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KDF シリーズ

マッフル炉
KDF シリーズ
Furnaces, Muffle

バリエーション豊かに新登場
炉内寸法別に5機種のマッフル炉を取り揃えました。多様な焼成条
件に対応できるように様々なオプションもご用意しています。超
電導焼結、セラミックス焼成、各種新素材の熱処理、セラミックス
や金属の脱脂、ガラスの熱処理や溶融、灰化処理、金属の焼入れ、
焼きなましなど、焼成条件に適合したマッフル炉とオプションを
お選び下さい。

■仕様

■オプション
脱臭装置ESシリーズ
熱処理時に発生する有害、悪臭ガスを処理する白金触媒式脱臭装置をオプショ
ンで用意しています。脱臭装置をマッフル炉の上部に取り付ける事により、熱
処理時に発生する有害、悪臭ガスを自動的に酸化処理することができます。

型 式 ES71 ES72
電源電圧 AC100V 50/60Hz AC200V 単相 50/60Hz
消費電力 300W
外形寸法（幅×奥行×高さmm） 245×225×260
質量 6.1kg
処理方法 白金触媒による有害、悪臭ガスの酸化処理
触媒容積 1125cm3

処理可能ガス 酸素と化合することにより、無害、無臭になるガス
適合機種 300Plus 500Plus、1500Plus、3000Plus、5000Plus

価 格 ¥200,000

型 式 VF71 VF72
電源電圧 AC100V 50/60Hz AC200V 50/60Hz
消費電力 34VA（50Hz）/37VA（60Hz）
外形寸法（幅×奥行×高さmm） 247×223×267
質量 5.2kg 6.0kg
排気方法 シロッコファンによる強制排出
最大風量 2.4m3/分（50Hz）/2.7m3/分（60Hz）
適合機種 300Plus 500Plus、1500Plus、3000Plus、5000Plus
付属品 φ75断熱ダクト2.5m（伸張時）1本、ダクトランプ

価 格 ¥125,000

排煙装置VFシリーズ
排煙装置をマッフル炉の上部に取り付ける事により、熱処理時に発生する有害
悪臭ガスを強制的に室外、ドラフトなどに排気することができます。

商品コード 300-PLUS 500-PLUS 1500-PLUS 3000-PLUS 5000-PLUS

型 式 300-Plus 500-Plus 1500-Plus 3000-Plus 5000-Plus

性
　
能

使用温度範囲 100℃〜1150℃ 100℃〜1100℃
常用/最高使用温度 1000℃/1150℃ 1000℃/1100℃
温度分布制度 ±3℃ at 1000℃
温度上昇時間 約40分（1150℃まで） 約28分（1150℃まで） 約25分（1150℃まで） 約28分（1150℃まで） 約49分（1100℃まで）
温度制御方式 時分割PID制御方式（オートチューニング付き）
運転形態 プログラム運転 （50パターン、100セグメント）

構
　
成

温度センサ K熱電対
ヒータ 鉄クロム線（パイロマックスDS）
ヒータ容量 1.2kW 1.8kW 3.6kW 5.5kW 8.0kW
炉体 セラミックファイバ

安全装置 渦電流ブレーカ、過昇温設定器、ドア開閉センサ、キーロック機能、炉内温度感応型冷却ファン、マイコン異常検出装置

規
　
格

外部出力 ガス導入用出力1〜2、イベント接点出力1〜4、脱臭装置用出力、運転中・終了・アラーム接点出力、3色パトライト出力、SDカードスロット
外部入力 リモート機能（コース選択、START、STOP、PASS、AT開始/停止を接点入力可能）、シーケンサ等で自動運転可能
外形寸法（幅×奥行×高さmm）300×440×390 400×470×450 570×575×510 580×660×610 670×860×725
炉内寸法（幅×奥行×高さmm）120×225×110 160×245×130 230×305×200 300×410×244 350×500×300
炉内容積（約L） 3.0L 5.1L 14.0L 30.0L 52.5L
排気口径 直径23.5mm
質量 22kg 33kg 49kg 82kg 118kg
電源（50Hz/60Hz） AC100V AC200V 単相
電流容量 12A 9A 18A 28A 40A

付属品 炉床板、排気口栓、排気ガイド、ACコード（300Plusは本体に装着）、取扱説明書

オプション 脱臭装置（ES71, ES72）、排煙装置（VF71, VF72）、ガス導入ユニット、3色パトライト、別系統過昇温センサ、本体固定金具ユニット、
漏電ブレーカ、プラチネル熱電対、専用ワゴン、記録計出力用センサ

価 格 ¥360,000 ¥455,000 ¥565,000 ¥698,000 ¥1,150,000
（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。
1. 製品仕様・データは予告なく変更する場合があります。また数値データは全て代表値で保証値ではありません。2. 脱臭装置と排煙装置は同時に取付け及び使用はできません。3.1000℃以上での使用
頻度が高い場合は、高温型長寿命の P 熱電対を有料にてご用意致しておりますのでお申し付け下さい。4. 温度上昇時間は炉内空積時の最高使用速度。5. 別系統過昇温センサと記録計出力用温度センサは
同時に取付けできません。6. 電源設備の電源容量は余裕をもってご用意下さい。

