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10.恒温水循環装置科学・産業機器

外部密閉系精密循環装置インバーターチラー
CFI610H/910/1100
Cooling Water Circulators 省エネ/ハイパワー /外部密閉系精密循環

高い冷却能力と省エネを両立しました

CFI610型 CFI910型 CFI1100型

インバータ制御による高出力/省エネの
冷却水循環装置。高揚程ポンプを搭載し
電子顕微鏡､Ｘ線分析装置などの冷却に
最適です。配管はオールステンレスで腐
食の心配がありません。

●インバータを搭載した高出力/省エネタイプ。
消費電力も最大60％削減しました。

（当社従来比）
●従来機よりコンパクトな水槽を採用。使用す

る循環液の量が削減でき経済的です。また､
配管はオールステンレスで腐食の心配があり
ません。

●独自の制御システムを採用し室温による能
力変動を最小限に抑えました。

●CFI610Hは補助ヒータを搭載した精密温調
タイプです。

●オートストップ､オートスタート運転､タイマ
機能､キャリブレーションオフセット機能な
ど多彩なサポート機能を標準装備､また電力
量およびCO2排出量のモニタ機能を塔載して
います。

商品コード 221568 221569 221517

型　式 CFI610H CFI910 CFI1100
方式/循環水 外部密閉系循環装置/水道水～A1水

性
　
能 

※1

温度制御範囲 5 ～ 30℃

温度調節精度JTM K05/
温度変動JIS（有負荷）

±0.1℃ /±0.3℃ at 液温20℃

温度調節精度/
温度変動（無負荷）

±0.1℃ /±0.3℃ 
at 液温10℃

±1.2℃ /±1.5℃ 
at 液温10℃

±0.7℃ /±1.0℃ 
at 液温10℃

冷却能力※1 約800Ｗ at 液温20℃ 約1,800Ｗ at 液温20℃ 約3,200Ｗ at 液温20℃
外部循環能力（最大流量・揚程）※2 12.5/14l/min　

9.5/13m（50/60Hz） 
19/21l/min
19.5/26m （50/60Hz）

14/17l/min
34.5m（50/60Hz）

構
　
成

内槽/外装 SUS304/クロムフリー電気亜鉛メッキ鋼板　耐薬品性焼付塗装
温度制御 冷凍機回転数制御 +電子 

膨張弁+補助ヒータ制御
冷凍機回転数制御 +電子膨張弁

温度センサ Pt100Ω
温度設定/表示方式 デジタル設定/デジタル表示
冷凍機/冷媒 空冷インバータ式/R410A

361W 399W 1320W
熱交換器 SUS316
循環接続 SUS304 吐出､戻り口共 口径Rc1/2（ホースニップルはオプション）
循環ポンプ マグネットポンプ　65Ｗ マグネットポンプ　65Ｗ×2 カスケードポンプ　180/220Ｗ
補助ヒータ 550W —
使用周囲温度範囲 5 ～ 35℃ 5 ～ 40℃

安全機能 温度センサ異常､液温上下限異常（38℃/1℃）､過電流漏電ブレーカ､冷凍機圧力異常､
冷凍機保護遅延タイマ､室温上限警告､冷凍機過負荷低減運転､冷凍機オーバーロードリレー ､
水位低下異常（フロートスイッチ）、リリーフ弁（CFI1100）

その他機能 排水コック､オーバーフロー ､凝縮器フィルター、バイパスバルブ

規
　
格

水槽寸法※3 幅105×奥行320×高さ215mm 幅150×奥行320×高さ215mm 幅170×奥行320×高さ300mm
水槽容量（液量） 約4.7l 約7l 約12.2l
外形寸法※3 幅380×奥行565×高さ791mm 幅400×奥行565×高さ921mm 幅420×奥行650×高さ1,021mm
電源（50/60Hz） 単相200V  6.3A（15A） 単相200V  4.7/5.3A（15A） 単相200V  5.5/5.7A（15A）
重量 約58kg 約68kg 約90kg

付属品 水槽蓋､排水ホース（φ9×500mm）

価　格 ¥498,000 ¥548,000 ¥718,000

■仕様

（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.条件：温・湿度23℃±5℃・65%RH±20%　（無負荷）における性能。※2.条件：水　20℃における性能。
※3.水槽・外形寸法は突起部含まず。
電源プラグは付属しません。※外形寸法は突起物を含まず。

