オプション

■ 吊りパイプ

■ キャノピーコネクション

キャビネット内には、薬液ボトルやバッ

NSF/ANSI 49
認定品

クラスⅡ タイプ A2 の安全キャビネッ

トで、エアーを屋外に排気するときに
使用します。キャビネット内の悪臭や

グを吊り下げるための吊りパイプが取

揮発性の化学物質の一部を屋外に排

り付けられます。

気 するので、部 屋 内 の 作 業 環 境を向
上させます。

型式

タイプ

LAL3858600
LAL3858601
LAL3858602
LAL3858603

型式

LAL3889200
LAL3889201
LAL3889202
LAL3889203

W1000mmモデル用
W1300mmモデル用
W1500mmモデル用

W1900mmモデル用

タイプ

LAL,LACL-1000XPA2+用
LAL,LACL-1300XPA2+用
LAL,LACL-1500XPA2+用

LAL,LACL-1900XPA2+用

■ アームレスト

■ ターンテーブル

トは疲労防止に貢献します。

ビネット内で使用する小物類のアクセ

前面グリルの上に設置するアームレス

360°
回転するターンテーブルで、キャ

スを容易にします。

ステンレススチール製で洗浄・オート

クレーブが可能です。
型式

LAL3414500
LAL3414501
LAL3414502
LAL3414503

タイプ

型式

LAL3852000

LAL-1000XPA2+用

LAL-1300XPA2+,XPB2+用
LAL-1500XPA2+用

サッシの表側と裏側を同時に清掃できるク
サッシを閉じた状態で、安全にサッシの裏側

も清掃することが可能です。

とで、作業者の脚の疲れを軽減します。

型式

タイプ

全機種共通

305

リーナーです。

キャビネットの下に置いて使用するこ

型式

直径(mm)

■ サッシクリーニングキット

LAL-1900XPA2+,XPB2+用

■ 足置き台

LAL3746000

タイプ

全機種共通

LAL3408500

寸法(mm)

470×292×203

■ 除振台

タイプ

全機種共通

安全キャビネット セルロジック（LACL-XPA2+ 型）内での顕

微鏡使用をサポートします。振動を抑えるだけでなく、キャ

■ コードマネジメントシステム

ビネット内の気流を整える機能を備えています。実体顕微鏡

属のカラビナに配線やチューブ類を通すこと

さまざまなタイプの顕微鏡が使用可能です。

フックをキャビネットの背面に取り付け、付

など、観察ステージが手前にある顕微鏡用の除振台もあり、

により、コード類のワークエリアへの侵入を
防ぎます。

※ステンレス製フック・カラビナ 各 3 個入り

型式

LAL3859100

タイプ

全機種共通

型式

LAL4028200
LAL4028100

寸法(mm)
305×476
356×578

NO.19-07-BSC5000

Biological Safety Cabinet
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安全キャビネット

