
www.yamato-net.co.jp   0120-405-525231 ヤマト科学

7.滅菌器科学・産業機器

HVA-85LB/110LB・HVA-85/110

大型オートクレーブ（ラボ用・医療機器）
HVA-85LB/110LB（ラボ用）・HVA-85/110（医療機器）

Autoclaves

大容量で優れたコストパフォーマンスを実現

HVA-85LB型 HVA-110LB型

優れたコストパフォーマンス
強制冷却装置を標準装備。高い基本性能を備えながら、高いコス
トパフォーマンスを実現しています。容量は85lと110lの2種類を
ご用意しています。

エレクトロ・メカニカルロックシステム
ワンタッチレバーでフタの開閉が簡単確実に行えます。圧力シー
ル方法による安全対策も施しています。（特許取得）

ダブルインターロック機構
滅菌中の缶内圧力と温度を検知し、フタをロックします。停電や
手動で途中停止した場合※1でもロック状態を維持します。

強制冷却装置
滅菌終了後、強制冷却し圧力を落とします。滅菌後の取り出し時
間を短縮できます。

メモリー機能
コースごとに設定した内容を登録できます。

培地を凝固させない保温機能
オートカット「OFF」機能※2

※1.停止及び手動停止後もインターロック機構は機能しています。
※2.30分以上の場合

（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。

■仕様
商品コード HVA85LB HVA110LB

型 式 HVA-85LB HVA-110LB
種別／方式 ラボ用／自動高圧蒸気滅菌
滅菌温度範囲 105～128℃　可変式 105～123℃　可変式
滅菌タイマ 1～250分　残時間表示方式
保温温度範囲 45～80℃　可変式
保温タイマ 20時間（固定）
選択コース 3コース・3メモリ〈液体滅菌（保温）・器具滅菌〉
冷却ファン P-O（自然冷却）を除く全ての冷却工程において動作
排気ボトル（満水時） 3.4l内蔵式
安全弁動作圧力 0.196MPa 0.157MPa
温度計 5～130℃ 5～125℃
圧力計 0～0.4MPa
安全・警報装置 圧力安全弁・漏電ブレーカ・空焚防止装置・エラー表示（空焚・温度センサ断線・過温・過冷・過圧・ヒータ異常・開閉レバーロック異常）
圧力容器の種類 小型圧力容器
缶体材質 ステンレス（SUS304）
外形寸法 幅667×奥行652×高さ1011mm 幅667×奥行652×高さ1191mm
缶体寸法／内容積 内径420×高さ615mm／85l 内径420×高さ795mm／110L
重　さ 約78kg 約85kg
電源（50/60Hz） 単相　AC200　15A（3.0kW） 単相　AC200　20A（4.0kW）
付属品 スノコ・排水ホース・排気ホース・排気ボトル・ドレン回収ボトル・キャスタストッパ（2個）・インシュロック

価 格 ¥700,000 ¥742,000

商品コード HVA85 HVA110

型 式 HVA-85 HVA-110
種別／方式 医療機器／自動高圧蒸気滅菌
医療機器の種別 管理医療機器（クラスⅡ）　特定保守管理医療機器
医療機器製造販売承認番号 21900BZX01283000 21900BZX01284000
仕　様 仕様内容はHVA-85LB/110LBに準じます

価 格 ¥720,000 ¥762,000

上記HVA-85LB/110LBは医療機器ではありません。医療機器は下の装置をご用意しています。

見やすく分かりやすいディスプレイ
進行状況がひと目で分かる現在の工程を点滅表示。また選択した
コースもディスプレイに表示されます。
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●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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HVA-85LB/110LB・HVA-85/110・LC2-040/045

小型オートクレーブ（ラボ用）
LC2-040/045
Autoclaves

■HVA型オプション

■仕様

ステンレス製丸型金網カゴ ステンレス製滅菌缶（穴無し） ステンレス製滅菌缶（穴有り）

No. 品名 内寸法 対応機種 商品コード 価 格
① ステンレス製丸型金網カゴ φ380×高さ285mm HVA-85LB/85 HVA08501 ¥23,000
② ステンレス製丸型金網カゴ φ380×高さ375mm HVA110LB/110 HVA11001 ¥27,000
③ ステンレス製滅菌缶（穴無し） φ390×高さ285mm HVA-85LB/85 HVA08502 ¥31,000
④ ステンレス製滅菌缶（穴無し） φ390×高さ375mm HVA110LB/110 HVA11002 ¥36,000
⑤ ステンレス製滅菌缶（穴有り） φ390×高さ285mm HVA-85LB/85 HVA08503 ¥38,600
⑥ ステンレス製滅菌缶（穴有り） φ390×高さ375mm HVA110LB/110 HVA11003 ¥44,400

コントロールパネル

商品コード LC2040 LC2045

型 式 LC2-040 LC2-045
種別／方式 ラボ用／自動高圧蒸気滅菌
滅菌温度 132/121℃ 121/115℃
滅菌時間 132℃ 5～99分/121℃ 20～99分 121℃ 20～99分/115℃ 30～99分
液体滅菌対応 × ○（※）
缶体材質 ステンレス（SUS304）
最高使用圧力 0.245MPa
圧力計 ブルドン管式　0～0.4MPa
安全装置 空焚防止装置・安全弁・過電流漏電保護装置・蓋ロック検出装置・温度ヒューズ
外形寸法 幅250×奥行250×高さ426mm
缶体寸法／内容積 内径150×高さ220mm／4L
重　さ 約14kg
電源（50/60Hz） AC100　5A（500W）
付属品 網カゴ（内寸法φ130×高さ200mm）・棚板（スノコ）・排水チューブ（2m）

価 格 ¥198,000 ¥198,000

●短時間で連続滅菌が可能です。
●各種安全装置を装備しています。
●コンパクトサイズですので場所を取らず、

少量の滅菌に適しています。
●マイコン制御を搭載したセミオート型低

価格モデルです。
●LC2-045は、液体＆培地滅菌時の突沸を

防止する「液体滅菌モード」を搭載。
※本製品は医療機器ではありません。

※滅菌物の量あるいは質により（昇温途上で）突沸のおそれがあります。

チャンバー内温度や経
過時間をリアルタイム
にデジタル表示します。

ドアロックの状態や缶
体内の水位をお知らせ
します。

わかりやすく押しやす
いキー配列で、各種設
定変更も簡単です。

▲ 220頁機種一覧
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