
最高温度
２００℃タイプTROTRO 小型熱風循環式恒温器

名　　　称 トランジャップ オーブン
型　　　式 ＴＲＯ−２１ＤＰＡ ＴＲＯ−２２ＤＰＡ ＴＲＯ−２３ＤＰＡ
電　　　源 ３φ　ＡＣ２００Ｖ±１０％　５０／６０Ｈｚ

最大消費電力 ２．０ｋＶＡ（７．５Ａ） ３．０ｋＶＡ（８．８Ａ） ３．８ｋＶＡ（１１．０Ａ）
Ｅ Ｌ Ｂ １５Ａ １５Ａ １５Ａ
調節方式 熱風循環方式

使用可能外囲条件 温度：１０～３０℃　　湿度：２０～８０％ＲＨ
性能保証外囲条件 温度：２３℃±５℃　　湿度：６５％±２０％ＲＨ

性
能

温度制御範囲 （外囲温度＋２０℃）～２００℃
温度変動 ±０．５℃（ａｔ１００℃）　±０．７℃（ａｔ２００℃）
温度勾配 ２．０℃（ａｔ１００℃）　４．０℃（ａｔ２００℃）

空間温度偏差 １．５℃（ａｔ１００℃）　３．０℃（ａｔ２００℃）
温度変化速度 ３．５℃／分（４６～９４℃）　３．５℃／分（５６～１８４℃）
温度上昇時間 （外囲温度＋２０℃）→２００℃　４５分以内　※槽内無負荷時

構
成

内装材質 ステンレス鋼板
外装材質 冷間圧延鋼板　塗装仕上げ

断　熱　材 ロックウール
加熱ヒーター ＳＵＳシーズヒーター
ヒーター容量 １．２ｋＷ ２．２５ｋＷ ３．０ｋＷ
撹拌ファン φ２５０ φ３００

撹拌モーター ０．２ｋＷ
装　備　品 棚板、棚受２段２枚（フリーセットパイプ渡し方式）、排気筒（手動ダンパー付）
保安装置 漏電ブレーカー、過熱防止器（電子式温度調節器）、撹拌モーター保護用サーマルリレー

内容積（リットル） ７２ １５０ ２８８
内寸法

（Ｗ×Ｈ×Ｄｍｍ） ４５０×４００×４００ ６００×５００×５００ ８００×６００×６００

外寸法
（Ｗ×Ｈ×Ｄｍｍ） １０００×６５０×５１５ １１５０×７５０×６１０ １４００×９００×８００

質　量（ｋｇ） ６０ １００ ２００
＊性能基準は、日本試験機工業会 温度試験槽の性能試験方法及び性能表示方法（ ＪＴＭＫ ０７：２００７ ）に準じ、槽内無負荷で測定しています。
＊上記性能は、製品改良のため予告なく変更する場合があります。
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最高温度
３００℃タイプTROTRO 小型熱風循環式恒温器

名　　　称 トランジャップ オーブン
型　　　式 ＴＲＯ−３１ＤＰＡ ＴＲＯ−３２ＤＰＡ ＴＲＯ−３３ＤＰＡ
電　　　源 ３φ　ＡＣ２００Ｖ±１０％　５０／６０Ｈｚ

最大消費電力 ２．３ｋＶＡ（８．８Ａ） ３．８ｋＶＡ（１１．０Ａ） ４．８ｋＶＡ（１３．８Ａ）
Ｅ Ｌ Ｂ １５Ａ １５Ａ ２０Ａ
調節方式 熱風循環方式

使用可能外囲条件 温度：１０～３０℃　　湿度：２０～８０％ＲＨ
性能保証外囲条件 温度：２３℃±５℃　　湿度：６５％±２０％ＲＨ

性
能

温度制御範囲 （外囲温度＋３０℃）～３００℃
温度変動 ±０．６℃（ａｔ１５０℃）　±０．８℃（ａｔ３００℃）
温度勾配 ３．０℃（ａｔ１５０℃）　６．０℃（ａｔ３００℃）

空間温度偏差 ２．３℃（ａｔ１５０℃）　４．５℃（ａｔ３００℃）
温度変化速度 ３．５℃／分（６０～１４０℃）　３．０℃／分（７５～２７５℃）
温度上昇時間 （外囲温度＋３０℃）→３００℃　６０分以内　※槽内無負荷時