Biological Safety Cabinet

微生物・病原体などのバイオハザードから作業者を保護し研究室内への拡散を抑制する、

安全キャビネットの分類

バイオハザード対策用キャビネットです。

クラスⅠ

キャビネット内の作業エリアを陰圧で保ち、汚染エアロゾルを HEPA フィルターで

浄化することで「作業者の保護」「試料の保護」「試料間の相互汚染防止」を保証する、

クラスⅡ

クラスⅢ

エアーフロー

バイオテクノロジー研究開発の中核を担う装置です。

危険度

ウイルス

低〜中度

高度

一般病原体

クラス1〜3

クラス1〜4

タイプ

タイプB2

タイプC1

−

タイプA1

LAL-XPA2+型
LACL-XPA2+型

タイプB1

LAL-XPB2+型
LAL-XPB2B+型

0.38m/s以上

0.38m/s以上
選定風速
±0.025m/s以内

0.51m/s以上
選定風速
±0.025m/s以内

0.51m/s以上
選定風速
±0.025m/s以内

0.51m/s以上
選定風速
±0.025m/s以内

0.51m/s以上
選定風速±0.025m/s以内

−

循環気率

0％（100％排気）

70％

70％

30〜50％

0％
（100％排気・屋外）

Aモード：約60％（残り約40％は室内循環）
Bモード：約60％（残り約40％は屋外排気）

0％
（100％排気・屋外）

タイプ

−

タイプA1

タイプA2

タイプB1

タイプB2

−

−

面速
（インフロー）

−

0.4m/s以上
選定風速
±0.025m/s以内

0.5m/s以上
選定風速
±0.025m/s以内

0.5m/s以上
選定風速
±0.025m/s以内

0.5m/s以上
選定風速
±0.025m/s以内

−

−

循環気率

−

約70%

約70%

約50%

0%

−

面速
NSF/ANSI
（インフロー）
49-2016

JIS K
3800：
2009

タイプA2

−

作業者と環境を
保護する。

使用目的

排気は HEPA フィルター
によって浄化されます。
キャビネット内の気流
は、作業者に逆流する可
能性が少なく、安全性が
確保されています。また、
作業台上は汚染エリアと
なるため、クリーン度を
要求する作業には使用で
きません。

性能・特長

AXIOM型

−

クリーンエリアで試料の無菌操作と試料の相互汚染が防止できる。作業者と環境を保護する。
作業エリアは完全にクリーン化
されています。ダクト接続がな
いため設置が簡単です。
排気はHEPAフィルターで浄化
するため、外部汚染はありませ
ん。

屋外排気をす
る た め 、危 険
度のある試料
も安全に使用
できます。
排 気ダクト工
事が必要です。

100％屋外排
気をするた
め、
より危険度
の高い試料の
取り扱い作業
ができます。
排 気ダクトの
接続工事が必
要です。

AモードもしくはBモードいずれかで運転を行い
ます。
■Aモード：作業エリアには給気HEPAフィルター
で浄化された循環エアーが供給されます。ダクト
接続が不要な為、設置が容易です。排気HEPAフィ
ルターによる浄化で室内への汚染がありません。
■Bモード：作業エリアには給気HEPAフィルター
で浄化された循環エアーが供給されます。排気エ
アーを屋外排気するため、排気ダクト接続が必要
です。ダクト接続により排気エアーを屋外排気す
るため、危険度の高い試料の取り扱いが可能です
（ケムゾーン™での作業に限定）

最高危険度の実験。
作業者と環境を
保護する。
完全密封型で最も危険度
の高い病原菌を取り扱う
ことができます。
しかし、完全密封型での
作業はグローブを通して
行うため、操作はかなり
制限されます。

米国規格
「NSF/ANSI 49-2016」、
および日本規格
「JIS K 3800：2009」
では、
クラスⅡ安全キャビネットの構造や性能に関する試験項目が多数規定されています。
この試験項目にて、
以下の 3 点が保証されています。

作業者の保護（Personnel Protection）
：キャビネット内から汚染エアロゾルが漏洩しないこと。
試料の保護（Product Protection）
：キャビネット内へ汚染エアロゾルが流入せず、無菌状態が維持されること。
試料間の相互汚染防止（Cross-contamination Protection）：キャビネット内で複数の試料を取り扱う際に、試料間で相互に汚染が発生しないこと。

安全キャビネットとバイオクリーンベンチの違い
安全キャビネットは危険物質を作業エリアに封じ込めて作業者の安全を図るため、庫内が陰圧構造となっています。一方バイオクリーンベンチは庫内の清浄

度を保ち汚染物質の侵入を防ぐために使用され、庫内は原則陽圧構造です。それぞれ気流が異なるため、アプリケーションや部屋の用途に合わせて適切な
製品を選択する必要があります。

安全キャビネットに関する法規・規格・指針
関連法令・規格・指針名
カルタヘナ法

改正感染症法

法令・規格・指針の概要
遺伝子組換え生物等を使用する際の規制措置を講じた
法律（2004年施行）

感染症の予防、感染症患者に対する医療措置を定めた
法律（2007年改正）

安全キャビネットに関する要求事項・制定事項

設置

P2レベル以上の遺伝子組換え実験時に設置が必須
（エアロゾル発生操作時）

設置

病原体等取扱施設にて、
クラスⅡ以上の安全キャビネット設置が義務付け
（一種病原体等取扱施設ではクラスⅢ）

点検

定期的な点検を義務付け
（一種〜三種病原体等取扱施設では年1回以上）

安全キャビネットに関する米国規格
NSFインターナショナル（第三者認証機関）およびANSI
（米国国家規格協会）が制定
日本工業規格「JIS K 3800」は、
この「NSF/ANSI 49」を
基に制定されている

