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5.恒温培養器科学・産業機器

●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。

コントロールパネル

IT400/600/820

CO2インキュベータ
IT400/600/820 
CO2 Incubators with Water Jacket ウォータージャケット

温度の安定性に優れています

長期にわたり安定した培地のpHコ
ントロールが行えるように設計され
ています。加えて、大切な試料を
万一のトラブルから守る安全装置を
充実させ、安心してご利用いただけ
るCO2インキュベータです。

●内槽は継ぎ目のない、フラットな構造設
計。コーナーはすべてRを付け、内槽奥の
4隅はボールコーナーの構造で掃除が容易
でコンタミを防ぎます。

●CO2導入時のみの微風撹拌によりコンタ
ミの可能性を抑え、内部の気相を均一に
します。また、ファンはドア開放と同時に
自動停止します。振動もありません。

●外気温度が変動しても内槽内の温度に影
響がないよう、温度センサを内槽内に設
置して温度をコントロールします。

●機器の稼働状態、実行中の運転条件がひ
と目で分かるように表示器に情報が表示
されます。

●内槽の寸法はシャーレの設置しやすさを
考慮して設計。オプションのシャーレ用
トレーは効率よくシャーレを設置でき、
また、本体の棚板にトレーを効率よく設
置し、取り出しやすくなっています。

●槽内ドレンがなく排水処理が不要です。
●棚受ユニットを取り外し滅菌が可能。
●滅菌作業のため槽内ファンの脱着は工具を
使用せず容易です。また、槽内ダクト、棚
受等の分解・組み立ても容易にできます。

●ファンモータ、温度センサ、濃度センサの
交換が容易な構造です。

●設定温度に合わせて＋2℃に自動設定され
る過熱防止機構と独立過昇防止器を標準
装備しました。温度センサとCO2センサを
監視して温度異常のときには温度制御の
みを停止、CO2濃度異常のときはCO2制御
のみを停止させます。

●停電時には保温性のよいウォータージャ
ケットによる断熱構造とCO2の供給を停
止する機構によって試料を保全します。

（注）発熱するサンプルを装置内に入れた場合は、正
常に温度制御できない場合があります。

コントローラは温度・CO2濃度とも高い信頼性と容易
な入力を両立しています。（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。

電源コードの長さは器外約2mです。電源欄の（　）はブレーカ容量および電源設備容量です。
※1.条件：温・湿度23℃±5℃・65％RH±20％（無負荷）　※2.外形寸法は突起部を含まず。
注） CO2ガスレギュレータを別途ご用意ください。

■仕様
商品コード 212318 212319 212316
型　式 IT400 IT600 IT820

方
　
式

加温 ウォータージャケット
加湿 バット注水による自然蒸発
CO2濃度制御 CO2センサ検知制御
撹拌 電動ファンによる微風循環

性
　
能

使用周囲温度範囲 5〜30℃
温度制御範囲 （室温＋5）〜50℃
使用湿度範囲 95%RH以上
CO2濃度調節範囲 0.1〜20.0%
温度調節精度 ±0.1℃（at�37℃）
温度分布精度 ±0.2℃（at�37℃）
CO2濃度調節精度 ±0.1%（at�5%CO2）

構
　
成

温度調節器 PID制御
CO2調節器 P制御
水槽・槽内・ドア温度センサ 白金測温抵抗体　Pt100Ω
CO2センサ 赤外線吸収式
独立過昇防止センサ K熱電対
温度設定方式/CO2濃度設定方式 デジタル設定・表示
水槽ヒータ 280W 340W 340W×2槽
ドアヒータ 40W 40W×2槽
除湿器 ペルチェ素子 ペルチェ素子×2槽
ケーブル孔 φ32mm φ32mm×2槽

