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ストレスフリー
指先で繊細な作
業が出来る嫌気
性チャンバー。

。

シェルラブの嫌気性チャンバー「バクトロンシリーズ」は、従来のグローブ方式とは違い、腕を直接挿入できるスリーブカフシ
ステムを採用して指先での繊細な作業を可能にしたワークステーションです。また、チャンバー内に通じるエアーロックを備え
ており、嫌気環境を損なうことなく試料や備品の持ち込みが可能。作業の時間短縮と精度の向上を実現した製品です。

あなたの体の中にもいる嫌気性菌をご存じですか？

嫌気性菌とは酸素に触れると死滅してしまう菌やバクテリアで、体の中

に生息する腸内細菌は約3000種類ともいわれ、ほとんどが嫌気性菌。私

達の健康を支えてくれるヨーグルトに入っているビフィズス菌も嫌気性

菌なのは知っていましたか？ シェルラブの嫌気性チャンバーは腸内と同

じ無酸素状態をつくり、食品や医薬品の研究などで使用されています。

東栄株式会社では、新製品やおすすめ製品

の情報、各種ご案内などをブログでもお知ら

せしています。また、twitterではゆるい話題も

つぶやいてます。フォロバ、お約束します。

皆さまのフォロー、お待ちしています。
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指先で快適な作業が可能なスリーブカフシステム採用

バクトロンの嫌気性チャンバーは全機種スリーブカフシステムを採用。

伸縮性に優れたラテックス製のカフが作業者の腕に密着し、チャンバー

内に直接挿入可能。挿入時わずかに入る酸素は真空ポンプとパラジウ

ム触媒カートリッジで除去します。透明度の高い硬質クリアパネルのた

め明るく手元が見やすく、作業をより効率的にします。

快適で正確な作業をサポートする機能が充実しています

嫌気性のサンプルをチャンバー内や外部へ酸素に触れること無く出し

入れできるエアーロックを搭載。エアーロック内は素早く嫌気状態にで

き、多量かつ安全にサンプルや備品を持ち込めます。また、作業スペー

ス内の分離式培養庫は扉で独立した部屋になっており、室温+5℃～70

℃の設定範囲で温度均一性±1.0℃のムラのない安定培養が可能です。

嫌気性チャンバー シェルラブバクトロンシリーズ

アームポートの開口部はゆとりが

ある楕円形状で腕が動かしやす

く、チャンバー内の隅々に手が届

くように設計されています。

頑丈なステンレス鋼と硬質
クリアパネルの気密構造は、
明るい視界と作業者の安全
を守ります。

遮光性の扉で分離された培
養庫は、作業スペースの温
度を上昇させることなく、室
温+5℃～70℃の設定範囲
内で安定した培養が可能。

腕に密着するスリーブカフ

メインコントロールパネル

エアーロックシステム 分離式培養庫

作業スペース
LEDランプパラジウム触媒カートリッジ



天吊式除湿機RFB500F1-T
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気象庁が発表した2021年の夏は「今年も猛暑が続き、全国的に6～8月は梅雨前線の活動が活発で平年より雨が多い」との予
報。室内はエアコンや除湿対策で対応できるかもしれませんが、じめじめとした時期は天井裏などは意外と結露やカビが増殖し
ていて放置し続けると大変なことに。天吊型除湿機/RFB500F1-Tは見えない天井裏の湿気問題を解決します。

業界屈指の除湿力とコンパクトさを備えた天井裏専用機

天吊型除湿機/RFB500F1-Tは、天井裏に吊り下げて固定する除湿機で、

天井裏の結露・カビ・異臭・シミ・錆などの原因となる湿気を、業界屈指

の除湿力で毎時1.6L除湿※します。高さ426mm、重量34kgと軽量かつコ

ンパクト設計でドレン排出異常警報機能も付属しています。リモコン付

タイプは室内からON・OFFが可能です。
※ 60Hz、吸込空気温度30℃、相対湿度80%時の環境時

衛生面が大切なレストランや食品工場の天井裏に

ホテルやレストラン、スーパーのバックスペースなど、調理室と冷蔵庫が

天井裏でつながっている場合、調理室側の暖かく湿った空気が冷蔵庫

側の冷えた天井裏に流入することで金具・配線などに結露が発生し、放

置し続けると天井にシミやカビが発生してしまいます。店舗や工場の新

設やリニューアルを考え中のお客様がおりましたらぜひ一度ご提案を。
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掲載情報は発行時点（2021年6月）の情報です。

