
◆技術仕様

性能データ

〒343-0824 埼 玉 県 越 谷 市 流 通 団 地 3－1－13
TEL.048－986－8521   FAX.048－986－8585

エデストロムジャパン株式会社
輸入発売元

代理店

型番号

外寸（横×奥行×高さ［最低/最高］）

内寸（横×奥行×高さ）

作業台高（最低/最高）

重量

開口高（作業時）

開口高（最高）

動作電流

定格電力

AG403

1,480 × 826 × [1,934/2,226mm] 

1,219 × 762 × 578mm

826mm ～1,118mm

243㎏

356mm

552mm

4.4 Amps

100V AC,  15A,  50/60Hz

AG503

1,784 × 826 × [1,934/2,226mm]

1,524 × 762 × 578mm

826mm ～1,118mm

265㎏

356mm

552mm

5.6 Amps

100V AC, 15A, 50/60Hz

注：127mmφ キャスター取付時のデータ

ケージ交換ステーション
（ISO クラス４ クリーンベンチ）

米国ベーカー社製

AG403 : 127mmφ キャスター付寸法

3方向
10度傾斜

最長伸縮時
2,226mm 

I
最短伸縮時
1,934mm

7.6m
格納式

電源コード

127mmφ
ブレーキ付キャスター

着席時の足場
奥行 305mm
横幅 711mm

1,480mm

1,219mm203mm 826mm

762mm

HEPA
フィルター
アクセス部

作業台高
826mm

I
1,118mm

165mm

ビュースクリーン
止め金具

356mm開口部

排水バルブ

油圧式リフト



◆性能
・垂直層流式空気循環型クリーンベンチ
・HEPAフィルター集塵効率99.99%  (0.3μ粒子)
・清浄度クラス10 (ISO クラス4) の清浄空気
・ケージ間の相互汚染を最小限に抑制
・低騒音レベル
　　59 デシベル(AG403)
　　62 デシベル(AG503)
・高速エアーカーテンによる保護環境の強化
・ステディフロー機能の採用により、フィルター集塵率に対応
　してモーター回転数を自動調整し安定風量を提供

◆設計構造
・作業面は３方向からアクセス可能、356ｍｍ開口（作業時）
・前後２面のビュースクリーンは、作業前に大きなものが出し入
　れできるよう、ビュースクリーンを止め金で押え最大552mm
　まで開口可能
・スチール製、外装パウダーコート仕上げ
・ステンレス製作業面（２枚パネル）
・作業面下に口径25mm排水バルブ付ドレンパンを設置、作業
　面からの滲みこぼしを集留
・7.6m 格納式電源コード
・電動油圧式リフトによる作業面の高さ調整機能
　（826mm～1118mm）*127mm キャスター取付時
・単一モーター/ブロワーによる空気循環機能
・作業面の下にあるプレフィルターは洗浄、オートクレーブ可能
・傾斜型ビュースクリーン
・蛍光灯専用スイッチ
・差圧指示計（ミニへリック・ゲージ）
・ストッパー付ステンレス製キャスターの採用（直径127mm）

・ステンレス製取っ手
・直径152mm  ブレーキ付キャスター
・光センサー( 室内光度感知による自動スイッチオフ機能)
・ビュースクリーン用拡大鏡

◆高速エアーカーテンによる安全環境
・アニガードe3では、高速エアーカーテンにより、作業環境と

作業者の保護を実現しています。

・作業台を囲むように流れるエアーバリアーによって、実験室

内にある汚染・アレルギー物質の作業エリアへの侵入を防ぎ

ます。

・給気用HEPAフィルターの下に備え付けられたステンレス製

のディフューザーは、ビュースクリーンの内側へ高速気流を

送ります。汚染・アレルギー物質をとらえた気流は、作業台

表面の空気孔へと流れて行き、外部への暴露を抑え、作業者

を保護します。

・給気用HEPAフィルターで浄水された清浄空気は作業

エリアへ送られます。

・作業エリアの下へ流れた汚染空気はプレフィルターを

通り、粗粒子が取り除かれます。

・プレフィルターを通った汚染空気はブロワーからダク

トを経由し、キャビネット上部へ送られます。

・50%の空気は給気用HEPAフィルターを通りキャビ

ネット内を循環し、残り50%の空気は排気用HEPA

フィルターを通り、実験室内へ排気されます。

・作業者の頭部が作業エリアに入らないようビュースク

リーンが保護します。

◆アニガードe3 : 気流の有効性
アニガードe3は、HEPAフィルターにより浄化された空気が供給され、動物を汚染・アレルギー物質から保護し、

相互汚染を防ぎ、また作業員をアレルゲンから保護します。空気循環システムの採用により、床方向へ空気を放出

せず、床付近の汚染・アレルギー物質が舞上がり作業エリアに侵入するのを防ぎます。

性　　能

設計構造

製品仕様

オプション

ビュースクリーン内側の高速気流により、アクセス制限
をすることなく、作業環境と作業者を保護します。

給気用HEPA
フィルター

排気用HEPA
フィルター

プレフィルター

室内空気汚染空気清浄空気

アニガードe3 空気の流れ

作業面のサイズ
横幅1.21m（AG403）/1.52m（AG503）の
2タイプがございます。

３方向×開口部
高速気流

ディフューザー

作業員のアレルゲン物質から保護します。

清掃が容易な取外し可能パネル

製品保護と耐久性の
向上
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