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2.ヒュームフード（ドラフトチャンバー）研究施設

857 ヤマト科学 CRUMA

ダクトレスヒュームフード
CRUMA
Ductless Hood

装置内に設けられた高性能のろ過フィルターにより、作
業者の安全と環境を確保します。

■特徴
●場所を取らないコンパクト設計です。
●机の上に簡単に設置可能です。
●耐薬品性があります。
●前面、側面のパネルは厚み8mmのアクリル製です。
●作業面がガラスの為、クリーンに保てます。
●高温の物も取り扱えます。
●下記、EUの規格に準拠しています。

AFNOR NF X 15-211（ClassⅡ）
BS　7258
CSA Z 316.5
UNE-EN-1822
UNE-EN-779
CEN-141
UNE EN ISO 9001：2000

●原則として、吸着可能な化学物質グループに示されている物質
以外は使用できません。

●お客様の用途に最も適したフィルターが不明な場合は、当社迄
ご相談ください。

●使用物質を変更する場合やアプリケーションを変更する場合は
以下の点を確認してください。

 1. 活性炭フィルターのタイプが適しているか。
 2. 活性炭フィルターの前にHEPAフィルターを設置する必要が

あるか。
 3. ご不明な点は当社迄お問い合わせください。
●本装置は、フィルターテスト警報装置を備えており、60時間ごと

に活性炭フィルターの飽和度をチェックするように警告しま
す。異種分子と同種分子とを検出する吸引ポンプと比色反応管
で構成されるテストキットを使用します。異種の化合物を処理
する場合は、最軽量の分子と沸点が最も低い（最も揮発性のあ
る）化合物を検出するために最適な反応管を選択して下さい。

●場所を取らないコンパクト設計です。
●机の上に簡単に設置可能です。
●耐薬品性があります。
●CE規格準拠。

ダクト工事が必要の無いコンパクトタイプの卓上フード

■仕様

■仕様

■フィルターの種類

■エコノミー型【CRUMAEco2】

■注意

型　式 CR670G CR670GS CR870G CR870GS CR990G CR990GS CR1010G CR1010GS CR1200G CR1200GS
風量（m3/h） 155 150 175 170 175 170 175 170 175 170
平均表面速度（m/s）0.5
内部容積（m3） 0.181 0.181 0.287 0.287 0.361 0.361 0.458 0.458 0.692 0.692
内部寸法

（幅×奥行×高さmm）
575×560×630 775×560×740 975×560×740 975×560×940 1,175×760×775

外部寸法
（幅×奥行×高さmm）

600×600×930 800×600×1,030 1,000×600×1,030 1,000×600×1,225 1,200×800×1,100

電源電圧 AC220V（100/220V昇圧トランス付き）
重さ 約43kg 約52kg 約64kg 約67kg 約72kg

フィルタータイプ 対応
Aタイプ 蒸気と有機溶剤（ケトン、エーテル、

アルコール及び環状溶剤）
Aタイプ＋HEPAフィルター 蒸気と有機溶剤（ケトン、エーテル、

アルコール及び環状溶剤）と粉体
BEタイプ Cl2、HCl、HNO3などの無機質ガスと揮発性

硫黄化合物（H2S、H2SO4、SOなど）
BEタイプ＋HEPAフィルター Cl2、HCl、HNO3などの無機質ガスと揮発性

硫黄化合物（H2S、H2SO4、SOなど）と粉体
Kタイプ NH3の蒸気とアミン、有機化合物
Kタイプ＋HEPAフィルター NH3の蒸気とアミン、有機化合物と粉体
Fタイプ ホルムアルデヒド、ホルマリン、誘導体
Fタイプ＋HEPAフィルター ホルムアルデヒド、ホルマリン、誘導体と粉体
ABEKタイプ Aタイプ、BEタイプ、Kタイプの混合タイプ
ABEKタイプ+HEPAフィルター Aタイプ、BEタイプ、Kタイプの混合タイプと粉体
HEPAフィルター 粉体
特殊タイプ 有機物、無機物、など

型　式 CRECOG CRECOGS
風量（m3/h） 175 170
平均表面速度（m/s） 0.5
内部寸法（幅×奥行×高さmm） 770×560×760
外部寸法（幅×奥行×高さmm） 780×600×1,010
電源電圧 AC220V（100/220V昇圧トランス付き）
重さ 約43kg



●仕様および外観は改良のため予告なく変更され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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■特徴
●薬品を取り扱う作業者の安全、環境問題をシンプルに解決します。
●室内空気循環による空気浄化効果
　→空調熱ロスの低減
　→エネルギーコストの削減
●ダクト配管・工事が不要です。
●グリーン＆サステイナブル
　（持続可能な資源利用で環境に優しく）
●ダブルフィルターでAFNOR NF X 15-211［クラス1］に対応可能

です。
●机の上への簡単設置可能です。
●モバイラー（オプション）で移動が容易です。
●プラグ＆プレイ
　→設置後すぐに使用可能です。

■特徴
●有害な化学薬品の蒸気を高性能活性炭フィルターで浄化し、

クリーンな空気を室内に排出します。ダクト配管工事は必要あ
りません。

●不活性吸着マットによりキャビネット内の液こぼしに対応でき
ます。

●ファン停止時にアラームが鳴ります。
●セーフティーロックにより無断持ち出しを防止します。

■特徴
●粉体試薬の取扱いを安全に行えます。
●粉体取扱いによる研究室環境問題を改善します。
●活性炭フィルターの対応が可能です。（オプション）

■ダクトレスヒュームフード【G‐1型】

■薬品庫【CRUMA2010G】

■パウダーステーション【P-1型】

■仕様
型 式 G-1 G-2 G-3 G-4 G-5
風量（m3/h） 157
平均表面速度（m/s） 0.5
内部容積（m3） 0.32 0.4 0.67 0.89 1.01

内部寸法
（幅×奥行×高さmm）

776×600×762 976×600×762 1,176×800×762 1,576×800×762 1,776×800×762

外部寸法
（幅×奥行×高さmm）

797×650×1,195 997×650×1,195 1,197×850×1,195 1,597×850×1,195 1,797×850×1,195

電源電圧 AC220V（100/220V昇圧トランス付き）
重　さ 約63kg 約73kg 約107kg 約133kg 約147kg

型 式 CRUMA2010G
風量（m3/h） 160
平均表面速度（m/s） 0.67
内部容量（m3） 0.567
棚段数 4
1段当たり最大重量（kg）25
内部寸法 795×465×1,535

（幅×奥行×高さmm）
外部寸法 800×500×1,835

（幅×奥行×高さmm）
重　さ 約160kg
電　源 AC220V（100/220V昇圧トランス付き）

■仕様

型　式 P－1型
風量（m3/h） 175
平均表面速度（m/s） 0.4
内部寸法 710×528×611

（幅×奥行×高さmm）
外部寸法 800×600×1,137

（幅×奥行×高さmm）
電　源 AC220V（100/220V昇圧トランス付き）

■仕様


