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Temperature, Humidity Test Chambers

環境試験機器
　

低温恒温（恒湿）器　プラチナスJシリーズ

型　式 温度・湿度範囲 内寸法（幅×高さ×奥行）
PR-1J -20〜+100℃／20〜98％RH 500×600×400mm
PR-2J 500×750×600mm
PR-3J 600×850×800mm
PR-4J 1,000×1,000×800mm
PL-1J -40〜+100℃／20〜98％RH 500×600×400mm
PL-2J 500×750×600mm
PL-3J 600×850×800mm
PL-4J 1,000×1,000×800mm
PSL-2J -70〜+100℃／20〜98％RH 600×850×600mm
PSL-4J 1,000×1,000×800mm
PU-1J -40〜+100℃ 500×600×400mm
PU-2J 500×750×600mm
PU-3J 600×850×800mm
PU-4J 1,000×1,000×800mm
PG-2J -70〜+100℃ 600×850×600mm
PG-4J 1,000×1,000×800mm

■仕様

中型恒温（恒湿）器

■仕様
型　式 温度・湿度範囲 内寸法（幅×高さ×奥行）
SML-21 -40〜+180℃/20〜98％RH 1,200×1,000×1,500mm
SMU-21 -40〜+180℃
SMS-21 -70〜+180℃/20〜98％RH
SMG-21 -70〜+180℃

�消費電力を大幅に削減し、カスタマイズできるように、数多くのオ
プションを取りそろえています。省エネ･高信頼の冷凍回路、ネッ
ト通信との接続が可能。省エネとハイパフォーマンスを両立して
います。
●新開発のSmart�R&D（冷凍＆除湿）システムにより、消費電力を
大幅に低減します。

�　（PL-3J：+85℃/85％RH運転時最大70％低減）
●ネットワーク通信とUSBメモリーによるデータ移管が行える新
型N計装を搭載。遠隔モニター･操作、試験プログラム作成、試験
データ管理など、新しいシーンでお使いいただけます。

�　また、万一の異常発生を、E-mailで通報します。
●ネットワーク診断サービスや試験規格のダウンロードが行え
る、Webサービスをご用意しています。

※150℃仕様、180℃仕様もご用意しています。

低湿度型恒温恒湿器　プラチナスJシリーズ

■仕様
型　式 温度・湿度範囲 内寸法（幅×高さ×奥行）
PDR-3J -20〜+100℃／ 600×850×800mm
PDR-4J 5〜98％RH 1,000×1,000×800mm
PDL-3J -40〜+100℃／ 600×850×800mm
PDL-4J 5〜98％RH 1,000×1,000×800mm

�独自の回転再生式（吸着型）防湿方
式を採用して高精密な低湿度制御
が可能。
�+10℃/15％RH･+20℃/10％RHと
低温度での低湿度試験を実現し、
静電気信頼性試験などに活躍しま
す。また、低湿度域全般にわたっ
て500時間という長期連続運転も
行えます。

�5℃/分という高い温度変化によ
る、試料へのハイストレス化を実
現しました。構成ユニットの標準
化による納期の短縮、冷凍システ
ムの改善による消費電力の低減、
試料セッティングのし易い大容量
タイプの恒温恒湿器です。

高温高湿器　プラチナスJシリーズ
�冷却ヒートパイプを採用し、冷凍
機による影響を受けないため、
+95℃/95％RHの高温高湿域の試
験が行えます。冷凍システムでの
電力使用がなく、消費電力を低減
しています。

■仕様
型　式 温度・湿度範囲 内寸法（幅×高さ×奥行）
PHP-2J 外囲温度+10〜+100℃／

40〜98％RH
500×730×600mm

PHP-3J 600×830×800mm
PHP-4J 1,000×980×800mm

クリーン恒温恒湿器　プラチナスJシリーズ
�耐湿性HEPAフィルタを採用し、
つねに器内をクラス5の清浄空間
に保持します。また、プログラム
制御によって温（湿）度の上昇･下
降勾配を正確にコントロールし、
高精密な温（湿）度をつくりだして
試料への結露を防止。清浄空間条
件下での各種信頼性試験に活躍し
ます。

■仕様
型　式 温度･湿度範囲 内寸法（幅×高さ×奥行）
PCR-3J -20〜+100℃／30〜90％RH 600×650×800mm

4型の写真はワイドビュー扉オプションを装備しています。

（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。



●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ください。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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ハイパワー恒温（恒湿）器 急速温度変化タイプ　ARSF
�限られた時間に、正確な環境再現
性が求められる信頼性試験。
�試料からの発熱負荷への対応、温
度変化率の向上、温湿度制御範囲
の拡大を実現しました。
�さらに試料温度制御機能も搭載
し、より厳しさを求められる試験
や車載用部品、モバイル製品の試
験要求にお応えします。

