1 研究施設

Ⅱ

1. システムエンジニアリング

69 〜 101

3. 粉体封じ込めシステム

199 〜 219

69 …… 人が快適に科学する

203 …… 粉体封じ込め
（コンテインメント）
秤量システム

71 …… ラボキューブ・ウォールのご紹介

207 …… ナノエンクロージャー

75 …… 納入写真

211 …… Lab Bubble シリーズ

81 …… トータルシステムエンジニアリングのご提案

213 …… 粉体封じ込めヒュームフード
（ドラフトチャンバー）

91 …… 研究施設情報統合システムのご提案

214 …… コンテインメントアイソレーター

93 …… 移送システムのご紹介

215 …… Powder Containment Lab

95 …… フィールドエンジニアリングサービスのご紹介

217 …… ケミカルハザード対策ルーム
219 …… ケミカルハザード対策用キャビネット

2. ヒュームフード（ドラフトチャンバー） 103 〜 197

4. 給排気システム

105 …… GF シリーズ

223 …… 高速給排気管理システム

ヒュームフード

133 …… ラボキューブ
139 …… LD シリーズ

221 〜 273

233 …… 外気処理システム
ヒュームフード

243 …… 排ガス処理装置
（室内設置型）

169 …… DSN-DG03 型ヒュームフード

247 …… 排ガス処理装置
（屋外型）

171 …… 卓上フード

259 …… pH 中和装置

177 …… 塩化ビニル製ヒュームフード

261 …… 排風機

179 …… クリーンヒュームフード

273 …… ベンチレータ

181 …… マイフード ®
183 …… ダクトレスヒュームフード
185 …… SD ダクトシステム
187 …… 温度湿度・露点システム
191 …… グローブボックス
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5. 実験台

275 〜 401

7. 環境制御・実験施設

451 〜 515

277 …… 実験台甲板

451 …… 施設・設備の種類

283 …… 実験台 "LC" シリーズ

453 …… クリーンルーム
（ICR・BCR）

295 …… 実験台 "S" シリーズ

455 …… インダストリアル ICR システム

309 …… 実験台 "P" シリーズ

457 …… クリーンベンチ

341 …… 実験台 "T" シリーズ

471 …… クリーンブース

367 …… スチール実験台

475 …… クリーン関連機器・備品

369 …… P/T シリーズ試薬棚

479 …… バイオハザードシステム

373 …… 薬品器具戸棚

488 …… 環境試験室

378 …… P/T シリーズ流し台

491 …… バイオロジカルクリーンルーム（BCR）
・実験動物施設

381 …… ステンレス流し台

511 …… バイオロジカルクリーンルーム（BCR）
・食品／病院用設備

383 …… 水栓

513 …… 人工気象室

386 …… ドライラック／ドライカート

514 …… 滅菌システム

387 …… 天秤台／除振台
390 …… 作業台
397 …… 教育設備

8. オフィスファニチャー

517 〜 551

517 …… ワークステーション
529 …… 収納
539 …… 図書室

6. 保管・カート・実験台用付属器具

541 …… 会議室
403 〜 449

545 …… シーティング

403 …… サンプル管理システム

549 …… ローパーティション

405 …… 薬品管理システム

551 …… 間仕切り

409 …… 薬品器具戸棚
417 …… 耐火保管庫
423 …… 少量危険物庫
425 …… セキュリティキャビネット／
シリンダーキャビネット
427 …… 器具戸棚
429 …… オートドライデシケーター
431 …… 廃液回収用品
435 …… スチール棚
436 …… ラック
438 …… 移動式保管庫
439 …… シェルフ

9. 技術資料

442 …… ワゴン
443 …… 整理整頓グッズ／地震対策グッズ
445 …… 掃除機（集塵機）

553 〜 583

553 …… 法規
567 …… 研究実験施設ガイダンス

447 …… トラップ・ガスコック・コンセント／特殊バルブ
449 …… ラボ用チェア
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