2 科学・産業機器

Ⅰ

1. 恒温・乾燥器／恒温恒湿器

77 〜 151

4. プラズマ装置

77 …… 選定ガイド

195 …… プラズマリアクター

85 …… 送風定温恒温器

196 …… 小型プラズマ装置

97 …… イナートオーブン

198 …… プラズマドライクリーナー

99 …… 精密恒温器

201 …… プラズマアッシャー

111 …… クリーンオーブン

202 …… インラインプラズマ装置

117 …… 定温乾燥器

203 …… ウエハ対応プラズマ装置

125 …… 器具乾燥器

204 …… 大気圧プラズマ装置

133 …… 角形真空定温乾燥器

206 …… 関連製品

193 〜 207

145 …… 恒温恒湿器
151 …… オープンチャンバー

2. 高温炉・パージガス

5. 恒温培養器
153 〜 167

209 …… 機種一覧

153 …… 電気炉

211 …… 低温恒温器

155 …… マッフル炉

223 …… 恒温器

158 …… 真空ガス置換炉

226 …… ラボキューブ 恒温器

161 …… 窒素ガス発生装置

229 …… CO2 インキュベータ

162 …… 水素ガス発生機

233 …… 微小重力環境細胞培養装置／

164 …… マスフローコントローラ

3. 産業機器

209 〜 233

細胞観察装置

169 〜 191

169 …… 過熱水蒸気式 RI 実験動物乾燥減量装置

6. 凍結乾燥・冷却トラップ

171 …… オーブン

235 …… フリーズドライヤ

179 …… クリーンオーブン（トレイ式、SUS 器具乾燥）

237 …… 冷却トラップ

235 〜 237

180 …… 器具乾燥器（大型、オール SUS）
181 …… 低酸素（イナート）オーブン
182 …… 真空乾燥機（２段式、冷却機構）
183 …… 真空加熱炉、ベーキング装置、
コンベア炉、多段引出式オーブン
185 …… クリーンコンベア炉、引出式オーブン、
オートクレーブ（脱泡用）
187 …… 大容量冷却水循環装置、
クリーンベンチ内蔵オーブン、大型低温槽
189 …… 大型エージング検査室（20 〜 40 ｍ）、
耐環境試験装置

7. 滅菌器

239 〜 255

241 …… 乾熱滅菌器（ラボ用）
245 …… オートクレーブ（ラボ用）
253 …… 低温プラズマ滅菌装置
255 …… ループシネレータ

190 …… 大型恒温水槽

8. 純水製造装置

191 …… 温冷水試験機、ＳＥＭ／ＴＥＭ用前処理プラズマ、

259 …… 選定ガイド

低湿ストッカ

257 〜 295

263 …… 純水製造装置 オートスチル
275 …… 純水製造装置 ピュアライン
279 …… ラボキューブ 純水製造装置ユニット
283 …… 純水製造装置 オートピュア
285 …… 超純水製造装置
292 …… 高流量純水製造装置
295 …… 純水システム
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※Ⅰは分冊Ⅰに掲載されています。

9. 恒温液槽

297 〜 323

14. 乳化・撹拌・振とう器

297 …… 選定ガイド

411 …… 選定ガイド

299 …… 投込式恒温装置 サーモメイト

413 …… マグミキサ

301 …… ネオクールディップ（投込形冷却器）

419 …… ラボスターラ

303 …… 恒温水槽

425 …… 振とう器

305 …… ウォーターバス

433 …… ホモジナイザ

307 …… 精密恒温水槽 サーモエリート

439 …… ユニバーサルボールミル／ブレンダー

411 〜 439

309 …… オイルバス

15. 造粒乾燥装置

312 …… 振とう式恒温水槽
（シェイキングバス）

441 〜 453

441 …… スプレードライヤ

315 …… 低温恒温水槽

447 …… 有機溶媒回収装置

10. 恒温水循環装置

449 …… 生産用スプレードライヤ
325 〜 355

329 …… 選定ガイド
333 …… 外部密閉系循環装置

16. 洗浄器

347 …… 外部開放系循環装置 クールライン
349 …… 外部循環装置

455 …… ラボラトリーウォッシャ

クールニクスサーキュレータ

461 …… 超音波洗浄器

355 …… 半導体製造プロセス

467 …… 超音波ピペット洗浄器

ケミカルサーキュレータ

11. 加熱器

455 〜 467

357 〜 363

17. 送液ポンプ（

357 …… ヒーティングブロック
360 …… ホットプレート

）

469 〜 521

469 …… 送液ポンプガイダンス

361 …… ホットプレート付マグミキサ

473 …… L/S シリーズモータ駆動部
483 …… L/S シリーズポンプヘッド

12. 濃縮器

365 〜 391

491 …… マスターフレックスポンプ用チューブ

365 …… 選定ガイド

505 …… I/P シリーズ 生産プロセスタイプ

369 …… ロータリーエバポレータ

513 …… B/T シリーズ大容量送液タイプ

377 …… 関連製品

515 …… カタリストシリーズ

379 …… ロータリーエバポレータ用オプション

517 …… ギアポンプ

381 …… ロータリーエバポレータ用部品

519 …… C/L シリーズ

389 …… ロータリーエバポレータの

521 …… ダイアフラム式定量ポンプ

コンパクト / 低流量タイプ

周辺機器

13. 減圧・加圧ポンプ

393 〜 409

18. フィルター

393 …… 選定ガイド

523 …… メンブレンフィルター／フィルターホルダー

395 …… 空冷式ドライ真空ポンプ

525 …… マイレクス／ミリカップ

397 …… 油回転真空ポンプ

528 …… アミコンウルトラ

403 …… ダイヤフラム型ドライ真空ポンプ

529 …… Milliflex® PLUS 吸引ポンプ
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