,200 DF42、DH42、DF410、DH410、DF411、DH411
OP62 415462 ¥44,000 DF62、DH62、DF610、DH610、DIR630、DF611、DH611
OP45 415461 ¥61,600 DF42、DH42、DF410、DH410、DF411、DH411
OP65 415463 ¥66,400 DF62、DH62、DF610、DH610、DF611、DH611
OP43 415464 ¥39,200 DF412、DH412
OP63 415465 ¥44,000 DF612、DH612
OP46 415466 ¥61,600 DF412、DH412
OP66 415467 ¥66,400 DF612、DH612
ONS10 212079 ¥40,000 DP23/33/200/300、DK300、DX300
ONS30 212801 ¥42,000 DX301/302、DY300
ONS60 212802 ¥44,000 DKN401/601、DVS401/601、DX401/601/402/602、IC401/601、SH401/601、SI401/601、DR200、DY400/600
OIT10 212832 ¥50,000 IT400
OIT12 212833 ¥55,000 IT600
ONW 211885 ¥65,000 IW222/242

型　式 商品コード 価　格
OH41 212477 ¥44,000
OH61 212478 ¥50,000

（注）左記の価格には、消費税は
含まれておりません。●荷造・
運送・搬入・据付費は別途申し
受けます。

■OH41/61型架台
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■ONS型架台

寸法図（mm）

型　式 商品コード 価　格
ONS10 212079 ¥40,000
ONS30 212801 ¥42,000
ONS60 212802 ¥44,000

（注）左記の価格には、消費税は
含まれておりません。●荷造・
運送・搬入・据付費は別途申し
受けます。

■ON61/62型架台
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型　式 商品コード 価　格
ON30 211180 ¥42,000
ON61 211856 ¥44,000
ON62 281540 ¥40,000

（注）左記の価格には、消費税は
含まれておりません。●荷造・
運送・搬入・据付費は別途申し
受けます。
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■重ね金具と適合機種

 適合機種 商品コード 価　格
 400/410用（OD40） 212822 ¥35,000
 600/610用（OD60） 212823 ¥35,000
 400/410用（ODN26） 212806 ¥40,000
 600/610用（ODN28） 212807 ¥42,000
 650/670用（ODN12） 281541 ¥35,000

（注）上記の価格には、消費税は含まれておりません。●荷造・運送・搬入・据付費は別途申し受けます。

 適合機種 商品コード 価　格
 301用（ODK80） 212803 ¥40,000
 401用（ODK82） 212804 ¥40,000
 601/611用（ODK84） 212805 ¥40,000

（注）上記の価格には、消費税は含まれておりません。●荷造・運送・搬入・据付費は別途申し受けます。

■精密恒温器DF/DH用重ね金具
 商品コード 適合機種 価　格
 211065 DF/DH ¥13,600

（注）上記の価格には、消費税は含まれておりません。●荷造・運送・搬入・据付費は別途申し受けます。

■貼れば安心！の免震マット『ラボピタ』

●衝撃吸収力90%以上のウレタンエラストマーゲルによる免震材
です。

●底面に貼付けるだけで機器や器具の転倒を防止します。
●汚れたら水洗いすることで粘着力が回復します。
●特許の三層構造により丈夫で効果が長持ちします。

■OD/ODN型重ね金具 ■ODK型重ね金具

重ね金具 

［背面図］ 

重ね金具 

［背面図］ 

重ね金具 

寸法図（mm） 寸法図（mm）

（注）上記の価格には、消費税は含まれておりません。●荷造・運送・搬入・据付費は別途申し受けます。

地震対策

重ね金具

型　式 商品コード 価　格 適合機種

OD40 212822 ¥35,000
DKN402、DKM400、DVS402、IC402、DN43/43-2/44/44-2/400/410、DNF44/44-2、DS44/44-2/400/410、
SG42/400、IS42/400

OD60 212823 ¥35,000
DKN602、DKM600、DVS602、IC602、DN63/63-2/64/64-2/600/610、DNF64/64-2、DS64/64-2/600/610、
SG62/600、IS62/600、IN61/600/601/602、IN602W、IL62/600/601/602、IL72/700/701/702

ODN12 281541 ¥35,000 DNE650/650V/670/670V

ODN26 212806 ¥40,000 DNE400/410、DNF400/410（OD40型適合機種製品も搭載できます）

ODN28 212807 ¥42,000 DNE600/610、DNF600/610（OD60型適合機種製品も搭載できます）

ODK80 212803 ¥40,000
下　段： DK300/300T、DX300
上　段： DKN301、DX301/302、DY300

ODK82 212804 ¥40,000
下　段： DK43/400/400T、DV41/400、DX41/400、IC43/400
上　段： DKN401、DVS401、DX401/402、IC401、SH401,SI401、DY400

ODK84 212805 ¥40,000
下　段： DK63/600/600T、DV61/600、DX61/600、IC63/600
上　段： DKN601/611、DVS601、DX601/602、IC601、SH601、SI601、DY400