分類

クラスⅡ安全キャビネットは、エアーフローと作業用途により
A1/A2/B1/B2/C1の5タイプに分類
（→P.02）

Laboratory Biosafety Manual Third Edition

WHO（世界保健機関）が策定した、研究所内のバイオ
セーフティ−に関する指針（2004年改訂）

設置

BSL2以上の封じ込め環境下では設置が必須
（BSL2では、エアロゾル発生操作時のみ）

注射剤・抗がん薬無菌調製ガイドライン

日本病院薬剤師会が監修した、注射剤と抗がん薬を
安全に取り扱うための指針（2008年発行）

設置

NSF/ANSI 49
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安全キャビネット

基本構造により、安全キャビネットをクラスⅠ/Ⅱ/Ⅲに分類

目的

取扱物質の拡散防止

バイオクリーンベンチ
作業エリアの清浄度確保

作業者・試料双方の保護

試料を汚染物質から保護

HEPA フィルター

給気・排気双方に設置

給気のみ設置

庫内圧力

陰圧（−）

陽圧（＋）

エアーフロー
：HEPAフィルター
：クリーンエアー
：ダーティーエアー

調製時に、タイプB2（完全屋外排気）の安全キャビネット設置を推奨
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AXIOM®

AXIOM ®

NSF クラスⅡ タイプ C1

NSF クラスⅡ タイプ C1
2016 年版 NSF 規格 (NSF/ANSI 49-2016) にて新たに規格化されたタイプ C1 安全キャビネット。

2 タイプの運転モードを可能にする独自の作業面機構 “Chem-Zone™（ケムゾーン™）”

アプリケーションに応じて、微生物・病原体の取り扱いを対象とした室内循環排気運転モードと、
ハザード物質や放射性物質の取り扱いを対象とした屋外排気運転モードを切り替え可能です。

作業面はステンレス（SUS304）製で、ケムゾーン™（中央作業面）と両端作業面の 3 面に分かれ

ています。ケムゾーン™は作業時における液体のこぼれを防ぐスピルトレー機能があり、また屋外
排気処理が必要な危険度の高いサンプルの取り扱いが可能なスペースです（B モード運転時）。

両端作業面は、作業機器や用具の置き場として使用可能です。これにより、作業面のクリーンエリ

アとダーティーエリアが分かれ、作業効率や安全性を高めることが可能です。

室内循環排気／屋外排気

■ 直接排気エリア（ケムゾーン™）■ 室内循環エリア

2つの運転モード

■ 室内循環排気 - Aモード

微生物・病原体の取り扱い向けの運転モードです。
室内エアーおよびケムゾーンＴＭ以外の作業面から
の排気エアーは、給気 HEPA フィルターで処理され
た後作業庫内へ循環します。一方、ケムゾーンＴＭ
から排気されたエアーは、排気 HEPA フィルターで
処理された後室内へ循環排気されます。
■ ルームエアー

■ 陰圧エアー（未浄化）

■ HEPA フィルター 浄化エアー
■ 陽圧エアー（未浄化）

■ 屋外排気 - Bモード

ケミカルハザード物質や放射性物質の取り扱い向け
の運転モードです。
室内エアーおよびケムゾーンＴＭ以外の作業面からの
排気エアーは、給気 HEPA フィルターで処理された
後作業庫内へ循環します。一方、ケムゾーンＴＭから
排気されたエアーは、排気 HEPA フィルターで処理
された後ダクト接続にて屋外排気されます。
従来型のクラスⅡタイプ B2 と比較した場合、50%※
程度までの排気風量の低減により省エネ運転が実現
できます。

■ 直接排気エアー
■ 循環エアー

※LABCONCO 社基準に基づく

■ モード切替時の付帯設備の工事は最小限

従来、研究内容が変わり屋外排気運転方式の安全キャビネットが必要となった場合、専用の屋外排気用ブロワーやそれに関わるダクト工事等が必要でした。

独自構造を採用した AXIOM® では運転モードの切り替えが容易に行えます。切り替えで必要な作業は、ダクトの取り付け／取り外し、HEPA フィルターのリーク検査、ディ

