
●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。●価格には、消費税が含まれておりません。
●記載されている会社名、製品名およびロゴは、当社または各社の商標および登録商標です。本文中に「TM」、「Ⓡ」は記載しておりません。

注意

軟質タイプと硬質タイプがあります。軟質タイプ
は2種類あり、OCF62（使用温度範囲：‒20～80℃ 
シリコン製）は、結露しにくい高断熱タイプです。
OCF12（使用温度範囲：‒20～80℃ エチレンプロ
ピレン製）は引き回しが容易な標準タイプです。硬
質タイプOCF78（使用温度範囲：‒20～60℃ ポリ
ウレタン製）は、ワンタッチコネクタ接続タイプで
ホースバンド・ホースノズルが不要です。

天板の材質は、耐薬品性に優れたPBT（ポリブチレ
ンテレフタラート）を採用しています。酢酸エチ
ル、テトラヒドロフラン（THF）、トルエン等、合成
実験でよく使われる溶媒も安心してご使用いただ
けます。

弊社ホームページ上で
お客様登録いただけま
すと通常1年の無償保証
が2年間となります。

●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。
＊1 加温機能は装備されていません。 ＊2 −20℃到達は周囲温度25℃以下の場合です。（CF802） ＊3 周囲温度20℃、電源電圧
AC100V/50Hzでの能力値です。温度調節精度はJTMK05、温度変動はJIS規格を用いて算出した規格値です。 ＊4 水道水・液温
20℃における能力値です。 ＊5 サービスコンセントの電源容量も含まれます。 ＊6 電源コードの長さは器外約2mです。電源
欄の（　）はブレーカ容量および電源設備容量です。 ＊7 循環断熱ホースは付属しておりません。

外部密閉系冷却水循環装置
型　式 CF302L CF802
商品コード 221524 221594
方式 /循環水 外部密閉系循環 /水道水（液温10℃以上）、ナイブライン

使用周囲温度範囲 5～35℃

性

能

温度制御範囲＊1 −20～30℃ −20～30℃＊2

温度調節精度＊3 JTM K05 ±1.0℃（≧0℃）
JTM K05 ±1.5℃（＜0℃） JTM K05 ±1℃

温度変動＊3 JIS 3.0℃（≧0℃）
JIS 4.0℃（＜0℃） JIS 3.0℃

冷却能力＊3 約420W at 液温10℃
約280W at 液温−10℃

約1230W at 液温10℃
約560W at 液温−10℃

最大流量＊4（50/60Hz） 約9/10L/min 約12/14L/min
最大揚程＊4（50/60Hz） 約4.3/5.7m 約10.3/14.3m

構

成

温度制御 冷凍機ON-OFF
センサ Pt100Ω

コントローラ 白色LEDデジタル表示・キー入力・最小桁1℃
冷凍機方式 /定格性能 /冷媒 空冷 /450W/R404A 空冷 /650W/R407C

外部循環接続口

ワンタッチコネクタ（自在回転式L型）
天面後方・１系統

外径 硬質ホース接続
（付属のホースノズル取付で内径 軟質ホース取付可）

− 流量調整バルブ（吐出口）
循環ポンプ（50/60Hz） マグネットポンプ10/15W マグネットポンプ65/65W

安全機能
過電流漏電ブレーカ、温度センサ異常、温度上/下限警告、温度上/下限
異常、冷凍機オーバーロードリレー、ファンモータ保護、循環ポンプ保護、
冷凍機保護用遅延タイマー、冷凍機高圧スイッチ（CF802のみ）

その他の機能
排水ホース、循環口結露水排水ホース、吸気口防塵フィルタ、

冷却運転スイッチ、循環ポンプスイッチ、キャリブレーションオフセット、
停電復帰機能（選択）、2Aサービスコンセント（CF802のみ）

規

格

水槽材質・容量（液量） SUS・約3.9L（液量3.5L） SUS・約15.5L（液量14L）
外形寸法 幅205×奥行396×高さ535mm 幅340×奥行370×高さ838mm
重量 約31kg 約43kg

