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�医薬品･化学薬品･化粧品で実
施される安定性試験は、ICH安
定性試験ガイドラインで保存
条件が定められており、12ヶ
月の長期連続運転が求められ
ます。
�高分子薄膜湿度センサーを搭
載することで、ウィック交換
などのメンテナンスが不要で
す。信頼性の高い安定した長
期連続試験にお応えする安定
性試験器です。

小型超低温恒温器 
ミニサブゼロ

■仕様
型　式 温度範囲 内寸法（幅×高さ×奥行）
MC-712 -75〜+100℃ 400×400×400mm
MC-812 -85〜+180℃

Temperature, Humidity Test Chambers

環境試験機器
　

急速温度変化チャンバー

高度加速寿命試験装置　HAST チャンバー

■仕様
型　式 温度・湿度・圧力範囲 内寸法（幅×高さ×奥行）
EHS-212 +105.0〜+142.9℃／75〜100％RH/ 255×255×318mm
EHS-212M 0.020〜0.196MPa（Gauge）
EHS-212MD 255×255×318mm×2
EHS-222 355×355×426mm
EHS-222M
EHS-222MD 355×355×426mm×2
EHS-412 +105.0〜+162.2℃／75〜100％RH/ 255×255×318mm
EHS-412M 0.020〜0.392MPa（Gauge）
EHS-412MD 255×255×318mm×2

恒温（恒湿）室 ビルドインチャンバー　Eシリーズ

型　式 温度・湿度範囲
TBE -40〜+80℃/10〜95％RH
TBL -30〜+80℃/10〜95％RH
TBR -10〜+80℃/20〜95％RH
TBF -40〜+80℃
TBU -30〜+80℃
TBUU -10〜+80℃

■仕様
型　式 内寸法（幅×高さ×奥行）
1型 1,020×2,100×1,970mm
2型 1,970×2,100×1,970mm
3型 3,020×2,100×1,970mm
4型 4,070×2,100×1,970mm
6型 4,070×2,100×3,020mm
8型 4,070×2,100×4,070mm
10型 5,120×2,100×4,070mm
12型 6,170×2,100×4,070mm

■試験室

型　式 外法寸法（幅×高さ×奥行）
ACU10 640×2,075×2,035mm
ACU20 1,095×2,080×2,170mm
ACU30 1,095×2,235×3,120mm

■機械室

型　式 温度範囲 内寸法（幅×高さ×奥行）
TCC-150W -70〜+180℃ 800×500×400mm

■仕様

�消費電力量を大幅に低減する数々の技術を搭載し、ネットワーク
通信に対応したEシリーズです。試験室と機械室のバリエーション
を取り揃え、最適な試験室をご提供いたします。
●複数の冷凍機を最小消費電力で制御運転するアクティブマップ
システムなど独自の制御方式を開発。

●クロスアウトプット制御（特許No.2928162）により、運転時の最
大電流量、要求電力量が小さくなりました。（省エネ率最大60％）

●遠隔モニタリング、USBメモリーによるデータ移管、E-mail通報が
行えます。

●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。

●LED照明を採用し、温湿度制御範囲全域において点灯すること
ができます。

●パネルの接合部に用いるシール材を開発し、低分子シロキサン
の発生を防ぎました。シール材からの刺激臭も抑えています。

�超低温域（-75℃/-85℃）から高温域
（+100℃/+180℃）の幅広い温度範
囲を実現するミニサブゼロ。遠隔監
視や操作も可能になりました。
�ヒーター付複層ガラスで、霜付を防
止する観測窓は約36％サイズ拡大
し、視認性アップを実現しました。

�試料への急速温度変化を実現し、
JEDEC規格からスクリーニングま
で幅広い用途に対応した急速温度
変化チャンバーは、優れた温度変
化率を備え、試料への均一な温度
ストレスを与えます。
�また、試料温度変化率15℃/分の
試料温度ランプ制御方式、さらに
温度サイクル試験や冷熱衝撃試�
験が行える空気温度ノンランプ制
御の2つの制御方式を採用してい
ます。

�「不飽和制御」「濡れ飽和制御」の
2モードの標準タイプと、「乾湿球
温度制御」「不飽和制御」「濡れ飽
和制御」の3モードを装備したMタ
イプ。Mタイプは、国際規格IEC-
60068-2-66に対応しています。
�また1台の設置スペースで2倍の
容量を確保できる2段積みタイプ
もご用意。異なる試験条件での上
下同時試験や、処理量の増大に対
応できます。

（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。

安定性試験器／安定性試験室  〈業界初〉

安定性試験器 安定性試験室

■安定性試験器
型　式 温度･湿度範囲 内寸法（幅×高さ×奥行）
CSH-112/CSH-112HG +20〜+75℃ 600×700×560mm
CSH-122/CSH-122HG 50〜90％RH 750×950×660mm
CSH-132/CSH-132HG 1,100×950×760mm