スプレイ上での運転モード切り替え設定のみです。

排気設備の異常に即座に対応する “Active Protection Protocol” B モード運転時
独自の Constant Airﬂow Proﬁle™ 機構により、排気系統の静圧を監視することで屋外排気ファンの異常運転を検出できます。異常を検出した場合、内蔵され

た排気ファンが稼働することで必要なエアーフロー（平均流入風速：0.53m/s）を確保し、キャビネット内の滞留物流出による作業者や室内への汚染を防止

できます。

※屋外排気ファン異常運転時における内蔵排気ファンの最大連続運転時間は 5 分間です。

また、通常のファン運転停止の操作後も、排気ファンが給気ファンよりも長く運転することで作業庫内の滞留物を除去し、室内への汚染を防止します。

注）庫内全コンセントで最大5Aまで使用可能
排気ダクト接続時の注意：頂部に排気接続口を設置、排気ダクト内径φ250mm以上
排気ファンの必要静圧
（排気ダクト経路の圧損）+
（75Pa）
で排気できること
※Bモード運転で屋外排気する場合：

03

殺菌灯

100V 50/60Hz 16A

32W×2灯

30W×1灯

100V 50/60Hz 16A

40W×2灯

30W×1灯

消費電力
（W）

排気風量
（m³/min）

325

13.11

200

9.15

寸法図

ユーザビリティを追求した人間工学に基づく製品設計
モニターは
作業者の目線に配置

ＩＤ257
本体
サッシ

庫内寸法W

操作パネル
Blower
742
Light
Outlets
UVLight
Timer
OK/Mute
Menu
Select
表示モニター
(右内側面)
下台
コンセント
防滴カバー付
(両内側面)

653

ガス栓

フットスイッチ
外寸法W

電源コード
(Ｅ付・３ｍ)

フィルターの交換時期をわかりやすくバーグラフで
表示します。

ため、作業を行いながら装置の状

合には、わかりやすいグラフィックでアラートを表

業者の目線の高さに設置されている

また、装置の異常時やサッシの開けすぎなどの場

態を確認することが可能です。

示。異常内容と同時にアラートへの対処方法も表

快適な作業姿勢と
高い封じ込めを両立

使い勝手の良い庫内設備

曲線形の前面グリルにより、肘をエ

アーホイルに乗せたまま快適な作業

を可能にします。独自のリサーブ・

447

わかりやすいアラート表示

装置の状態を表示するモニターは作

外寸法W

1540

共通仕様
集 麈 要 素 ：HEPAフィルター（0.3μm粒子にて99.97%以上除去）
作業庫内清浄度 ：ISO 5（クラス100）
風
速 ： 吹出風速（平均）0.33m/（
s 1300型）
、0.28m/（
s 1900型）
流入風速（平均）0.53m/s
作業開ロ高さ：203mmもしくは254mm
サッシ最 高 時 ：574mm
前 面 サッシ：傾斜式上下スライド式 傾斜角10度
安全強化ガラス（6mm厚）紫外線遮断
外
装 ：鋼板製エポキシ粉体焼付塗装
内
装 ：ステンレス（SUS304）製
付 属 品：ガスバーナー：電子着火式1台
コンセント：チャンバー内
左右側壁各1個 計4口（2口・防滴カバー付・5A）
架台側面1個（1口・3A） 蛍光灯（2灯）
・殺菌灯（1灯）

488

蛍光灯

1700

1842×447×653〜742

340

電源

750
(作業面高さ)

1986×831×2415

1257×447×653〜742

重量
（kg）

831
256

1377×831×2415

庫内寸法
W×D×H（ｍｍ）

2415
1750
≒203
(標準作業開口高さ)