他にも、気になる製品や、カタログ希望・お見積り・ご用命がございましたら、弊社営業担当者までお気軽にご相談ください。

天吊型除湿機  RFB500F1-T

天井裏の結露や
カビの問題は、天
井裏専用の除湿
機が解決します。

発

行

記念日、集めてみました。6月と7月はこんな月
今年の土用の丑の日は7月28日

日本人が大好きな鰻（ウナギ）を食べる「土用
の丑の日」、今年は7月28日にあたります。昔か
ら体調を崩しやすいこの時期に栄養をしっか
り取ろうとした風習で、鰻にはビタミンAやB
群、疲労回復や食欲増進などの効果があり、夏
バテ防止にピッタリな食べ物なんですね。
一方、土用にやってはいけないことがあるのは
知っていますか？ この日は土を動かす作業は
土の神様の邪魔になると言われているそうで
す。体調を崩しやすい土用は静かに過ごそうと
いう昔からの風習なのかもしれませんね。

牛乳の日、写真の日、ねじの日
横浜港・長崎港開港記念日
世界自転車デー、測量の日
虫の日、蒸しパンの日
環境の日、ろうごの日、ロゴマークの日
楽器の日、いけばなの日
ムダ毛なしの日
成層圏発見の日、ヴァイキングの日
ロックの日、たまごの日、ドナルドダックの誕生日
夢の日、ミルクキャラメルの日
梅酒の日、国立銀行設立の日
晩餐館焼肉のたれの日、恋人の日
はやぶさの日
五輪旗制定記念日、世界献血者デー
暑中見舞いの日、千葉県民の日、栃木県民の日
和菓子の日、スペースインベーダーの日
薩摩の日
国際寿司の日、おにぎりの日
元号の日
父の日、ペパーミントの日
夏至、国際ヨガの日、えびフライの日
かにの日、ボウリングの日、夫婦の日
オリンピック・デー
UFOの日、ドレミの日
生酒の日
露天風呂の日
零細・中小企業デー、ちらし寿司の日
貿易記念日、パフェの日
佃煮の日、ビートルズの日
トランジスタの日、リンパの日

1日
2日
3日
4日
5日
6日
7日
8日
9日
10日
11日
12日
13日
14日
15日
16日
17日
18日
19日
20日
21日
22日
23日
24日
25日
26日
27日
28日
29日
30日

続く

INOX-INFO-BOX、いかがでしたか？
夏のマスクにも慣れましたが、こまめな水分補
給と休憩を忘れず熱中症対策をしてください。
では、またお目にかかります。

いつもの毎日はきっと何かの記念日

国民安全の日、郵便番号記念日
タコの日、うどんの日
七味の日、ソフトクリームの日
梨の日
ビキニスタイルの日、江戸切子の日
サラダ記念日、ピアノの日、ワクチンの日
七夕、ゆかたの日、世界遺産の日
ナンパの日、中国茶の日
ジェットコースターの日
納豆の日、ウルトラマンの日
セブンイレブンの日、ラーメンの日
ラジオ本放送の日、人間ドックの日
ナイスの日、生命尊重の日
廃藩置県の日
ファミコンの日、ホッピーの日
駅弁記念日、虹の日
漫画の日、東京の日
光化学スモッグの日
女性大臣の日、マッターホルン北壁登頂の日
ハンバーガーの日、Tシャツの日
自然公園の日、日本三景の日
海の日、下駄の日
スポーツの日、日本最高気温の日
劇画の日、テレワーク・デイ
かき氷の日
幽霊の日
スイカの日
夏の土用の丑の日
七福神の日、福神漬の日
梅干の日、生サーモンの日
蓄音機の日
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