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ダクトレス ドラフトチャンバーシリーズ

※規格はAFNOR　NFX-211：2009に基づく　※1　Gタイプ：活性炭フィルター1枚使用　※2　GSタイプ：活性炭フィルター+HEPAフィルターもしくは活性炭フィルター等2枚使用可能です。 ※規格はAFNOR　NFX-211：2009に基づく　※1　Gタイプ：活性炭フィルター1枚使用　 ※2　GSタイプ：活性炭フィルター+HEPAフィルターもしくは活性炭フィルター等2枚使用可能です。

AFNOR　
NFX15-211：2009基準に準拠　

AFNOR　
NFX15-211:2009基準の
クラス1に準拠

最大3枚のフィルターを
差し込むことが可能

取扱いに適したフィルター組合せ［NFX　15-211：2009に準拠］

クラス2

フィルターG  
液体取扱い

フィルターG
粉体取扱い
HEPA補助フィルター

フィルターGS
液体と粉体取扱い

換気ファン

活性炭フィルター

HEPAフィルター

ダクト配管・工事不要

※フィルターは1枚使用から3枚使用までお選びいただけます。詳しくは、フィルター組み合わせ表をご参照ください。 ※フィルターは1枚使用から3枚使用までお選びいただけます。詳しくは、フィルター組み合わせ表をご参照ください。

クラス1

フィルター2G
液体取扱い

フィルター2GS
液体と粉体取扱い

フィルター2GD
液体と粉体取扱い

粉体取扱いフィルター

フィルターG  
粉体取扱い

フィルターGS
液体と粉体取扱い
（クリーンルーム対応）

（クリーンルーム対応）

可動式移動台
装置を安全に研究室に置いたり、ほかの場所へ移動させるときに使用します。
移動台には4輪のキャスターがついており、2輪をロックでき安全性を確保
できます。

ドラフトチャンバー ドラフトチャンバー 

風    量（㎥/h）
平均表面速度（m/s）
内部容積（㎥）
換    気（回/分）
総電力消費量（W）
使用電源　電圧/周波数
LED照明量（LUX）
騒音レベル（㏈）
平均組立て時間（min）
内部寸法（㎜）
外部寸法（㎜）