AXIOM-1300
AXIOM-1900

外寸法
W×D×H（mm）

665

型式

示します。

キャビネット側面には防滴カバー付きのコンセント

と、機器やポンプのチューブなどを通線できるユー
ティリティポートを設置しています。

エアー™機構により作業者が腕を置

いてもキャビネット内への適切なエ

735

15

アーの流れを維持します。

04

LAL-XPA2+

LAL-XPA2+

NSF クラスⅡ タイプ A2（JIS K 3800 クラスⅡ タイプ A2 相当）

NSF クラスⅡ タイプ A2（JIS K 3800 クラスⅡ タイプ A2 相当）
作業性と安全性を追求した室内循環排気方式の安全キャビネット。

省エネと作業性の向上を実現する 2 つの独自プログラム

人間工学に基づくデザインと高い省エネ性、充実した安全機能を備えています。

スマートスタート™プログラム
サッシ昇降の動作で、ブロワー・蛍光灯・殺菌灯の ON/OFF を自動で切り替えることのでき

るプログラムです。作業性の向上に加え、切り忘れによる無駄を削減します。

スマートスタート™プログラム
動作イメージ
サッシ ブロワー 蛍光灯

ナイトスマート™プログラム
サッシを下げると最小限の電力（ファン速度が通常運転時の約 30% ほど）でキャビネット庫

殺菌灯

開

内の清浄度を維持する運転モードに切り替わります。サッシを下げた後に一定時間殺菌灯を
点灯させる設定も可能です。

反応時間の待機時や夜間を通しての稼働といった、作業者がキャビネット内の操作を必要と

しない幅広い場面で効果的な省エネ機能です。

閉

人間工学に基づくエルゴノミクスデザイン
モニターは作業者の目線に配置

快適な作業姿勢と高い封じ込めを両立

装置の状態を表示するモニターは作業者の目線の高さ

曲線形の前面グリルにより、

を確認することが可能です。

まま快適な作業を可能にし

に設置されているため、作業を行いながら装置の状態

肘をエアーホイルに乗せた

ます。独自のリサーブ・エ

作業性と視認性に優れた前面サッシ

アー™機構により作 業 者が

10°
傾斜したサッシと高さ 69cm の大型前面ガラスによ

腕を置いてもキャビネット内

り、快適な作業性と高い視認性が得られます。また、サッ

への適切なエアーの流れを

シハンドルは小さく、作業者の視界を阻害しません。

維持します。

ユーザビリティを追求した機能と構造
日本語表記可能のわかりやすいモニター

100V 50/60Hz 12A

324

100V 50/60Hz 16A

1379×792×2232

1232×447×653〜742

265

1989×792×2232

1842×447×653〜742

379

注）庫内全コンセントで最大5Aまで使用可能

100V 50/60Hz 16A

12W×2灯

30W×1灯

24W×2灯

30W×1灯

15W×2灯
32W×2灯

30W×1灯
30W×1灯

排気風量（m³/min）
5.75~6.31
7.62~8.38

9.51~10.48

11.41~12.54

寸法図

簡単に取り外すことができ、作業面

モニターは日本語を含む 8 ヶ国語に対応しています。

フィルター寿命をリアルタイムで数値表示し、装置の異常時にはわかりやすい

の下も掃除することができます。

グラフィックでアラートを表示。

異常内容と同時にアラートへの対応方法も表示します。
側面のユーティリティポートにより、

エアーフロー
ルームエアー
HEPAフィルター浄化エアー

庫内寸法W
外寸法W

は簡単に開けることができます。

作業面は取り外しノブを持ち上げて

キャビネット内に設置する機器やポン

プのチューブなどを通線することが可
能です。

陰圧エアー（未浄化）
陽圧エアー（未浄化）

省エネで地球に優しい LED 灯を採用
本体

照明には省エネルギーで水銀を使用しない LED ライトを採用。寿命

サッシ

ガス
栓

は約 50,000 時間で、メンテナンス性にも優れています。

653

1537×447×653〜742

100V 50/60Hz 12A

殺菌灯

742

1684×792×2232

共通仕様
集 塵 要 素 ：HEPAフィルター（0.3μm粒子にて99.97%以上除去）
クラス（気流方式）：クラスⅡ タイプA2
作業庫内清浄度 ：ISO 5（クラス100）
風
速 ： 吹出風速（平均）0.28m/s
流入風速（平均）0.53m/s
作業開ロ高さ：203mm
サッシ最 高 時 ：574mm
前 面 サッシ：傾斜式上下スライド式 傾斜角10度
安全強化ガラス（6mm厚）紫外線遮断
外
装 ：鋼板製エポキシ粉体焼付塗装
内
装 ：ステンレス（SUS304）製
エアーホイル：多孔式吸気構造付エアーホイルシステム
運 転 音： ＜63dBA
付 属 品：ガスバーナー：電子着火式1台
コンセント：チャンバー内
左右側壁各1個 計4口（2口・防滴カバー付・5A）
架台側面1個（1口・3A）
蛍光灯（LED2灯）
・殺菌灯（1灯）