安全装置 自己診断機能（温度センサ異常、トライアック短絡、ヒータ断線、自動過昇防
止）、キーロック機能、ドアスイッチ、独立過昇防止機能、過電流漏電ブレーカ

規
　
格

内寸法（幅×奥行き×高さmm） 409×426×414 609×426×514 609×426×514×2槽
外形寸法※2（幅×奥行き×高さmm）545×646×805 745×646×905 745×646×1,811
内容積（約） 72L 133L 133L×2槽
棚板耐荷重 約5kg/枚
棚受段数 12段 14段 14段×2槽
電源（50/60Hz）定格電流 AC100V　4A（15A） AC100V　5A（15A） AC100V　9A（15A）
重さ 約100kg 約115kg 約220kg

付属品 ●棚板（アルミニウム製）　●棚柱（左右）　●棚柱押え
●水平調節ねじ（IT820は本体に取り付け）　●加湿用バット
●CO2供給ホースφ6.5mm×φ13mm×3m　●ホースバンド

棚板 6枚 7枚 14枚
価　格　 ¥850,000 ¥1,050,000 ¥1,900,000

72L
IT400型

133L×2槽
IT820型

72L（400型） 133L（600型） 133L×2槽（820型）内容積

弊社ホームページ上で
お客様登録いただけま
すと通常1年の無償保証
が2年間となります。

（室温＋5）〜50℃温度制御範囲 0.1〜20.0%CO2濃度調節範囲
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内槽

IT400/600/820

赤外線光源

被測定ガス

検出器

導入ガス

 マイクロフローセンサ

光チョッパ

モータ

●引火性、爆発性のあるガス雰囲気中では使用禁止です。
●爆発性、可燃性物質は使用しないで下さい。

●高温部分をさわらないで下さい。
本製品をご使用の際は65頁の注意事項をご理解いただき正しくご使用下さい。注意

IT400型

IT820型

■非分散赤外線方式CO2センサの原理と構造
光源から発せられる赤外線が、光チョッ
パで断続した光エネルギーになり、セルの
中の被測定ガス中でCO2％に応じて吸収
され、検出器に到達します。その到達した
光のエネルギーの大きさに比例して検出
器上部の圧力が上昇し、下部のマイクロフ
ローセンサを通過する流れを生じます。
この流れをマイクロフローセンサが感じ
取り、センサの抵抗値の変化としてとら
え濃度に換算します。

■�CO2 センサの特徴
●赤外線方式は、CO2ガスのみを選択でき
る唯一の測定方法です。
●センサが直接サンプルに触れることが
ないので、長期的に安定性が保てます。
●器内にセンサをとりつけていないの
で、高湿度によるセンサの劣化がありま
せん。
●電子式除湿機を採用しているので、水
分による誤作動がありません。
●高湿度に触れないのでセンサを水分か
ら保護する保護管が必要なく、応答遅れ
がありません。
●扉の開閉時や停電時に起きる温度変化
で、センサが結露して誤動作することが
ありません。

［IT400型］ ［IT600型］ ［IT820型］

No. 品　名 商品コード 価　格
① 架台OIT10�（IT400用） 212832 ¥ 50,000
② 架台OIT12�（IT600用） 212833 ¥ 55,000
③ 重ね架台�（IT400用） 281226 ¥110,000
④ 棚板1枚� （IT400用）　耐荷重5kg 212836 ¥  6,000
⑤ 棚板1枚� （IT600/820用）　耐荷重5kg 212837 ¥  7,000
⑥ シャーレ用トレイ 281227 ¥ 20,000
⑦ 内小扉� （IT400用） 281228 ¥ 60,000
⑧ 内小扉� （IT600用） 281229 ¥ 80,000
⑨ 内小扉� （IT820用） 281230 ¥160,000
⑩ 加湿水位検知 281231 ¥ 60,000
⑪ 外部警報端子 281232 ¥ 16,000
⑫ CO2ボンベ切替器 281233 ¥280,000

（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。
●上記の⑦〜⑪については、ご注文時にご指定ください。

■オプション

方式

▲

183頁機種一覧
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ウォーター
ジャケット