155㎥/h

0.181㎥

91W

900LUX

91W

900LUX

91W

800LUX

91W

800LUX

91W

800LUX
48dB
30min

150㎥/h
0.5m/s

14.3回/分 13.8回/分

670型　Gタイプ※1 670型　GSタイプ※2

AC100V（トランス付）50-60Hz

W575×D560×H630mm
W600×D600×H930mm

175㎥/h

0.287㎥

48dB
30min

170㎥/h
0.5m/s

10.2回/分 9.9回/分

870型　Gタイプ※1 870型　GSタイプ※2

AC100V（トランス付）50-60Hz

W778×D569×H760mm
W798×D600×H1037mm

175㎥/h

0.458㎥

48dB
30min

170㎥/h
0.5m/s

6.4回/分 6.2回/分

1010型　Gタイプ※1 1010型　GSタイプ※2

AC100V（トランス付）50-60Hz

W975×D560×H940mm
W1000×D600×H1225mm

175㎥/h

0.692㎥

48dB
30min

170㎥/h
0.5m/s

4.2回/分 4.1回/分

1200型　Gタイプ※1 1200型　GSタイプ※2

AC100V（トランス付）50-60Hz

W1175×D760×H775mm
W1200×D800×H1100mm

175㎥/h

0.361㎥

48dB
30min

170㎥/h
0.5m/s

8.1回/分 7.8回/分

990型　Gタイプ※1 990型　GSタイプ※2

AC100V（トランス付）50-60Hz

W975×D560×H740mm
W1000×D600×H1030mm

LED照明量（Lux）

風    量（㎥/h）
平均表面速度（m/s）
内部容積（㎥）
総電力消費量（W）
使用電源　電圧/周波数

内部寸法（㎜）
外部寸法（㎜）

157㎥/h

0.32㎥
91W

900Lux

0.5m/s

W776×D600×H762mm
W797×D650×H1195mm

G1
157㎥/h

0.4㎥

900Lux

0.5m/s

AC100V(トランス付）50-60Hz
91W

AC100V(トランス付）50-60Hz
174W

AC100V(トランス付）50-60Hz
174W

AC100V(トランス付）50-60Hz
174W

AC100V(トランス付）50-60Hz

W976×D600×H762mm
W997×D650×H1195mm

G2

900Lux
W1176×D800×H762mm
W1197×D850×H1195mm

W1576×D800×H762mm
W1597×D850×H1195mm

157㎥/h

0.67㎥
0.5m/s

900Lux

157㎥/h

0.89㎥
0.5m/s

900Lux
W1776×D800×H762mm
W1797×D850×H1195mm

157㎥/h

1.01㎥
0.5m/s

G3 G4 G5











































































































































































































WHITE LIGHT GREY本体色 本体色 WHITE LIGHT GREY本体色 本体色WHITE LIGHT GREY本体色 本体色

シンク　ステンレス シンク　塩化ビニール オールステンレスシンク　ステンレス

流し台

Laboratory Sinks

259258

シンク シンク
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ラボオフィスファニチャー ラボオフィスファニチャー 

Dグレー

グリーン グリーンブルー

ローズ ブルー

TSS-14N

TSS-16N

TSS-16RN

座シェルにビルトインされた上
下調節レバーは、手がかかりや
すく操作のラクなワイドタイプ
ながら座った時に邪魔にならず
安全です。

背もたれシェルは座シェルにボルト
オンで取付けられています。場合に
よって取り外すことも可能です。

●着座ブレーキキャスター
（オプション）

着座時に36kg以上でキャスターにブレー
キが効きイスが動かないキャスターです。
座っていない時はブレーキは解除され移動
することができます。

手で持ちやすい形状の背シェルは
汚れやすいクッションに手をふれ
ずにチェアを移動することができ
ます。

クッション部分は、張地が汚れた
り、いたんだ場合に簡単に交換
ができるワンタッチ固定方式を
採用しています。

TSS-13N

TSS-14N TSS-16N

TSS-15N TSS-15RN
ブルー グリーン

ローズ Dグレー

ブルー グリーン

ローズ Dグレー

ブルー グリーン

ローズ Dグレー

ブルー グリーン

ローズ Dグレー

ブルー グリーン

ローズ Dグレー

ブルー グリーン

ローズ Dグレー

TSS-16RN

部品が交換しやすい、交換した部品がリサイクルしやすい、環境にもソフト、すわり心地もソフトなスツール

■ 共通仕様
背・座／布張り  PP樹脂成型シェル  コールドケアモールドウレタンクッション

脚部／スチール芯PP樹脂カバー付   双輪キャスター付

機構／ガス圧上下調節機構 

環境ソフトスツール作業用チェアー グリーン購入法適合品

グリーン購入法適合品

システム収納庫                                         は、現在のオフィスに求められる
ユニバーサルデザイン・セキュリティ・セーフティ・ユーザビリティを
実現したシステム収納庫です。

クウォール

※ユニバーサルデザイン……老若男女、障害・能力の如何を問わずに利用しやすい製品　セキュリティ…保安・防犯性　セーフティ…安全性　ユーザビリティ…使い勝手・利便性　の意味があります。

safety　 
（セーフティ）

usability　
（ユーザビリティ）

 universal design　
（ユニバーサルデザイン）

security　
（セキュリティ）

R-710
ブルー ワイン

寸法／W445（座360φ×H435mm
表張材／ビニールレザー
座／再生PE樹脂ブロー成型
脚／22.2φ丸パイプ、クロムメッキ
タッキング可能、梱包6脚入り

ZSHSC-1
ホワイト ブルー 

寸法／W420（座340φ）×H440mm
座／合板、ウレタン塗装仕上げ
脚／合板、ラッカー塗装仕上げ
脚／合板、ラッカー塗装仕上げ
スタッキング可能、梱包 1脚入り

 

 

R-660A
グリーン レッド ブラック

寸法／W465（座320φ×H445mm
表張材／ビニールシート
脚／22.2φ丸パイプ、クロムメッキ
スタッキング可能、梱包6脚入り

パイプチェアー
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