05

220

蛍光灯（LED）

15

927×447×653〜742

電源

792

1074×792×2232

庫内寸法 W×D×H（ｍｍ） 重量（kg）

2232
1567

LAL-1000XPA2+
LAL-1300XPA2+
LAL-1500XPA2+
LAL-1900XPA2+

外寸法 W×D×H（mm）

665

型式

セルフクローズ式のコンセントカバー

447
フット
スイッチ 外寸法W

下台
電源コード
(Ｅ付・３ｍ)

735

15

循環エアー：約70％
排気：部屋内
屋外排気：0％

循環エアー：約70％
排気：屋外
※キャノピーコネクション取り付け時

キャノピーコネクション

06

LAL-XPB2+ / LAL-XPB2B+

LAL-XPB2+ / LAL-XPB2B+

NSF クラスⅡ タイプ B2（JIS K 3800 クラスⅡ タイプ B2 相当）

NSF クラスⅡ タイプ B2（JIS K 3800 クラスⅡ タイプ B2 相当）
エアーを循環させずに屋外排気処理を行う、完全屋外排気方式の安全キャビネット。

省エネ性にすぐれた EC モーターと LED 灯を採用

LAL-XPB2B+ 型では、バッグイン／バッグアウト方式による HEPA フィルター交換も可能です。

従来型モーターに比べ消費電力が少なく、
エネルギー効率が高く、
さらにモーターからの発熱が少ない EC モーターを採用。安心して長時間の運転が可能です。
独自の Constant Airﬂow Proﬁle™技術により、フィルターが目詰まりした場合にも風量を自動的に制御します。

また、照明には省エネルギーで水銀を使用しない LED ライトを採用。寿命は約 50,000 時間で、メンテナンス性にも優れています。

省エネと作業性の向上を実現する「スマートスタート™プログラム」
サッシ昇降の動作で、ブロワー・蛍光灯・殺菌灯の ON/OFF を自動で切り替えることのできるプログラムです。作業性の向上に加え、切り忘れによる無駄を
削減します。

バッグイン／バッグアウト交換方式で HEPA フィルター交換時の安全性を確保

LAL-XPB2B+ 型

LAL-XPB2B+ 型では、汚染したフィルターを隔離した状態で交換・廃棄できる「バッグイン／バッグアウト
方式」を採用しています。有害な粉体など、燻蒸による除染で無害化できない物質が捕集されている場合

でも、安全に排気用 HEPA フィルターの交換作業が可能です。

人間工学に基づくエルゴノミクスデザイン
モニターは作業者の目線に配置
装置の状態を表示するモニターは作業者の目線の高さに設置されているため、作業を行いながら装置の状態を確
認することが可能です。

作業性と視認性に優れた前面サッシ
10°
傾斜したサッシと高さ 69cm の大型前面ガラスにより、快適な作業性と高い視認性が得られます。また、サッシ
ハンドルは小さく、作業者の視界を阻害しません。
LAL-XPB2+型
型式

LAL-1300XPB2+
LAL-1900XPB2+

外寸法 W×D×H（mm）
1379×792×2510

1989×792×2510

庫内寸法 W×D×H（ｍｍ） 重量（kg）
1232×447×653〜742

1842×447×653〜742

293

379

電源

蛍光灯（LED）

100V 50/60Hz 12A

15W×2灯

100V 50/60Hz 12A

32W×2灯

殺菌灯

30W×1灯

排気風量（m³/min）
18.83

28.26

30W×1灯

快適な作業姿勢と高い封じ込めを両立
曲線形の前面グリルにより、肘をエアーホイルに乗せたまま快適な作業を可能にします。独自のリサーブ・エアー
™機構により作業者が腕を置いてもキャビネット内への適切なエアーの流れを維持します。

