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himac NEWデザインの第2弾が登場！
CT18Rに続き、シンプルでありながらこだわりを感じ
させるデザインを採用しました。
操作パネルは静電式タッチパネルを搭載し、使ってい
ないときは周りに溶け込む静かな存在。電源ONすると
真っ黒のパネルにLEDの光が輝き始め頼もしいほどの
存在感を発揮します。ゴム手袋をしても操作可能です。

冷却システム簡易点検機能（特許出願中）
フロン排出抑制法により冷凍機付遠心機は第一種特定製品
に該当します。弊社遠心機は圧縮機出力が7.5kW以下であ
り簡易点検の対象製品であるため、3カ月に1回の点検を義
務付けられています。
※環境省ホームページ参照

弊社では簡易点検の代行も承っておりますが、本機種では
冷却機能の確認を簡便に行えるよう冷却システム簡易点検
機能を初搭載いたしました。

簡易点検実施に必要な項目は以下4点
✓冷却機能は正常か　
✓本体排気口より風が出ているか　
✓ファンやコンプレッサから異常音・異常振動がしていな
いか
✓熱交換器に錆や油にじみがないか

> 最高回転数18,000rpm、最大遠心加速度
31,100×gを実現。

> ロータークイックセッテイング方式：
すべてのローターが載せるだけで運転可能。
C F18Rは全30種のローター、CF18RSは全20種の
ローターに適合。

> 省エネ：省電力ECO設定機能搭載
> 安心の駆動部3年保証

> 静電式タッチパネル：
表面はフラット。スマホ感覚で操作可能です。
真っ黒なパネルに光で表示するので視認性抜群です。

> アワーメーター搭載：
運転時間を積算。稼働時間管理や定期点検の目安に

> ビューポート：
GMP、GLPのバリデーションに使用できます。

新機能

製品特長

個人差なく冷却能力の確認をすることが可能となり、
お客様自身で点検を行うことが容易になりました。

冷却システム点検中画面
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アングルローター
形名

TI2A41 アングルローター TI2A42 アングルローター T9A31 アングルローター
呼称容量 50TC×6本 80 mL　丸底ボトル×6本 50TC×8本
最高回転速度 12,000 rpm 12,000 rpm 9,000 rpm

最大遠心加速度 18,000×g 17,100×g 10,600×g

メーカー希望小売価格（税別） ¥341,000（カバー付） ¥245,000（カバー付） ¥299,000

スイングローター
形名 T5SS31 用アダプタ（各4個セット）

T5SS31 スイングローター 15TC×4S 50TC×1S 250mL ボトル　　
呼称容量 ―――― 15TC×16本 50TC×4本 PPCO 広口ボトル / PC 広口ボトル×4

最高回転速度 4,800 rpm 4,800 rpm 4,800 rpm 4,800 rpm

最大遠心加速度 4,170×g 4,170×g 4,170×g 4,170×g

メーカー希望小売価格（税別） ¥224,000（バケット付） ¥53,400 ¥42,700 市販品（Nalgene™製）

スイングローター
形名

バケットのみ

T5S32 スイングローター T5S33 スイングローター
呼称容量 DWP×2枚 / MTP×2枚 DWP×4枚 / MTP×12枚
最高回転速度 4,800 rpm 4,700 rpm

最大遠心加速度 3,120×g 3,100×g

メーカー希望小売価格（税別） ¥320,000 ¥416,000（バケットとシールドカバー付）

スイングローター
形名 T4SS31 用アダプタ（各4個セット）

T4SS31 スイングローター 15TC×6S 50TC×2S 10×10SB 15×10S
呼称容量 ―――― 15TC×24本 50TC×8本 4～10 mL

採血管×40本
15 mL ガラスチューブ /
10 mL 採血管×40本

最高回転速度 4,000 rpm 4,000 rpm 4,000 rpm 4,000 rpm 15 mL ガラス：3,000 rpm
10 mL 採血：4,000 rpm