商品コード 296902
商品名 ラボピタ
材質 ウレタンエラストマー
耐荷重 約100k� （4枚にて）
サイズ 幅50×奥行き50mm角 厚さ5mm×高さ5mm 4枚1セット

価　格 ¥3,300

実験室の実験台や書棚などは固定されています。では実験台の上
に置いた機器類は？機器が落下したり、避難の妨げになることが
あり危険です。そこで『ラボピタ』！特許の三層構造により従来商
品より丈夫で長持ち。

（注）上記の価格には、消費税は含まれておりません。●荷造・運送・搬入・据付費は別途申し受けます。

■クリーンオーブンDT300/300H用重ね金具
商品コード 適合機種 価　格
213432 DT300/DT300H ¥40,000
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（注）上記の価格には、消費税は含まれておりません。●荷造・運送・搬入・据付費は別途申し受けます。
ADP用を除き、棚板はすべて錆びにくいステンレススチール製です。

品　名 商品コード 価　格 適用型式 パンチング形状
パンチング棚板 212246

¥11,200 DNE400/410/401/411、DNF400/410、DS400/410/401/411、DKN402、
DKM400、DVS402、DG400

丸パンチ

212266
¥12,800

DNE600/610/810/601/611/811/911/650/650V/670/670V/850/850V、
丸パンチDNF600/610/810、DKN601/602/611/612/811/812、DVS601/602、DX601/602、

DS600/601/610/611、DKG610/610V/650/650V/810/810V/850/850V、DY600
212490 ¥12,800 DNE910/911、DNF910、DKN911/912 丸パンチ
211098 ¥11,200 DN410/411H/I、DF/DH410、DF/DH411/412 角パンチ
211099 ¥13,600 DN610/611H/I、DF/DH610、DF/DH611/612、DFS/DHS710/810 角パンチ
212688 ¥11,000 DE/DT410、DE/DT411 角パンチ
212689 ¥15,000 DE/DT610、DNG610/610V/810/810V、DE/DT611 角パンチ
212679 ¥12,000 DES/DTS 全機種 角パンチ
212094 ¥  8,800 DKN301、DX301 丸パンチ
212068 ¥  8,800 DX302、DKN302、DKM300、DY300 丸パンチ
212095 ¥10,000 DKN401、DVS401、DX401/402、DY400 丸パンチ
212808 ¥10,000 DR200 網状
211189 ¥  6,400 DK240S、DV240S 丸パンチ
211190 ¥  7,200 DK340S、DV340S 丸パンチ
211854 ¥12,800 DG800/850 丸パンチ
212134 ¥  6,800 DP23/200（棚受金具は本体内槽に固定式です） 丸パンチ
212162 ¥10,000 DP33/300（棚受金具は本体内槽に固定式です） 丸パンチ
212192 ¥11,200 DP43/410（棚受金具は本体内槽に固定式です） 角パンチ
212193 ¥16,800 DP63/610（棚受金具は本体内槽に固定式です） 角パンチ

（アルミ製）297071 ¥  8,000 ADP200 丸パンチ
（アルミ製）297072 ¥21,600 ADP300 丸パンチ

ワイヤ棚板 211063 ¥10,000 DN410H/I、DN411H/I、DF/DH410、DF/DH411/412、DFS/DHS42/52 ステンレスワイヤ
211064 ¥12,800 DN610H/I、DN611H/I、DF/DH610、DF/DH611/612、DFS/DHS62/72/82/710/810 ステンレスワイヤ
212686 ¥  9,600 DE/DT410、DE/DT411 ステンレスワイヤ
212687 ¥12,000 DE/DT610　DNG610/610V/810/810V、DE/DT611 ステンレスワイヤ
212678 ¥11,000 DES/DTS 全機種 ステンレスワイヤ
211090 ¥12,800 DH650 ステンレスワイヤ

カゴ式棚板 212924 ¥28,000 DF/DH412、DE/DT411 ステンレス金網
212925 ¥32,000 DF/DH612、DE/DT611、DFS710/810、DHS710/810 ステンレス金網

棚板（ステンレスワイヤ）・棚受棚板（ステンレスパンチングメタル）・棚受

■棚板・棚受

棚　板

■ケーブル孔

■外部出力端子 ■独立過昇防止器 ■排気ダクト（背面）

■オートダンパー（DES/DTS用）

パネル 天井吸気口

■N2ガス導入装置

その他のオプション
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■記録計
組み込み可能機種：DNE850/850V、DNG810/810V、DF411/611、DH411/611、DH650、DIR631、DFS/DHS全機種、DE/DT（U）全機種、DES/DTS全機種、DP410/610