LAL-XPB2B+型

1842×447×653〜742

共通仕様
集 塵 要 素 ： HEPAフィルター（0.3μm粒子にて99.97%以上除去）
LAL-XPB2B+型：バッグイン/バッグアウト方式によるフィルター交換
クラス（気流方式）：クラスⅡ タイプB2
作業庫内清浄度 ：ISO 5（クラス100）
風
速 ： 吹出風速（平均）0.28m/s
流入風速（平均）0.53m/s
作業開ロ高さ：203mm
サッシ最 高 時 ：LAL-XPB2+型：574mm
LAL-XPB2B+型：300mm
前 面 サッシ： 傾斜式上下スライド式 傾斜角10度
安全強化ガラス（6mm厚）紫外線遮断
外
装 ： 鋼板製エポキシ粉体焼付塗装
内
装 ：ステンレス（SUS304）製
エアーホイル：多孔式吸気構造付エアーホイルシステム
運 転 音：＜63dBA
付 属 品：ガスバーナー：電子着火式1台
コンセント：チャンバー内
左右側壁各1個 計4口（2口・防滴カバー付・5A）
架台側面1個（1口・3A）
蛍光灯（LED2灯）
・殺菌灯（1灯）
注）庫内全コンセントで最大5Aまで使用可能
排気ファンの必要静圧：（排気ダクト経路の圧損）+（400〜500Pa）
で排気できること

07

293

379

電源

蛍光灯（LED）

100V 50/60Hz 12A

15W×2灯

100V 50/60Hz 12A

32W×2灯

殺菌灯

30W×1灯

排気風量（m³/min）
18.83

28.26

30W×1灯

寸法図

エアーフロー

ユーザビリティを追求した機能と構造
モニターは日本語を含む 8 ヶ国語に対応しています。

54

Ø2

フィルター寿命をリアルタイムで数値表示し、装置の異常時には
わかりやすいグラフィックでアラートを表示。

ルームエアー
陰圧エアー（未浄化）
HEPAフィルター浄化エアー

異常内容と同時にアラートへの対応方法も表示します。

外寸法W

作業面は取り外しノブ

を持ち上げて簡単に

本体

取り外すことができ、

サッシ

作業面の下も掃除す

庫内寸法W

ることができます。

653

1232×447×653〜742

742

1989×792×2510

庫内寸法 W×D×H（ｍｍ） 重量（kg）

792
≒224

1379×792×2510

2510
2225
1560

外寸法 W×D×H（mm）

665

型式

LAL-1300XPB2B+
LAL-1900XPB2B+

447

清掃しやすい防滴カ

側面に機器やポンプ

を設置しています。

きるユ ーティリティ

バー付きコンセント

ガス栓
下台
フット
スイッチ 外寸法W

電源コード
(Ｅ付・
３ｍ)

735

のチューブを通線で

循環エアー：0％
屋外排気：100％

ポートを装備してい

ます。

08

LACL-XPA2+

LACL-XPA2+

NSF クラスⅡ タイプ A2（JIS K 3800 クラスⅡ タイプ A2 相当）

NSF クラスⅡ タイプ A2（JIS K 3800 クラスⅡ タイプ A2 相当）
「安全キャビネット」「顕微鏡」「恒温プレート」が一体化し、クリーンかつ効率的な細胞培養操作の環境を実現。
細胞の観察や温度維持のために席を立つステップを大幅に削減し、コンタミネーションリスクを低減します。

観察・実験・継代 −−すべてがキャビネット内で完結
顕微鏡操作時の安全性と効率性を向上させる “スコープ・レディー™”機構
サッシ面中央の一部に丈夫で伸縮性のある透明なメンブレンを設置。顕微鏡の接眼部のみをキャビネット外に出し

て作業を行うことができ、クリーンな環境下で顕微鏡操作を行うことが可能です。

メンブレン部分は W178mm×H267mm の大きさで、ほとんどの顕微鏡の接眼レンズに対応します。ご使用の顕微
鏡に合わせて接眼レンズを通す位置を変更可能です。

キャビネット内で安全に観察可能
細胞の観察時に培養皿をキャビネット外へ移動させる必要がありません。これにより、作業者へのハザード物質の
暴露やサンプルのコンタミリスクを低減します。

多様な種類の顕微鏡に対応可能な除振台（オプション）
顕微鏡用の除振台はキャビネット本体からの振動を抑えるだけでなく、キャビネット内の気流を整える機能を備えて
います。除振台はオートクレーブ可能なステンレス (SUS304) 製で、使用する顕微鏡のサイズに合わせて除振台の
種類を選択することができます。