■仕様
型　式 温度･湿度範囲 内寸法（幅×高さ×奥行）
ARS-0680-J -75〜+180℃／ 850×1,000×800mm
ARS-1100-J 10〜98％RH（+10〜+95℃） 1,100×1,000×1,000mm
ARL-0680-J -45〜+180℃／ 850×1,000×800mm
ARL-1100-J 10〜98％RH（+10〜+95℃） 1,100×1,000×1,000mm
ARG-0680-J -75〜+180℃ 850×1,000×800mm
ARG-1100-J 1,100×1,000×1,000mm
ARU-0680-J -45〜+180℃ 850×1,000×800mm
ARU-1100-J 1,100×1,000×1,000mm

ライトスペック恒温（恒湿）器
�実験室や研究室に最適な卓上型の
恒温恒湿器です。遠隔操作や遠隔
監視も可能になりました。
�すべての器種は100Vに対応するな
ど幅広い用途にお応えしています。

■仕様
型　式 温度･湿度範囲 内寸法（幅×高さ×奥行）
LH-114 （外囲温度+10）〜+85℃／45〜95％RH 500×600×390mm
LHL-114 +5〜+85℃／40〜95％RH
LHU-114 -20〜+85℃／40〜95％RH
LHU-124 500×750×590mm
LU-114 -20〜+85℃ 500×600×390mm
LU-124 500×750×590mm

�温湿度範囲、内容量、温度変化速度で選べる20種類の豊富なバリ
エーション。
�-45℃⇔+155℃において10℃/分・15℃/分・18℃/分の温度変化速
度を必要とする試験が行えます。また、温湿度制御可能範囲（10％
～98％rh）全域で霜付きが発生しません。
�IECなどの公的規格試験や自動車関連規格への対応が必要なお客
様に最適です。

型　式 温度／湿度範囲／温度変化速度
（-45℃⇔+155℃） 内寸法（幅×高さ×奥行）

ARSF-0250-10 -70℃〜+180℃／10％〜98％RH
（+10℃〜+95％）／10℃/分 600×830×500mm

ARSF-0250-15 -70℃〜+180℃／10％〜98％RH
（+10℃〜+95％）／18℃/分

ARSF-0400-10 -70℃〜+180℃／10％〜98％RH
（+10℃〜+95％）／10℃/分 600×830×800mm

ARSF-0400-15 -70℃〜+180℃／10％〜98％RH
（+10℃〜+95％）／15℃/分

ARSF-0800-10 -70℃〜+180℃／10％〜98％RH
（+10℃〜+95％）／10℃/分 1,000×980×800mm

ARSF-0800-15 -70℃〜+180℃／10％〜98％RH
（+10℃〜+95％）／15℃/分

ARGF-0250-10 -70℃〜+180℃／10℃/分 600×830×500mm

ARGF-0250-15 -70℃〜+180℃／18℃/分

ARGF-0400-10 -70℃〜+180℃／10℃/分 600×830×800mm

ARGF-0400-15 -70℃〜+180℃／15℃/分

ARGF-0800-10 -70℃〜+180℃／10℃/分 1,000×980×800mm

ARGF-0800-15 -70℃〜+180℃／15℃/分

■仕様

小型環境試験器
�コンパクトながら幅広い温湿度範
囲を実現。新計装は、スマートフ
ォンサイズのカラータッチパネル
を搭載。プログラム運転で8パタ
ーン（99ステップ）、定値運転で3
パターンの試験を登録することが
できます。
�また、省スペース、周辺機器の設
置等に便利な、専用架台のバリー
エーションが豊富になりました。

■仕様

※180℃仕様もご用意しています。

型　式 温度･湿度範囲 内寸法（幅×高さ×奥行）
SH-222 -20〜+150℃／30〜95％RH 300×300×250mm
SH-242 -40〜+150℃／30〜95％RH
SH-262 -60〜+150℃／30〜95％RH
SH-642 -40〜+150℃／30〜95％RH 400×400×400mm
SH-662 -60〜+150℃／30〜95％RH
SH-242-5 -40〜+150℃／30〜95％RH 300×300×250mm

温度変化速度 5℃／min.
SU-222 -20〜+150℃ 300×300×250mm
SU-242 -40〜+150℃
SU-262 -60〜+150℃
SU-642 -40〜+150℃ 400×400×400mm
SU-662 -60〜+150℃
SU-242-5 -40〜+150℃ 300×300×250mm

温度変化速度 5℃／min.