■安定性試験室
型　式 温度･湿度範囲 内寸法（幅×高さ×奥行）
CWH-20A +25〜+40℃ 1,850×2,100×2,080mm
CWH-30A 60〜75％RH 2,750×2,100×2,080mm
CWH-40A 2,750×2,100×3,000mm

●±1℃/±5％RHを保証
●エリア温度制御（CWH）
●真空断熱採用（CSH-HG）



●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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冷熱衝撃装置　TSD-101-W

結露サイクル試験装置

冷熱衝撃装置　TSAシリーズ

小型冷熱衝撃装置　TSE-12

液槽冷熱衝撃装置

■仕様
型　式 温度範囲 内寸法（幅×高さ×奥行）
TSE-12 高温側+60〜+200℃/ 320×148×230mm

低温側-65〜0℃

■仕様
型　式 温度範囲 テストエリア寸法（試料かご）

（幅×高さ×奥行）
TSB-21 高温槽+70〜+200℃ 120×150×120mm
TSB-51 低温槽-65〜0℃ 150×150×200mm

■仕様
型　式 さらし温湿度範囲 テストエリア寸法

（幅×高さ×奥行）
DCTH-71 高温器-10〜+100℃／50〜95％RH 410×460×370mm
DCTH-101 低温器-30〜+100℃／40〜85％RH 650×460×370mm
DCTH-201 650×460×670mm

■仕様
型　式 温度範囲 内寸法（幅×高さ×奥行）
TSD-101W 高温側+60〜+200℃ 710×345×410mm

低温側-65〜0℃

■仕様
型　式 さらし温度範囲 テストエリア寸法（幅×高さ×奥行）
TSA-43EL 高温さらし 外囲温度 

+50〜+200℃
低温さらし -65〜0℃

240×460×370mm
TSA-73EL 410×460×370mm
TSA-103EL 650×460×370mm
TSA-203EL 650×460×670mm
TSA-303EL 970×460×670mm
TSA-73ES 高温さらし +60〜+200℃

低温さらし -70〜0℃
410×460×370mm

TSA-73EH 410×460×370mm
TSA-103ES 650×460×370mm
TSA-203ES 650×460×670mm

※300℃仕様もご用意しています。

●資料提供 エスペック株式会社

�エコ運転機能、冷凍機パラレル制御、デフロストフリー機能など、
節電とパフォーマンス、信頼性を向上させたTSAシリーズがネット
ワークに対応しました。
●新計装は、LEDバックライトを採用した9インチワイド画面。より
鮮明で、表示速度も向上しています。ネットワーク対応で、離れ
た場所の試験器の試験状況をデスクにいながら監視/管理が可能
になりました。

●温度復帰時間を正確に満足させながら、予冷･予熱に必要な熱量
を絶えず計測して、予冷･予熱の最短運転時間を自動的に算出す
るアルゴリズムを開発。

●制御温度に合わせて、冷凍機を2台同時、あるいは1台単独の切
替稼働する冷凍機パラレル制御システム（特許番号�第5487167
号）により、最適な冷凍能力で運転します。

●デフロストフリー機能（オプション）により、除霜による試験中
断をせずに、500時間の連続運転が行えます（15分のさらし試験
条件であれば1000サイクル）。

�小型・少量試料の冷熱衝撃試験に
お応えしたコンパクトタイプ。補
助冷却なしに2ゾーン（+150℃・
-65℃）の風上空気の温度復帰時間
が5分以内という規格試験にも対
応。小型ながら大型装置と同等の
性能を備えた、冷熱衝撃装置です。

�より高いストレスを試料に与える
液槽タイプの冷熱衝撃装置。
�要求設置面積を大幅に削減。ま
た、テストエリア内の高い気密性
や数々の新機構がブライン消費量
を抑え、ランニングコストの大幅
な低減を実現しています。
�操作はカラー液晶画面へのタッチ
キー方式による対話型入力により
簡単に行えます。

�MIL-STD-883をはじめ、JIS�C�60068-
2-14、JASO-D001など国内外の試験
規格に対応した2ゾーンの冷熱衝
撃装置。STT機能により試料の温度
をモニターし試料温度が設定値に
到達してから、さらし時間のカウ
ントを開始、または即時次ステッ
プに移行するなど正確な試験が可
能。150℃⇔-60℃の復帰時間も15
分と短く、試験時間を短縮します。

�高精度な温湿度制御により、結
露／乾燥状態を繰り返し再現し、
サイクル試験をはじめ、結露時間
制御も行えます。カラー液晶タッ
チパネル計装を搭載して、プログ
ラム運転や試験状態をグラフィッ
ク表示します。