コントロールパネル

排水コック／オーバーフロー

5℃～ 30℃温度制御範囲 約800W（CFI610H）約1800W（CFI910） 約3200W（CFI1100）at 液温20℃冷却能力
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（注）掲載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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■1時間あたり消費電力比較（当社従来品，液温20℃、負荷80%）

■冷却能力

■流量揚程

  
 

［CFI610H］ ［CFI910］ ［CFI1100］

⑩【漏水検知システム】
万が一の水漏れを検知し装置を停止させ
ることができます。アンカーボルト（下穴
φ11）で固定することで転倒防止金具と
しても使用可能です。

⑰【緊急停止ボタン】
接続装置に異常が発生した場合､瞬時に停止
させることができます。誤操作防止ガードリ
ング付。

No. 品　名 仕　様 商品コード 価　格
① ストレート循環ノズル φ9　     R1/2 221650 ￥  2,500
② ストレート循環ノズル φ10.5　R1/2 221651 ￥  2,500
③ ストレート循環ノズル φ12.7　R1/2 221652 ￥  2,500
④ ストレート循環ノズル φ16　   R1/2 221653 ￥  2,500
⑤ ストレート循環ノズル φ19　   R1/2 221654 ￥  2,500
⑥ オスメスエルボ Rc1/2×R1/2 221655 ￥  2,500
⑦ ●流量調節バルブ Rc1/2×R1/2 221656 ￥  5,000
⑧ ●φ50圧力計セット レンジ：0 ～ 0.7MPa 221657 ￥18,000
⑨ ●フィルタセット 50μフィルター 221658 ￥40,000
⑩ ●漏水検知システム ※１ CFI610H用 バット､漏水検知器

転倒防止金具

221659 ￥76,000
CFI910用 221660 ￥80,000
CFI1100用 221661 ￥84,000

⑪ ●外部通信端子 ※１ 221662 ￥  7,000
⑫ ●運転出力端子 ※１ 221664 ￥  7,000
⑬ ●外部連動入力端子 ※１ 221665 ￥  7,000
⑭ ●外部警報出力端子 ※１ 221666 ￥  7,000
⑮ ●温度出力端子 ※１ 4-20mA 221667 ￥  7,000
⑯ 外部通信アダプタセット※2 USB-RS485変換 211884 ￥78,000
⑰ ●緊急停止ボタン ガードリング付 221663 ￥16,000
●本体ご注文時にご指定ください。
※1.�同時に装着できるのは4種類までになります。外部通信を含む場合は合わせて3つまで取付けが可能です。
※2.�セット内容はRS485-USB変換アダプタ、USBケーブル1m、RS485接続ケーブル3m、ユ

ーティリティソフト（CD）となります。動作環境はWindows�XP、Vista、７となります。

例 1（吐出/戻り） ストレート循環ノズル
例 2（吐出/戻り） エルボ ストレート循環ノズル
例 3（吐出） 流量調整バルブ ストレート循環ノズル
例 4（吐出） エルボ 流量調整バルブ ストレート循環ノズル
例 5（吐出） φ50圧力計セット ストレート循環ノズル
例 6（吐出） φ50圧力計セット 流量調整バルブ ストレート循環ノズル
例 7（戻り） 50μフイルター ストレート循環ノズル

【組合せ例】

⑨フィルタセット
商品コード：221658
セット内容
・50μフィルタ（水用）
・φ16ニップル×2
・エルボ×3
・ホース（内径15×0.9m）
・ワイヤークランプ×2
・固定金具上/下
・取付ビス8本

▲ 305頁機種一覧

■オプション

⑧φ50圧力計セット
商品コード：221657
セット内容
・圧力計
・ニップル
・チーズ
・ブッシング

⑥オスメスエルボ
商品コード：221655

⑦流量調節バルブ
商品コード：221656

ストレート循環ノズル
商品コード　ニップル径
①221650������φ9
②221651������φ10.5
③221652　　φ12.7
④221653　　φ16
⑤221564　　φ19

※�接続する装置の径に合わ
せて選定ください。

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。




