
より安心、確実な医・理化学機器をめざす

信頼と実績を誇る
オートクレーブ。

HA-MⅣ series
幅広い分野で活躍する

信頼と実績のロングセラーモデル。
HA-240MⅣ / 300MⅣ

理化学用オートクレーブ

HA-240MⅣ HA-300MⅣ



HA-240MⅣ / 300MⅣ
理化学用オートクレーブ 簡単操作のオートクレーブ ( 理化学用 )

幅広い分野でご利用できるスタンダードタイプ。

※電源コード：AC100V 15A を超える製品は、３芯の圧着丸端子付になります。本体専用ブレーカー、または手元
開閉器等をご用意して接続してください。コンセントの場合は、形状をお知らせ頂き有償にて適合プラグをご用意
致します。※HA-300MⅣの電源設備は、AC100V 30A 以上を推奨します。
※海抜800ｍ以上（山岳地域等の低気圧状態）及びダーラム管（6㎜未満）でご使用になる場合は、仕様変更となり
ますのでご検討の際はご相談ください。 ※納品・検収費用：製品に関する納品・検収費用は別途料金になります。

：理化学機器(LABO)

規格・仕様
理化学用オートクレーブ　HA-MⅣ series
HA-240MⅣ

φ240 ×D450 ㎜
20ℓ
約 23ℓ

W385×D485×H845 ㎜
43 ㎏

簡易圧力容器

AC100V 1.5kW 15A
単相 AC100V（50/60Hz） 15A 以上

￥412,000

圧力安全弁・過圧防止スイッチ・漏電ブレーカー・空焚き防止装置
エラー表示（空焚き・温度センサー断線・過温・過冷・ 過圧）

丸端子　　　　　    3m

滅菌（保温）・滅菌（121℃/15分）・滅菌（121℃/20分）
３メモリー

105 ～ 123℃ 可変式
45 ～ 80℃ 可変式

1～ 999 分・残時間表示方式
20 時間（固定）
0.157MPa

5 ～ 127℃（4℃以下は Lo 表示）
アナログ表示 0 ～ 0.4MPa

1.4ℓ

ステンレス（SUS304）

HA-300MⅣ

φ300 ×D670 ㎜
47ℓ
約 53ℓ

W440×D520×H1070 ㎜
62 ㎏

小型圧力容器

AC100V 2.0kW 20A
単相 AC100V（50/60Hz） 20A 以上

￥517,000
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型　式

医療 / 理化学機器 分類
缶体内寸法
有効容量
総容量

コース選択

        滅菌温度設定範囲
        保温温度設定範囲
        滅菌タイマー
        保温タイマー
最高使用圧力
温度計
圧力計
排水ボトル（満水時）

安全警報装置

外寸法
重　量（約）
圧力容器の種類
缶体材質
電　源
必要な電源設備

電源接続部形状

付属品

価　格（税別）

滅菌カゴ（２個）・スノコ・排気ボトル・排水ホース・保証書・取扱説明書・
自主検査確認書・小型圧力容器明細書・アンケートハガキ

アース付　　　3ｍ

※表示価格は、全て税別価格になります。　※価格、仕様、外観などは予告なく変更する場合があります。

代理店

●サービス拠点　札幌、青森、大阪

本             社
大 阪 支 店
仙台事務所
福岡事務所
サービスセンター

〒344-0014
〒530-0043
〒983-0833
〒812-0007
〒344-0014

埼玉県春日部市豊野町2-6-5
大阪市北区天満4-9-1
仙台市宮城野区東仙台2-12-43-101
福岡市博多区東比恵4-5-7 (ヤガミ福岡ビル)
埼玉県春日部市豊野町2-6-5

TEL. 048-735-1241   FAX. 048-733-2384
TEL. 06-4800-0025   FAX. 06-4800-0062
TEL. 022-296-3677   FAX. 022-296-3688
TEL. 092-433-3031   FAX. 092-471-6870
TEL. 048-735-1222   FAX. 048-733-2384

http : //www.hirayama-hmc.co.jp/ ISO 13485　認証取得
本社 /サービス /工場

レコーダー  
６打点（6点 / 10 秒）
チャート幅 100 ㎜ / センサー 1本付
￥500,000（校正費用別）

システムアップの
オプション機器 (後付不可)※

温度センサー
Ｔ型熱電対（品温 /雰囲気）
￥30,000（校正費用別）

※ 滅菌器ご注文と同時対応のみ、 
     後付け対応はできません。

８大特長
1. 滅菌した培地を分注まで凝固させない保温機能付。
     保温温度範囲：45～ 80℃（20時間固定）

2. 一度設定した滅菌条件は、電源スイッチを切っても
     マイコンが記憶。
　  マイコンが３つの基本滅菌モードをメモリー。
      モード１：滅菌（121℃ / 15min.）→自然冷却→保温（50℃ / 20Hr 以内）
      モード２：滅菌（121℃ / 15min.）→自然冷却
      モード３：滅菌（121℃ / 20min.）→自然冷却

3. 滅菌時間は（999 分までデジ
      タル表示）で設定可能。残時
      間デジタル表示・滅菌温度
      積算制御方式を採用。

4. 電子音が滅菌進行の工程を通知
       滅菌時間終了・全滅菌工程終了（保温）モードは、「ピー・ピー」
       とパターンの異なる電子音でお知らせします。万一トラブル
　   発生時は、エラー検出回路が
       作動して完全に自動処理し、
       電子音とともにエラー表示。
      トラブル内容をモニター表示
       で安全・安心です。

5. アップダウンスイッチにより、設定値の変更も
     ワンタッチで OK ！

6. メンテナンスも簡単な前面
      排水バルブ・排気ボトルを
      装備。

7. 万一のトラブル内容が一目
     でわかる自己診断機能付。

8. 貴重なスペースを無駄なく
     使えるコンパクト設計で、
     移動も簡便なキャスター付。

オプション

ステンレス製丸型金網カゴ
HA-240MⅣφ210×H200 ㎜（内寸法）
                        ￥11,000
HA-300MⅣφ270×H200 ㎜（内寸法）
                        ￥13,000
                  φ270×H270 ㎜（内寸法）
                        ￥14,000

ステンレス製滅菌缶
HA-240MⅣφ210×H200 ㎜（内寸法）
                        ￥18,000
HA-300MⅣφ270×H200 ㎜（内寸法）
                        ￥22,000
                  φ270×H270 ㎜（内寸法）
                        ￥23,000

オートクレーブ用洗浄剤リスター
缶体の内部を汚れを落とす。 
500㏄ / 約10～30回分　￥6,500

廃棄物処理用エスクリニカバック
Ａ：500×700 ㎜（200 枚入）   ￥23,000
Ｂ：620×820 ㎜（200 枚入）   ￥29,000

オートクレーブ用消臭剤デオドライザー
100錠 / 瓶　￥10,000

滅菌テープ・ラベル・バック
各種用意しておりますので、お問い
合わせください。

ステンレス製丸型底付金網カゴ
HA-240MⅣφ210×H420 ㎜（内寸法）
                        ￥27,000
HA-300MⅣφ270×H600 ㎜（内寸法）
                        ￥37,000
                

医療用廃棄物処理用特殊滅菌缶
HA-300MⅣφ270×H520 ㎜
                        ￥52,800      
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<電子音>

ピー １回
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<モニター>
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MIN

全滅菌工程終了「97℃」

トラブル

ピー

排気ボトル

排水バルブ


