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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。

NU-5800D

CO2インキュベータ
NU-5800D
CO2 Incubator with Air Jacket 壁面加温エアジャケット

±0.3℃（at 37℃）温度制御範囲 温度分布精度

HEPAフィルタを搭載する密閉循環方式の
採用により外気流入による汚染を防止。コ
ンタミ防止に威力を発揮します。

●大容量チャンバ
　大容量200Lチャンバで大量培養でもシャーレの配置、出し入れ
をスムーズに行なえます。

●CO2センサ
　長寿命、高信頼性の赤外線式CO2センサを使用。
●チャンバ形状
　棚受は簡単に取り外しが出来ます。チャンバ内のコーナ部はR形
状で清掃メンテナンスを容易に行なえ汚れの拭き残しを防止しま
す。

●タッチパネルカラー液晶
　大型で見やすく操作性に優れた抵抗膜式タッチパネルカラー液晶
を搭載。手袋を装着した状態でも操作が可能です。

　（画面サイズ　5.6インチ）
●温度とCO2濃度の履歴をグラフ表示
　温度とCO2濃度7日分の履歴をグラフ表示で確認することができ
安心です。また、扉開閉等状態履歴を含む運転履歴データ（CSV�
形式）をUSBメモリへ転送するポートも備えております。

■仕様
商品コード NU-5800D

型　式 NU-5800D
方式 ダイレクトヒート�エアジャケット式

電源 AC100V±5%�50/60Hz��6A
消費電力�加熱中345W　�安定時175W�

使用環境条件 周囲温度：15〜30℃　�周囲湿度：20〜60%RH（結露無きこと）

性
　
能

温度制御範囲 （室温＋5）〜55℃
温度調節精度 ±0.1℃（at�37.0℃）※

温度分布精度 ±0.3℃（at�37.0℃）※

CO2濃度調節範囲 0〜20.0%
CO2濃度調節精度 ±0.1%
湿度 約90%

構
成
・
方
式

温度制御 PID制御
温度センサ 制御用センサ、補償用センサ
補助温度制御 扉、正面外周ヒータ（設定温度/周囲環境による自動補正および任意出力調整）
断熱材 高密度断熱材
CO2濃度調節制御 マイコンによる最適化プログラム
CO2センサ 赤外線式
加湿方式 加湿水バットによる自然加湿

機
　
能

表示・操作部 5.6インチ�タッチパネルカラー液晶（抵抗膜式タッチパネル）

表示機能 温度/CO2濃度/各種ステータス/日付・時刻/アラーム、
運転履歴グラフ（温度、CO2濃度　7日分）

出力機能 温度CO2出力4-20mA、リモートアラーム出力（無電圧C接点）、
USBポート：温度、CO2濃度、エラー、扉開閉履歴CSV形式（最大30日分）

安全機能 温度/CO2過昇警報、温度/CO2低下警報機能、サーキットブレーカ（8A）

サ
イ
ズ

外形 幅680×奥行691×高さ1008mm（アジャスター脚部を除く）
本体重量 106kg
チャンバ 容積：約200l��幅540×奥行509×高さ724mm
棚板 幅502×奥行477mm�����最大荷重�9kg/棚板　�全棚板合計�22kg
加湿水バット 最大2l��幅320×奥行260×深さ38mm

付属品 ステンレス棚板4枚、ステンレス棚板受8個、ステンレス加湿水バット1個、
CO2用ガスチューブ内径φ6mm×1.7m×1本、排気口キャップ1個、
電源コード（器外2m）×1本

価　格 ￥795,000
（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。
※測定条件　　周囲温度：23～25℃　電源電圧：AC100V　温度分布：当社既定の槽内9ヶ所

※2段重ねには付属の専用連結金具をご使用ください。

2段重ね

（室温＋5）〜55℃ 0〜20.0%CO2濃度調節範囲 200L内容積
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NU-5800D

▲ 183頁機種一覧

■オプション
No. 品　名 商品コード 価　格
① ステンレス棚板1枚・棚受2本 NU-1583 ￥22,000
② ステンレス加湿水バット NU-5160 ￥12,000
③ キャスター付き架台 NU-1582 ￥76,000

チャンバ内エアの循環とHEPAフィルタチャンバ構造
実験試料を設置しやすい大容量チャン
バ（約200l）と棚板サイズ。幅502×奥行
477mmの棚板を21段階の高さで設置
できます。（棚板4枚標準付属）
ヒーティング構造はチャンバの側面、
底面、天井面および背面に装着された
フォイルヒータがチャンバ壁を直接加
熱し、高密度断熱材でチャンバの外面
全体を覆うことで、槽内の温度均一
性±0.3℃を実現しております。

[A]  高密度断熱材 [B]  ヒータ [C]  温度センサ（制御用、補償用）
[D]  棚板  幅 502×奥行477mm [E]  メンテナンスパネル
[F]  清掃しやすいコーナー形状

クリーンエア

循環ポンプにより吸い出された
エアはHEPAフィルタを通過さ
せた後CO2センサへ送られ、再
びチャンバへ戻されます。エア
循環にHEPAフィルタを介する
ことで、コンタミを除去した高
い清浄度を実現し、外気による
汚染、コンタミネーションの防
止に威力を発揮します。

細胞観察用 位相差観察装置

型　式 BS-M04 BS-M10
倍率 4倍 10倍
視野サイズ 1.69×1.35mm 0.68×0.54mm
電源 パソコンのUSB端子　より供給
観察モード 位相差観察
使用環境 0〜40℃��95%RH以下（結露無きこと）
対応容器 各種マルチプレート、各種ディッシュ、各種フラスコ（容器高さ50mm以内）
サイズ 幅160×奥行295×高さ335mm（突起部含まず）
重量 約5kg
価　格 ￥1,300,000

●簡単操作で位相差観察
●タイムラプス撮影による
動画作成機能

●湿度95%RHに対応
●ミニマルデザインで低価
格を実現

インキュベータ内設置でリアルタイムに細胞観察が可能

遠隔操作用ソフト付属(PCは別売り)
別売り

電動フォーカスユニットは別売り

制御システム メンテナンスパネル

操作には使いやすい5.6インチ抵抗膜式タッ
チパネルカラー液晶画面を採用。手袋を装着
した状態でも操作が可能です。
制御システムには最新のマイコン制御が搭載
され細胞培養に最適な運転条件を提供しま
す。見やすい温度、CO2濃度表示の他、日時、
装置の各種ステータスを表示します。

定期交換が必要なCO2ガス導入フィルタ、外
気導入フィルタを装置前面下部のメンテナン
スパネル内に備えることで、点検・メンテナ
ンスを容易に行なうことができます。またサ
ンプルポートも備えており外部計器による
CO2濃度校正も簡単です。
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CO2濃度コントロール

湿度

赤外線CO2センサを搭載。
濃度測定に使用する赤外線の波長はCO2だけ
に吸収される特性であるため、他の成分、例
えば水蒸気によるCO2濃度測定値への影響を
防止します。非常に安定したセンサ出力によ
り、校正・メンテナンスの頻度を少なく抑え
ることができます。

チャンバ底部に設置される加湿水バットに
より最適な湿度環境を提供します。
また、内ガラス扉及びチャンバ壁面への結露
を減らすため、扉及び前面外周に出力調整可
能なヒータを備えており、季節による外気温
低下などの環境変化に対しフレキシブルな調
整が可能です。

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。

（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ステンレス棚板・棚受 ②ステンレス加湿バット