構
成

内装材質 ステンレス鋼板
外装材質 冷間圧延鋼板　塗装仕上げ

断　熱　材 ロックウール
加熱ヒーター ＳＵＳシーズヒーター
ヒーター容量 １．５ｋＷ ３．０ｋＷ ４．０ｋＷ
撹拌ファン φ２５０ φ３００

撹拌モーター ０．２ｋＷ
装　備　品 棚板、棚受２段２枚（フリーセットパイプ渡し方式）、排気筒（手動ダンパー付）、吸気口
保安装置 漏電ブレーカー、過熱防止器（電子式温度調節器）、撹拌モーター保護用サーマルリレー

内容積（リットル） ７２ １５０ ２８８
内寸法

（Ｗ×Ｈ×Ｄｍｍ） ４５０×４００×４００ ６００×５００×５００ ８００×６００×６００

外寸法
（Ｗ×Ｈ×Ｄｍｍ） １０００×６５０×５１５ １１５０×７５０×６１０ １４００×９００×８００

質　量（ｋｇ） ６０ １００ ２００
＊性能基準は、日本試験機工業会 温度試験槽の性能試験方法及び性能表示方法（ ＪＴＭＫ ０７：２００７ ）に準じ、槽内無負荷で測定しています。
＊上記性能は、製品改良のため予告なく変更する場合があります。
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最高温度
５００℃タイプTROTRO 小型熱風循環式恒温器

名　　　称 トランジャップ オーブン
型　　　式 ＴＲＯ−５１ＤＰＡ ＴＲＯ−５２ＤＰＡ ＴＲＯ−５３ＤＰＡ
電　　　源 ３φ　ＡＣ２００Ｖ±１０％　５０／６０Ｈｚ

最大消費電力 ５．６ｋＶＡ（１６．３Ａ） ７．１ｋＶＡ（２０．６Ａ） １０．１ｋＶＡ（２９．３Ａ）
Ｅ Ｌ Ｂ ２０Ａ ３０Ａ ４０Ａ
調節方式 熱風循環方式

使用可能外囲条件 温度：１０～３０℃　　湿度：２０～８０％ＲＨ
性能保証外囲条件 温度：２３℃±５℃　　湿度：６５％±２０％ＲＨ

性
能

温度制御範囲 （外囲温度＋８０℃）～５００℃
温度変動 ±０．８℃（ａｔ２５０℃）　±０．８℃（ａｔ５００℃）
温度勾配 ５．０℃（ａｔ２５０℃）　１０．０℃（ａｔ５００℃）

空間温度偏差 ３．８℃（ａｔ２５０℃）　７．５℃（ａｔ５００℃）
温度変化速度 ３．５℃／分（１１５～２３５℃）　３．０℃／分（１４０～４６０℃）
温度上昇時間 （外囲温度＋８０℃）→５００℃　９０分以内　※槽内無負荷時

構
成

内装材質 ステンレス鋼板
外装材質 冷間圧延鋼板　塗装仕上げ

断　熱　材 ロックウール
加熱ヒーター ＳＵＳシーズヒーター
ヒーター容量 ４．５ｋＷ ６．０ｋＷ ９．０ｋＷ
撹拌ファン φ３００ φ３５０ φ４００

撹拌モーター ０．４ｋＷ
装　備　品 棚板、棚受２段２枚（フリーセットパイプ渡し方式）、排気筒（手動ダンパー付）、吸気口
保安装置 漏電ブレーカー、過熱防止器（電子式温度調節器）、撹拌モーター保護用サーマルリレー

内容積（リットル） ７２ １５０ ２８８
内寸法

（Ｗ×Ｈ×Ｄｍｍ） ４５０×４００×４００ ６００×５００×５００ ８００×６００×６００

外寸法
（Ｗ×Ｈ×Ｄｍｍ） １３２５×８５０×８６０ １４５０×９５０×９６０ １６７５×１０５０×１０６０

質　量（ｋｇ） ２５０ ３００ ３５０
＊性能基準は、日本試験機工業会 温度試験槽の性能試験方法及び性能表示方法（ ＪＴＭＫ ０７：２００７ ）に準じ、槽内無負荷で測定しています。
＊上記性能は、製品改良のため予告なく変更する場合があります。
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