
DKN302
¥204,000（税抜）
SPEC ● 外形寸法：410（W）×451（D）×670（H）
mm●温度制御範囲：室温＋10～260℃●内容
積：27L

プログラム運転/窓付き

DX302
¥105,000（税抜）
SPEC ●外形寸法：400（W）×440（D）×630（H）
mm● 温度制御範囲：室温＋5～300℃ ● 内容
積：28L

最大300℃/定値運転/スタンダード

DR200
¥426,000（税抜）
SPEC ● 外形寸法：520（W）×443（D）×612（H）
mm● 温度制御範囲：300～700℃ ● 内容積：
13.75L

最大700℃/プログラム運転

DKM300
¥149,000（税抜）
SPEC ● 外形寸法：410（W）×451（D）×670（H）
mm●温度制御範囲：室温＋10～260℃●内容
積：27L

定値運転/低価格

DY300
¥89,000（税抜）
SPEC ●外形寸法：400（W）×440（D）×622（H）
mm● 温度制御範囲：室温＋5～280℃ ● 内容
積：28L

最大280℃/定値運転/低価格

DGS400
¥198,000（税抜）
SPEC ● 外形寸法：560（W）×565（D）×755（H）
mm● 温度制御範囲：室温＋5～110℃ ● 内容
積：93L

器具異常過熱抑止の安心器具乾燥器

DKS200
¥176,000（税抜）
SPEC ●外形寸法：320（W）×340（D）×685（H）
mm●温度制御範囲：室温＋10～210℃●内容
積：20L

定値運転/省スペース

DXS200
¥119,000（税抜）
SPEC ●外形寸法：320（W）×340（D）×685（H）
mm●温度制御範囲：室温＋10～210℃●内容
積：20L

定値運転/省スペース

DKS300
¥193,000（税抜）
SPEC ●外形寸法：380（W）×440（D）×875（H）
mm●温度制御範囲：室温＋10～210℃●内容
積：55L

定値運転/大容量/省スペース

DXS300
¥128,000（税抜）
SPEC ●外形寸法：380（W）×440（D）×875（H）
mm●温度制御範囲：室温＋10～210℃●内容
積：55L

定値運転/大容量/省スペース

DNF301
¥390,000（税抜）
SPEC ● 外形寸法：430（W）×495（D）×740（H）
mm●温度制御範囲：室温＋15～260℃●内容
積：27L

風速可変、排気ダンパーで乾燥条件が自在

奥行約500mm以下の恒温器を集めました！
≫恒温器を安全にお使いいただくためには、本体の奥行きプラスαが必要です。実験台の上にちょうどいいサイズ！

省スペース向け
恒温器ラインアップ

自然対流方式自然対流方式自然対流方式 自然対流方式

自然対流方式 自然対流方式 強制送風循環+自然対流方式

強制送風循環方式強制送風循環方式 強制送風循環方式 強制送風循環方式

恒温器ダイジェスト
恒温器｜クリーンオーブン｜真空オーブン

売れ筋No.1の定番モデルを集めました！

Q&A掲載

こちらの表紙のカタログも
あわせてご確認ください。

恒温・乾燥器 / 恒温恒湿器

もっと商品を
チェック！

研究室の限られたスペースを有効活用できる

Q&A
掲載

写真はDY400です。



注意

Cat.No:201912JT(1)P

このカタログの記載内容は2019年12月現在のものです。

コンパクトサイズ恒温器 比較表

型式 温度制御範囲 最高温度
到達時間 内容積 (L)

外形寸法 (mm)
重量（kg） プログラム

運転 定値運転 電源 (50/60Hz)
定格電流 価格

幅 (W) 奥行 (D) 高さ (H)

強制送風循環方式

DKN302 室温＋10～260℃ 約90分 27 410 451 670 約35 ◦ ◦ AC100V 8.5A （15A） ¥204,000（税抜）

DKM300 室温＋10～260℃ 約90分 27 410 451 670 約35 ◦ AC100V 8.5A （15A） ¥149,000（税抜）

DKS200 室温＋10～210℃ 約60分 20 320 340 685 約23 ◦ AC100V 4.5A （15A） ¥176,000（税抜）

DKS300 室温＋10～210℃ 約60分 55 380 440 875 約35 ◦ AC100V 8.5A （15A） ¥193,000（税抜）

自然対流方式

DX302 室温＋5～300℃ 約45分 28 400 440 630 約23 ◦ AC100V 9.5A （15A） ¥105,000（税抜）

DY300 室温＋5～280℃ 約45分 28 400 440 622 約23 ◦ AC100V 9.5A （15A） ¥89,000（税抜）

DXS200 室温＋10～210℃ 約60分 20 320 340 685 約20 ◦ AC100V 4.5A （15A） ¥119,000（税抜）

DXS300 室温＋10～210℃ 約60分 55 380 440 875 約30 ◦ AC100V 8.5A （15A） ¥128,000（税抜）

DR200 300～700℃ 約70分 13.75 520 443 612 約36 ◦ ◦ AC100V 14A （15A） ¥426,000（税抜）

DGS400 室温＋5～110℃ ー 93 560 565 755 約45 ◦ AC100V 7A （10A） ¥198,000（税抜）

強制送風循環（風速可変10段）＋自然対流方式

DNF301 室温＋15～260℃ 約70分 27 430 495 740 約50 ◦ ◦ AC100V 9A （15A） ¥390,000（税抜）

Q&A コンパクトサイズオーブン

Q サンプルを200℃に加熱したいと思っていますが、設置
場所が限られています。どの型式が良いでしょうか？

送風循環式でしたらDKS200/300型、自然対流式でしたら
DXS200/300型をオススメします。両シリーズとも弊社の乾燥
器としては設置面積が最小です。

Q 風速可変機能付きの乾燥器は
風速0（ゼロ）も可能なのでしょうか?

基本的に風速可変機能付きの乾燥器はベースが送風循環式

Q 風速可変式の乾燥器は
どういう場合に選べばよいのでしょうか?

軽量のため自然対流式が向いているサンプルでも、加熱の際の
温度性能も重視したい場合などに風速可変機能で温度性能を
考慮して最小の風速に設定するなどの使い方が可能です。また、
加熱中は送風循環式で使用し、サンプルを出入れする際は安全
のため風速を最小にするなどの使い方も可能です。

Q 送風循環式の乾燥器と自然対流式の乾燥器、
どちらを選べばよいのでしょうか?

温度分布・温度調節など温度精度が良好なものは送風循環式の
乾燥器です。自然対流式の乾燥器は、温度精度は送風式に比べ
劣りますが、サンプルが軽量で飛散する可能性がある場合など
には有効です。また、価格は比較的自然対流式のものが安価と
なります。

Q 以前、器具乾燥器に樹脂製の器具を入れて乾燥させていたところ、
高温で溶け落ちて燃やしてしまったことがあります。

器具乾燥器は自然対流式のため、ヒータが槽下部にあります。
そのため、温度設定を間違えて樹脂が溶けてしまうと、そのヒー
タ部に落ちていきます。弊社DGS400型は「フェイルセーフ」と
いう安全対策を導入し、温度設定の間違い、器具の詰込みすぎ
など使い方を誤った際も発煙・発火を防ぐ構造です。

の乾燥器なので風速0（ゼロ）の設定はできません。ただし、
DNF301型は風速0（ゼロ）の設定が可能です。

＊1　奥行500mm以上ですが、フェイルセーフオーブンという他にはない特徴を持った恒温器です。

＊1


