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9.恒温液槽科学・産業機器

循環恒温槽
Ministat・K6 シリーズ
Ministat

様々なアプリケーションに幅広く対応

小型クーリングサーキュレーター　Ministat

クーリングサーキュレーター

●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。

●卓上型コンパクト設計
●±0.02℃の精密温調
●強力な吐出・吸引ポンプ/回転数無段階調整（設定により流量変

更可能）
●幅広い温調範囲
●プログラム運転機能（オプション）
●外部温度制御可能（オプション）
●RS232/485、LANポート（RJ45）、USBポート標準装備
●安全機構：過昇温防止設定、ポンプ過負荷、CAN-BUSチェッ

ク、設定温度入力制限
●冷却時結露防止機能（Ministat230、240のみ）
●主なアプリケーション／リアクターやオートクレーブの温調、

分光光度計など各種計測機器の温調、センサーのキャリブレー
ション、ペルチェ素子の温調、温調プレートなど外部密閉循
環、外部開放槽など実験装置の温調

　（※外部開放循環はオプションが必要）

●幅広い温調範囲
●卓上型コンパクト設計、実験台の下にも収まります
●±0.02℃の精密温調（K6-MPC-NRは±0.05℃）
●強力な吐出・吸引ポンプ/回転数無段階調整（設定により流量変

更可能、CC-K6のみ）
●プログラム運転機能（オプション、CCシリーズのみ可）
●外部温度制御可能（オプション、CCシリーズのみ可）
●安全機構：過昇温防止設定, ポンプ過負荷, CAN-BUSチェック
●バス内温調・外部密閉循環・外部開放循環に対応（外部開放循

環はオプション）
●RS232/485、LANポート（RJ45）、USB、外部Pt100センサーポー

ト標準装備（K6-MPC-NRはRS232/485のみ標準装備）
●主なアプリケーション／リアクターやオートクレーブの温調、

黒体炉の温調、各種計測機器の温調、センサーのキャリブレーシ
ョン、温調プレートなど外部密閉循環、外部開放槽など実験装
置の温調

　（※外部開放循環はオプションが必要）

型 式 Ministat125 Ministat230 Ministat240 MPC-K6 CC-K6
使用温度範囲（※1） −25～150℃ −40～200℃ −45～200℃ −25～200℃ −25～200℃
温度精度 ±0.02K ±0.02K ±0.02K ±0.05K ±0.02K
バス容量 2.8L 3.2L 4.9L 4.5L 4.5L
バス開口部寸法（幅×奥行×高さ） 178×80×120mm 170×87×135mm 205×85×157mm 140×120×150mm 140×120×150mm
ヒータ容量 1.0kW 1.5kW（115V）

2.0kW（230V）
2.0kW 1.0kW（100V）

2.0kW（230V）
1.0kW（100V）
2.0kW（230V）

ポンプ能力（吐出） 27L/min、700mbar 27L/min、700mbar 27L/min、700mbar 20L/min、200mbar 27L/min、700mbar
ポンプ能力（吸引） 20L/min、400mbar 20L/min、400mbar 20L/min、400mbar 17L/min、180mbar 25L/min、400mbar
冷却能力 at 0℃ 210W 380W 550W 200W 200W
外形寸法（幅×奥行×高さ） 225×370×429mm 255×450×476mm 300×465×516mm 210×400×546mm 210×400×546mm
電源 単相100V-50/60Hz（14A）

単相230V-50/60Hz（6A）
単相115V-50/60Hz（14A）
単相230V-50/60Hz（11A）

単相230V-50/60Hz（12A） 単相100V-50/60Hz（14.3A）
単相230V-50/60Hz（10.0A）

単相100V-50/60Hz（14.3A）
単相230V-50/60Hz（10.0A）

価 格 ¥810,000 ¥918,000 ¥1,156,000 ¥550,000 ¥687,000
※1.温度設定は－30℃まで可能。無負荷であれば、－30℃で使用可能。
（注）上記価格に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

Ministat125

Ministat240

Ministat230

MPC-K6 CC-K6
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