■ハイブリッド記録計

（注）上記の価格には、消費税は含まれておりません。●荷造・運送・搬入・据付費は別途申し受けます。
6打点式と１～4ペン式をご用意しています。お問い合わせください。

商品コード 281567
商品名 ハイブリッドレコーダ（6打点式または１～4ペン式）
型　式 AL4000
記録紙幅 100mm
入力信号 直流電圧、熱電対、測温抵抗体、直流電流
測定・記録周期 打点式：5S／6点、1S／6点（オプション）　ペン式：100mS
記録方式 ワイヤドット（6色インクリボン）
価　格 ¥240,000～

■グラフィックレコーダ（ペーパーレスレコーダ）

（注）上記の価格には、消費税は含まれておりません。●荷造・運送・搬入・据付費は別途申し受けます。
本製品には、取っ手、ゴム足、電源ケーブルが付属します。測定点数は12点仕様もご用意しています。警報出力付き仕様をご用意して
います。お問い合わせください。

商品コード 281569
商品名 グラフィックレコーダ
型　式 KR-2S00
表示部 5.7形TFT液晶ディスプレイ
入力信号 直流電圧、直流電流、熱電対、測温抵抗体
測定・記録周期 1S／6点（100mS／4点）
通信機能 FTPサーバ、 FTPクライアント、 SNTPクライアント、 Webサーバ、 E-Mail発信
演算機能 算術演算、 比較演算、 論理演算、 一般関数、 積算演算チャンネルデータ演算（最大44点）
記録方式 内部メモリー、外部メモリー（コンパクトフラッシュカード/USBフラッシュメモリ）
価　格 ¥250,000～

（注）上記の価格には、消費税は含まれておりません。●荷造・運送・搬入・据付費は別途申し受けます。
※製品によっては内蔵できない場合がありますので、お問い合わせください。

■記録計関連パーツ
品　名 商品コード 価　格
1 本体内蔵設置費※ 200000 ¥60,000
2 別置ボックス 281551 ¥60,000
3 K熱電対 281552 ¥24,000
4 K熱電対（校正証明書付き） 281553 ¥60,000
5 T熱電対 281554 ¥24,000
6 T熱電対（校正証明書付き） 281555 ¥60,000
7 白金測温抵抗体　Pt100Ω 281556 ¥40,000
8 白金測温抵抗体　Pt100Ω（校正証明書付き） 281557 ¥70,000
9 取手・ゴム足つき（本体への追加費用となります） 200000 ¥30,000

■12.1形グラフィックレコーダ（ペーパーレス）

（注）上記の価格には、消費税は含まれておりません。●荷造・運送・搬入・据付費は別途申し受けます。
※本製品は装置組み込み（内蔵設置）はできません。取手、ゴム足付きでご注文ください。

商品コード 200000
商品名 フルマルチレンジ グラフィックレコーダ
型　式 KR-3000
表示部 12.1形カラー液晶ディスプレイ
入力信号 直流電圧、直流電流、熱電対、測温抵抗体
測定・記録周期 100mS／1S　各12点、24点、36点、48点仕様
通信機能 FTPサーバ、 FTPクライアント、 SNTPクライアント、 Webサーバ、 E-Mail発信
演算機能 算術演算、比較演算、論理演算、一般関数、積算演算チャンネルデータ演算（最大44点）
記録方式 内部メモリー、外部メモリー（コンパクトフラッシュカード、USBメモリー）
価　格 ¥500,000～

KR-2S00

AL4000

EL3000

KR-3000

取手・ゴム足付き
(EL3000への取り付け例)

■アナログ記録計

（注）上記の価格には、消費税は含まれておりません。●荷造・運送・搬入・据付費は別途申し受けます。
他に直流電圧、測温抵抗体、直流電流、サーミスタ式の記録計も用意しています。お問い合わせください。

商品コード 281568
商品名 アナログレコーダ
型　式 EL3000
記録紙幅 100mm
入力信号 熱電対
紙送り速さ 20mm/h
記録方式 6色インクパッド
価　格 ¥133,000～

「xSenso」は、コンパクトなサイズのアナログデバイスサーバーです。電圧もしくは電流のアナ
ログ信号を簡単に他の機器やネットワークに転送する機能を持っています。恒温器・乾燥器
などのアナログ出力端子からのデータをEthernetでコンピュータに送信することが可能です。
専用のソフトではなくWebブラウザを使用して、様々なアナログデバイスの監視、データの蓄
積・管理、グラフ表示をリアルタイムに実行できます。　※詳細はお問い合わせください。

アナログデータをEthernetでコンピュータに！「xSenso」

●チャンネル：動入力（スクリューターミナル
コネクター）×2

●入力モード：電圧／電流
●入力範囲：±100mV、±1V、±10V、±20mA

●インターフェース：Ethernet 10 Base-T or 
100 Base-TX（Auto-sensing）×1

●設置方法：DINレール、壁取り付け、据え置き