（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。
●排煙装置との同時装着はできません。

（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。
●脱臭装置との同時装着はできません。

●仕様および外観は改良のため予告なく変更す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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KDF シリーズ・KDF-900GL/KDF-75

操作部に液晶パネルを搭載したことにより、複雑なプログラムも
一目で確認できるようになりました。

電磁弁、流量計、スイッチを装備したガス導入ユニットをオプションで搭載できます。ガスフロー命令を入力することにより、自動的にガ
スを炉内に導入できます。

SDカードスロット搭載により焼成データをCSV形式でSDカード
に取り込んだり、焼成プログラムを取り込み、編集し、そのデータ
を本体に取り込む事が可能になりました。

■操作パネル搭載による操作性の向上

■自動ガスフロー

■SDカードスロット搭載による簡単な情報入出力

商品コード 214135

型 番 KDF75
外形寸法（幅×奥行×高さmm）470×620×490
質量 約62kg
炉内寸法（幅×奥行×高さmm）120×220×90、2.4L
電源設備 AC100V 50/60Hz 30A
消費電力 1.8kW
常用・最高使用温度 1050℃/1100℃
最高昇温速度 約30分、常温⇒1100℃（空積・マニュアル運転）
プログラム 40パターン、20セグメント、10種類のリンクプログラム
温度センサ R熱電対
発熱体/断熱材 パイロマックス/セラミックスファイバ
炉体構造 アルミチャンバ内に断熱材と発熱体を配置（内熱式）
到達圧力 101Paオーダ（常温空積時）
ガス流量計 窒素、酸素 Max 2L/min　各1本
炉内雰囲気 大気、真空、窒素、酸素、不活性ガス
真空計 ブルドン管真空計、デジタルピラニ真空計
排気装置 油回転ポンプ（別置）50L/min @50Hz （標準装備）
外部コントロール RS-232C通信ソフトウェア標準添付
温度記録計 なし

価 格 ¥2,200,000

商品コード 214134

型 番 KDF900GL
外形寸法（幅×奥行×高さmm）700×655×1640
質量 約230kg
炉内寸法（幅×奥行×高さmm）255×310×215、15.0L
電源設備 AC200V 単相 50/60Hz 50A
消費電力 4.6kW
常用・最高使用温度 1050℃/1100℃
最高昇温速度 約31分、常温⇒1100℃（空積・マニュアル運転）
プログラム 40パターン、20セグメント、10種類のリンクプログラム
温度センサ R熱電対
発熱体/断熱材 パイロマックス/セラミックスファイバ
炉体構造 アルミチャンバ内に断熱材と発熱体を配置（内熱式）
到達圧力 101Paオーダ（常温空積時）
ガス流量計 窒素、酸素 Max 5L/min　各1本
炉内雰囲気 大気、真空、窒素、酸素、不活性ガス
真空計 ブルドン管真空計、デジタルピラニ真空計
排気装置 油回転ポンプ200L/min @50Hz （標準装備）
外部コントロール RS-232C通信ソフトウェア標準添付
温度記録計 1ペン式記録計（チャート幅100mm）

価 格 ¥4,600,000

ガス導入ユニット その他オプション
型 番 KDG-300 KDG-1500 KDG-3000 KDG-5000
外形寸法（幅×奥行×高さmm） 75×120×200
流量計 窒素2L/分1本 窒素5L/分1本 窒素10L/分1本 窒素20L/分1本
動作モード 常時ON/自動動作/常時OFFの切り替えが選択可能
適合機種 300Plus、500Plus 1500Plus 3000Plus 5000Plus

価 格 ¥160,000

型 番 商品名 対応機種 価 格
RKP100-01 1ペン式記録計 全機種 ¥250,000
PH100-06 ハイブリッド記録計（6打点） 全機種 ¥340,000
KDW-100 専用台500W×700H×700D、24kg 300、500、1500Plus ¥ 75,000
KDW-200 専用台700W×700H×900D、32kg 3000、5000Plus ¥ 88,000

（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。

（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。

（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。 （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。

真空ガス置換炉
KDF-900GL/KDF-75
Furnaces, Gas Replacement, Vacuum

真空オーダーからガス雰囲気、ガスフローまで幅広い熱処理に対応できます
卓上真空ガス置換炉高精度真空ガス置換炉

●約15Lの炉内寸法で3面加熱方式
●真空、ガス雰囲気熱処理
●全自動プログラム運転
●40パターン20セグメントのプログラム

容量

●約2.4Lの炉内寸法の小型設計
●AC100、30Aで使用可能
●真空、ガス雰囲気熱処理
●全自動プログラム運転