電源（50/60Hz）定格電流＊6 AC100V ±5% 7A（10A） AC100V ±10% 15A（15A）＊5

付属品＊7
取扱説明書、保証書、ホースノズル（柔軟ホース接続用）×２個、

結露水排水ホース（内径 、1m）×1本、
ホース固定用クランプ×2個

価格（税抜） ¥169,000 ¥231,000

＊上記オプション⑨⑩は、ご注文時にご指定ください。

No. 型　式 商品コード 品　名 仕　様 価格（税抜）
① OCF12 221581 循環断熱ホース 内径 、エチレンプロピレン（軟質）ホース（2m）×2本、クランプ4個 ¥20,000
② OCF62 221599 循環断熱ホース 高断熱、内径 、シリコン（軟質）ホース（2m）×2本、クランプ4個 ¥44,000
③ OCF78 281475 循環断熱ホース 外径 、ポリウレタン（硬質）チューブ（2m）×2本 ¥13,000
④ OCF80 281476 L型循環ノズル R3/8 SUS304 ¥4,000
⑤ OCL30 221396 L型循環ノズル R3/8 SUS304 ¥4,000
⑥ OCL40 221397 L型循環ノズル R3/8 SUS304 ¥4,900
⑦ OCL50 221398 L型循環ノズル R3/8 SUS304 ¥4,900
⑧ OCF82 281477 流量調整バルブ R3/8（CF802は標準装備） ¥4,500
⑨ OCF96 281484 外部連動入力端子 無電圧A接点入力による運転 /停止ができます CF302L用 ¥20,000
⑩ OCF98 281485 外部連動入力端子 無電圧A接点入力による運転 /停止ができます CF802用 ¥20,000
⑪ OCF86 281479 外部開放接続用密閉蓋 密閉蓋＋戻り配管セット 開放水槽に接続ができます CF802用 ¥56,000
⑫ OCF88 281480 ワンタッチコネクタ ストレートワンタッチコネクタ R3/8×外径 硬質チューブ用 ¥2,500
⑬ OCF90 281481 ワンタッチコネクタ 自在回転式L型ワンタッチコネクタ R3/8×外径 硬質チューブ用 ¥3,000
⑭ OCF92 281482 ストレーナセット Y字ストレーナ（20メッシュ、Rc3/8）＋OUTLET接続チューブ ¥18,000
⑮ OCF94 281483 ホースノズル 外径 硬質チューブ⇒内径 軟質ホース接続への変換（標準付属品） ¥1,500
⑯ OCF84 281478 二次トラップビン 1L ガラスビン＋真空ノズルセット＋取付板金セット CF802用 ¥60,000
⑰ OCF26 281487 ガラスビン 1L 二次トラップビンの付属品ガラスビンと栓のセット ¥40,000
⑱ ORG80 255512 真空ノズルセット 二次トラップビンの付属品 2個セット（ノズル、ノズルキャップ、パッキン） ¥2,500
⑲ OCF40 281494 パッキンセット 二次トラップビンの付属品 12個セット（パッキン） ¥1,300



正面のフィルタ取付板はマグネットで固定されているだけなので、
お手入れの際は、手前に引っ張ることで容易に取り外すことができ
ます。フィルタもシート状なので、交換・洗浄が容易です。

高輝度白色LEDにより視認性が高く、操作性が向上した新型コント
ローラを採用。測定温度と設定温度の切替え表示が可能です。シンプ
ルで使いやすいデザインとなっています。

背面上部のコネクタ付近に結露水の排水口を設けています。付属の
排水ホースを接続し、結露水の排水にご使用ください。

硬質チューブ（外径�10mm）を差し込むだけで接続は完了です。コネ
クタ部は回転式で、自由に方向を変えることができるため、ホースへ
負担をかけません。付属のホースノズルを差し込むことで、シリコン
ホース（内径�9mm）など柔軟ホースへの接続も可能です。

硬質チューブ対応 付属のホースノズル装着で
柔軟ホースにも対応

CFシリーズ
は、

冷凍機ON/O
FFによる

シンプルな
温度

制御方式

エバポレータへの冷却水
循環と同時に減圧ポンプ
の排気ベーパーを回収す
る二次溶媒回収トラップ
を水槽内に設置できます。
省スペースなので、狭い実
験台やヒュームフード内
での場所に最適です。

冷却水
（設定温度にコントロール）

二次トラップビン
（ガラス容器）

ロータリーエバポレータで
回収できなかった溶媒ガスを
二次トラップビンで液化回収

CF802断面図

冷却降下曲線（外気温20℃）
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