最大遠心加速度 2,900×g 2,900×g 2,860×g 2,800×g 15 mL ガラス：1,610×g
10 mL 採血：2,800×g

メーカー希望小売価格（税別） ¥192,000（角バケット付） ¥32,000 ¥32,000 ¥32,000 ¥53,400

CF18R用ローター

オートクレーブ可能：
オートクレーブが可能です。

バイオセーフティ対応：
国際規格（IEC61010-2-020:2006 Annex AA）に準じ
て英国イングランド公衆衛生局（Public Health England, 
PHE）において試験され、バイオセーフティ対策についてその
有効性を評価したローターを表します。

シールドカバー：
ローターのカバーにシール性があります。

アングルローター
形名

オプション

T18A41 アングルローター T15A39 アングルローター T15A46 アングルローター T15A41 アングルローター T15A42 アングルローター
呼称容量 1.5 / 2.0 mL ×36本

＋ 0.2 mL PCR×18本
1.5 / 2.0 mL ×24本 5 mL

（Eppendorf 製）  ×12本
15TC/50TC×4
（2種の同時使用不可）

15TC/50TC×4本
（2種の同時使用不可）

最高回転速度 18,000 rpm 15,000 rpm 15,000 rpm 15,000 rpm 15,000 rpm

最大遠心加速度 1.5 / 2.0 mL：外側31,100×g / 
内側26,400×g

0.2mL PCR：23,200×g

21,500×g 22,000×g 22,260×g 22,260×g

メーカー希望小売価格
（税別）

¥245,000（カバー付） ¥160,000 ¥171,000（カバー別売） ¥277,000 ¥363,000（カバー付）

CF18R / RS用ローター

本ページに掲載のローター以外にもCF-RN
シリーズのローターをご使用頂くことができ
ます。詳しくはホームページをご覧ください。



テクニカルデータ
形名 CF18R CF18RS

最高回転速度 18,000 rpm（T18A41 アングルローター）

最大遠心加速度 31,100×g    （T18A41 アングルローター）

最大呼称容量 250 mL × 4（T5SS31スイングローター） 70 mL × 4（T15A37アングルローター）

設定回転速度 300 rpm ～ 18,000 rpm

タイマー設定 1～ 59秒（1秒きざみ），1～ 99分（1分きざみ），HOLD（連続運転）

温度設定可能範囲 －20℃ ～ 40℃

加速・減速設定 加速10段階、減速10段階＋自然減速

プログラム機能 99条件メモリー可能

駆動システム インダクションモーター（インバータ制御）

冷凍機 300 W　全密閉型（冷媒：R134a）

操作パネル部 静電式タッチパネル

付加機能 ロータ自動判別機能、PULSE 運転機能、ECO 設定、運転終了後の経過時間表示機能、
冷却システム簡易点検機能他

安全装置 ドアインターロック、デュアルオーバースピード検出、インバランス検出、
温度異常検出、漏電ブレーカー（感度電流30 mA）、他

適合規格 CEマーキング*1

電源 AC 100 V±10 V 15 A 50/60 Hz

放熱量 650 W

寸法 490（W）× 550（D）× 835（H） mm 340（W）× 485（D）× 835（H） mm

質量 98 kg 73 kg

外観（標準仕様）

メーカー希望小売価格（税別） ￥960,000 ￥854,000
*1 適合規格の詳細につきましては、当社までお問い合わせください。
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●  保守部品の供給は製造販売中止後、7年間です。
●  製品の仕様、外観および価格は、予告なく変更する場合があります。
●  印刷の都合上、実際の色と異なる場合があります。
●  表示価格は2022年10月現在のメーカー希望小売価格（税別）です。
●  製品写真または操作画面等は、特に断りがない限り標準仕様です。

遠心機【販売・保守】

本社工場 茨城県ひたちなか市武田1060〒312-8502
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