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恒温液槽　Ⅰ−296〜323頁

BHシリーズ

高い精度と広い温度範囲で精密コントロール
精密恒温水槽サーモエリート®（外部循環装置付き）

温度調節精度 ±0.01℃

→Ⅰー307頁 

型　式 温度制御範囲 温度表示単位 価　格
BH401 室温＋15〜100℃ 0.1℃ ¥380,000
BH501 室温＋15〜200℃ ¥418,000

温度制御範囲：室温＋ 5 〜 80℃

試料が確認できるガラス窓付き
恒温水槽

→Ⅰー303頁 

BKシリーズ（定値運転） BAシリーズ（プログラム運転）
型　式 槽内容量 価　格
BK300 約27L ¥190,000
BK400 約42L ¥259,000
BK500 約70L ¥279,000
BK610 約109L ¥380,000
BK710 約144L ¥564,000

型　式 槽内容量 価　格
BA300 約27L ¥225,000
BA400 約42L ¥268,000
BA500 約70L ¥304,000
BA610 約109L ¥397,000
BA710 約144L ¥581,000

→Ⅰー321頁 

温度調節精度 ±0.01℃

低温から高温まで精密コントロール
精密低温恒温水槽サーモエリート®

BH302
型　式 温度制御範囲 価　格
BH302 −20〜80℃ ¥662,000

BWシリーズ（シェイキングバス） BFシリーズ（サーモメイト）

→Ⅰー312頁 

振とう方式：往復振とう　振とう幅：10 〜 40mm（可変）

→Ⅰー299頁 

サーモメイトとの組み合わせによる高精度振とう恒温水槽
シェイキングバス＋サーモメイト

型　式 槽内容量 価　格
BW101 約12L ¥154,000
BW201 約20L ¥209,000
BW400 約30L ¥308,000

型　式 タイプ 価　格
BF201 ベーシック ¥ 80,000
BF401 多機能 ¥120,000
BF501 多機能 ¥143,000
BF601 オイル／水両用 ¥154,000

コンパクト設計

卓上タイプ振とう方式：往復振とう　　振とう幅：10 〜 40mm 振とう幅：20mm

振とう幅可変可能
シェイキングインキュベータ

→Ⅰー313頁 

BTシリーズ
型　式 槽内容量 価　格
BT100 約19L ¥253,000
BT200 約23L ¥462,000
BT300 約34L ¥480,000

→Ⅰー314頁 

BT220
型　式 温度制御範囲 価　格
BT220 室温＋5〜80℃ ¥242,000

ウォーターバス

温度制御範囲：室温＋ 5℃〜沸騰温度（水）

過昇防止器、漏電ブレーカ標準装置 操作性向上

→Ⅰー305頁 

BSシリーズ
型　式 槽内容量 価　格
BS200 約4.7L ¥ 64,000
BS401 約9L ¥106,000
BS601 約11L ¥129,000
BS660 約14L ¥129,000

→Ⅰー306頁 

BMタイプ（ウォーター）
型　式 槽内容量 価　格
BM500 約4L ¥46,000

→Ⅰー310頁 

BOタイプ（オイル）
型　式 温度制御範囲 容　量 価　格
BO400 室温＋10〜180℃ 4L ¥ 48,000
BO601 7L ¥115,000

大容量 37ℓ、使用温度 200℃、270℃の
恒温油槽をラインアップ

大型恒温油槽

→Ⅰー309頁 

BOAシリーズ
型　式 温度制御範囲 容　量 価　格
BOA200 室温＋10〜200℃ 37L ¥319,000
BOA310 室温＋10〜270℃ 37L ¥429,000

サーモメイトとの組み合わせによる
オイルバス

サーモメイト＋オイルバス

→Ⅰー311頁 ※サーモメイトBF600　￥154,000

BZシリーズ
型　式 容　量 組み合わせ価格※

BZ100 12L ¥185,200
BZ100D 13L ¥186,000
BZ200 20L ¥191,600
BZ300 27L ¥198,000

容量 8ℓ/13ℓ、温度制御範囲− 10 〜＋ 80℃
低温恒温水槽ネオクールバス®（外部循環装置付き）

容量 6ℓ/13ℓ/26ℓ、温度制御範囲− 30 〜＋ 80℃

→Ⅰー319頁 

BBLシリーズ
型　式 温度制御範囲 冷却能力 価　格
BBL101 −10〜80℃ 約370W（320Kcal）at 液温15℃ ¥347,000
BBL301 約410W（350Kcal）at 液温15℃ ¥414,000

→Ⅰー317頁 

BBシリーズ
型　式 温度制御範囲 冷却能力 価　格
BB301

−30〜80℃
約420W（361Kcal）at 液温15℃ ¥258,000

BB401 約475W（408Kcal）at 液温15℃ ¥294,000
BB601 約750W（645Kcal）at 液温15℃ ¥378,000

温度制御範囲：− 80 〜 0℃
低温バス

→Ⅰー320頁 

36ℓ/80ℓで大容量
大型低温恒温水槽

BLシリーズ
型　式 温度制御範囲 価　格
BL401 −15〜70℃

（at 室温20℃）
¥487,000

BL810 ¥614,000

型　式 温度制御範囲 最低温度
到達時間 価　格

BLG100 −80〜0℃ 約55分 ¥598,000
BLG200 −40〜0℃ 約65分 ¥680,000

→Ⅰー315頁 

BLGシリーズ
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恒温水循環装置　Ⅰ−324〜355頁

ヒュームフードや流し台下にセット可能
ラボキューブ 外部密閉系冷却水循環装置

→Ⅰー336頁 

CF321P
温度制御範囲 冷却能力 価　格

−20℃〜室温
約400W（344Kcal/h）at 液温10℃
約350W（300Kcal/h）at 液温0℃
約285W（245Kcal/h）at 液温−10℃