サンプルの温度管理を可能とする “テンプ・ゾーン™”
循環式恒温水槽（別売）に接続し、作業面下に温度調節した水を循環させることにより、作業面上の一定のエリア

を恒温プレート（0℃〜 50℃）として利用できます。

テンプ・ゾーン™は作業面と一体化しているため凹凸がなく、サーモプレートやアイスボックスをキャビネット内に
持ち込むよりも省スペースで衛生的です。

テンプ・ゾーン™：W267mm×D305mm
（LACL-1000XPA2+ のみ
W178mm×D305mm）

細胞遊離（トリプシン）処理などにおいてキャビネット内で培養皿を温めることができるため、キャビネットから離
れる必要がありません。

ユーザビリティを追求した人間工学に基づく製品設計
モニターは
作業者の目線に配置

※顕微鏡は付属しません。
※除振台はオプションです。

100V 50/60Hz 12A

324

100V 50/60Hz 16A

1379×792×2232

1232×447×653〜742

265

1989×792×2232

1842×447×653〜742

379

注）庫内全コンセントで最大5Aまで使用可能

100V 50/60Hz 12A
100V 50/60Hz 16A

30W×1灯

24W×2灯

30W×1灯

15W×2灯

30W×1灯

32W×2灯

30W×1灯

6.46〜7.11

モニターは日本語を含む 8 ヶ国語に対応しています。

装置の状態を表示するモニターは作

フィルター寿命をリアルタイムで数値表示し、装置の異

ため、作業を行いながら装置の状

異常内容と同時にアラートへの対応方法も表示します。

業者の目線の高さに設置されている

排気風量（m³/min）

常時にはわかりやすいグラフィックでアラートを表示。

態を確認することが可能です。

8.61〜9.43

10.70〜11.78
12.83〜14.10

寸法図

エアーフロー
ルームエアー
HEPAフィルター浄化エアー

省エネと作業性の向上を実現する
2 つの独自プログラム

陰圧エアー（未浄化）
陽圧エアー（未浄化）

サッシ昇降の動作で作業性と省エネ性にすぐれた運転モードに切り替

えられる、「スマートスタート™プログラム」と「ナイトスマート™プロ

792
Ø254

グラム」が設定できます。

本体

（詳しくは「LAL-XPA2+ 型」P.06 をご参照ください）

覗き穴
サッシ

操作パネル

省エネで地球に優しい LED 灯を採用

653

742

1537×447×653〜742

殺菌灯

12W×2灯

1567

1684×792×2232

共通仕様
集 塵 要 素 ：HEPAフィルター（0.3μm粒子にて99.97%以上除去）
クラス（気流方式）：クラスⅡ タイプA2
作業庫内清浄度 ：ISO 5（クラス100）
風
速 ： 吹出風速（平均）0.28m/s
流入風速（平均）0.53m/s
作業開ロ高さ：229mm
サッシ最 高 時 ：574mm
前 面 サッシ：傾斜式上下スライド式 傾斜角10度
安全強化ガラス（6mm厚）紫外線遮断
外
装 ：鋼板製エポキシ粉体焼付塗装
内
装 ：ステンレス（SUS304）製
エアーホイル：多孔式吸気構造付エアーホイルシステム
運 転 音： ＜63dBA
付 属 品：ガスバーナー：電子着火式1台
コンセント：チャンバー内
左右側壁各1個 計4口（2口・防滴カバー付・5A）
架台側面1個（1口・3A）
蛍光灯（LED2灯）
・殺菌灯（1灯）
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220

蛍光灯（LED）

庫内寸法W
750
(作業面高さ)

927×447×653〜742

電源

792

1074×792×2232

庫内寸法 W×D×H（ｍｍ） 重量（kg）

1608
229
(標準作業開口高さ)

LACL-1000XPA2+
LACL-1300XPA2+
LACL-1500XPA2+
LACL-1900XPA2+

外寸法 W×D×H（mm）

665

型式

日本語表記可能のわかりやすいモニター

外寸法W

下台

電源コード
(Ｅ付・
３ｍ)

表示モニター
(右内側面)
コンセント
防滴カバー付
(両内側面)

照明には省エネルギーで水銀を使用しない LED ライトを採用。寿命

447

735

循環エアー：約70％
排気：部屋内
屋外排気：0％

循環エアー：約70％
排気：屋外
※キャノピーコネクション取り付け時

は約 50,000 時間で、メンテナンス性にも優れています。
キャノピーコネクション
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