¥546,000

→Ⅰー341頁 

CFEシリーズ
型   式 温度制御範囲 冷却能力 価　格
CFE820 −20〜20℃ 約730W（559Kcal/h）at 液温−10℃

約270W（215Kcal/h）at 液温−20℃
¥458,000

CFE920 ¥518,000

CFシリーズ

冷却能力に優れた節水型。冷却水循環装置

強力ポンプ / 低床型省エネ / 低床型 高温での発熱負荷の冷却

外部密閉系循環装置ネオクール®サーキュレータ

外部密閉系冷却水精密循環装置インバーターチラー

→Ⅰー333頁 

型　式 温度制御範囲 水槽容量 冷却能力 価　格
CF302

−20℃〜室温
約3.9L 約460W at 液温20℃ ¥185,000

CF802 約15.5L 約1100W at 液温10℃ ¥231,000
CF822 約1030W at 液温10℃ ¥276,000

温度調節精度 ±0.1℃で強力な冷却能力を発揮
外部密閉系精密循環装置ネオクール®サーキュレータ

CFA・CFWシリーズ

→Ⅰー343頁 

型　式 温度制御範囲 冷却能力 価　格
CFA302 −10〜60℃ 約370W（318Kcal）at 液温10℃ ¥440,000
CFA611 −10〜80℃ 約850W at 液温10℃ ¥561,000
CFW611 約1300W at 液温10℃ ¥605,000

→Ⅰー345頁 

CFIシリーズ

→Ⅰー338頁 

型　式 温度制御範囲 冷却能力 価　格
CFI701

5〜30℃
約1000W ¥558,000

CFI911 約1600W ¥568,000
CFI1111 約2700W ¥628,000

水槽など開放回路の循環接続に
外部開放系精密循環装置クールライン

CLS・CLHシリーズ

→Ⅰー347頁 

型　式 温度制御範囲 冷却能力 価　格
CLH302 −10〜80℃ 約450W（387Kcal）at 液温15℃ ¥315,000
CLH401 −15〜80℃ 約600W（517Kcal）at 液温15℃ ¥368,000
CLH610 約785W（676Kcal）at 液温15℃ ¥493,000
CLS302 −10℃〜室温 約450W（387Kcal）at 液温15℃ ¥263,000

コンパクトな恒温水循環装置（ノン・フロン冷却方式／外部開放系）
クールニクス®サーキュレータ

CTWシリーズ
型　式 温度制御範囲 冷却能力（at 液温20℃） ポンプ能力 価　格
CTW402 −10℃〜

70℃
126kcal/h（147W）  8L/min ¥544,000

CTW802 250kcal/h（291W） 11L/min ¥832,000
CTAシリーズ

型　式 温度制御範囲 冷却能力（at 液温20℃） ポンプ能力 価　格
CTA402 0℃〜

70℃
 83kcal/h（ 97W）  8L/min ¥579,000

CTA802 163kcal/h（189W） 11L/min ¥875,000

CTWシリーズ
型　式 温度制御範囲 冷却能力（at 液温20℃） ポンプ能力 価　格
CTW402S −10℃〜

70℃
126kcal/h（147W）  8L/min ¥613,000

CTW802S 250kcal/h（291W） 11L/min ¥898,000
CTAシリーズ

→Ⅰー349頁 

型　式 温度制御範囲 冷却能力（at 液温20℃） ポンプ能力 価　格
CTA402S 0℃〜

70℃
 83kcal/h（ 97W）  8L/min ¥656,000

CTA802S 163kcal/h（189W） 11L/min ¥980,000

CIW1100
型　式 温度制御範囲 冷却能力 価　格
CIW1100 0〜80℃ 約3,200W　at 液温20℃ ¥798,000

水冷式外部密閉系精密循環装置インバーターチラー

CJAシリーズ

CJWシリーズ

→Ⅰー351頁 

型　式 温度制御範囲 冷却能力（at 液温20℃） ポンプ能力 価　格
CJA400 0℃〜70℃  99kcal/h（115W） 7/8L/min ¥529,000
CJA800 163kcal/h（190W） 9/11L/min ¥754,000

型　式 温度制御範囲 冷却能力（at 液温20℃） ポンプ能力 価　格
CJW400S −10℃〜70℃ 142kcal/h（165W） 7/8L/min ¥524,000
CJW800S 258kcal/h（300W） 9/11L/min ¥763,000

■一体形タイプ ■セパレートタイプ ■一体形タイプ ■セパレートタイプ

CFIシリーズ

→Ⅰー337頁 

型　式 温度制御範囲 冷却能力 価　格
CFI601

−10〜30℃
約1000W ¥398,000CFI811 約1800W

CFI1011 約2900W ¥548,000




