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新しいDYNEOシリーズは、高性能で高品質のコンポーネントだけでなく、幅広い最新のデータ

通信インターフェイスを備えています。

大型TFTカラーディスプレイを使用し操作と作業が簡単で、ダイヤルターン＆プッシュコント

ローラーを搭載しています。

Dynamic. Intuitive.





DYNEOサーキュレーターは、高温バスおよび加熱冷却
バスと組み合わせて利用できます。

DYNEO is intelligent.
ダイヤルターン＆プッシュコントローラーを使用して
DYNEOを操作してください。 見やすい大型TFTカラー
ディスプレイは、無数のプログラムを持っています。

DYNEO is powerful.
DYNEO DDサーキュレーターには、槽内に循環用として
強力な吐出ポンプを装備しています。 外部アプリケー
ションでも十分な流量をご提供します。

Intelligent. Powerful.





DYNEO is hot.
DYNEO加熱式循環恒温槽は、様々な容器に組み合わせが
可能。+200℃までのイマ－ジョン（単体）サーキュレー
ターとしてもご利用いただけます。

DYNEO is hot & cold.  
DYNEO加熱/冷却式循環恒温槽は、-50℃～+ 200℃
の様々なアプリケーションに対応します。

DYNEO is flexible. 
DYNEOシリーズはさまざまな冷却能力と槽のサイ
ズを備えた多くの機種があります。 DYNEOは、内
部循環と外部循環向けに設計しています。

Hot. Cold. Flexible.



The advantages at a glance:

 DD

- 内部・外部アプリケーション用

- 内部循環と外部循環の切り替えが簡単

- 温度範囲：-50℃～+ 200℃

- 大型カラーTFTディスプレイ

- ダイヤルターン＆プッシュコントローラーで簡単操作

- 多言語ユーザーインターフェイス

- 総合プログラム

- 加熱能力:2kW＠230V or 0.8kW＠100V

- USBインターフェース

- RS232インターフェース（オプション）

- アナログインターフェース（オプション）

- DIN 12876-1によるクラスIII（FL）

- 調整可能な強力な吐出ポンプ、

　流速22リットル/分、圧力0.6バール

- 外部Pt100センサー接続可能（センサーはオプション）





DYNEO DD 加熱 / 冷却式循環恒温槽アプリケーション

- 内部・外部アプリケーション用

- 冷却コイル設計により、広い槽内のスペース

- ダイヤル式

- バス用蓋が付属

- 排水口が内蔵され簡単排水

- 調節可能な強力な吐出ポンプ

- 外部Pt100センサー接続可能（センサーはオプション）

- ポンプコネクターM16x1接続

- DYNEOにはUSBインターフェースが装備されています。 
さらに、DYNEOにはRS232、アナログインターフェイス（オプション） 
装着可能  

DD-200F DD-201F DD-300F DD-600F DD-601F DD-900F DD-1000F DD-1001F

9 021 701 9 021 702 9 021 703 9 021 704 9 021 705 9 021 706 9 021 707 9 021 708

9 021 701.D 9 021 702.D 9 021 703.D 9 021 704.D 9 021 705.D 9 021 706.D 9 021 707.D 9 021 708.D

9 021 701.A 9 021 702.A 9 021 703.A 9 021 704.A 9 021 705.A 9 021 706.A 9 021 707.A 9 021 708.A

-20 ... +200 -20 ... +200 -30 ... +200 -35 ... +200 -35 ... +200 -38... +200 -50 ... +200 -38 ... +100

±0.01 ±0.01 ±0.01 ±0.01 ±0.01 ±0.01 ±0.01 ±0.01

0.8 / 2.0

0.22 0.22 0.31 0.6 0.6 0.9 1 1

22 22 22 22 22 22 22 22

0.6 (吐出圧) 0.6 (吐出圧) 0.6 (吐出圧) 0.6 (吐出圧) 0.6 (吐出圧) 0.6 (吐出圧) 0.6 (吐出圧) 0.6 (吐出圧)

Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes

    13 × 15 / 15     13 × 15 / 15     13 × 15 / 15     22 × 15 / 15     22 × 15 / 20     26 × 35 / 20     18 × 13 / 15     35 × 41 / 30

Model DYNEO

Order No.

Order No. RS232接続（オプション） 

Order No.アナログ接続（オプション） 

温度範囲 °C 　　　　　　　　　　

温度安定性 °C

加熱能力 kW

冷却能力 @ 20℃時 kW 　　　　　

ポンプ流量 l/min

ポンプ能力 bar

外部Pt100センサー接続口　　　　 

バス開口部/深さ W × L / D cm 　

充填量 liters 3 ... 4 3 ... 4 3 ... 4 5 ... 7.5 8 ... 10 21 ... 30 5 ... 7.5 42 ... 56

 DD 加熱/冷却式循環恒温槽

（電源100V / 230V） 0.8 / 2.0 0.8 / 2.0 0.8 / 2.0 0.8 / 2.0 --- / 2.0 --- / 2.0 --- / 2.0



 DD イマ－ジョンサーキュレーター

DYNEO DD イマ－ジョンサーキュレーターは最大限の
柔軟性を持ち、バスアタッチメント・クランプを使用
することで、最大50リットルの容器で使用できます

DD

9 021 000

9 021 000.D

9 021 000.A

+20 ... +200

±0.01

0.8 / 2.0

22

0.6 (pressure)

Yes

Yes

Yes (with accessories)

    13 × 16 × 36

Model DYNEO

Order No.

Order No. RS232接続（オプション） 

Order No. アナログ接続（オプション）

温度範囲 ℃　 　　　　　　　　

温度安定性 ℃

加熱能力 kW

ポンプ流量 l/min

ポンプ能力 bar

外部Pt100センサー接続口　　　 

内部温度制御　　　　　　　　　

外部温度制御　　　　　　　　　

寸法 W × L × H cm

* アタッチメントクランプ付

DYNEOにはUSBインターフェースが装備されて
います。さらに、DYNEOにはRS232、アナログ
接続（オプション）も接続可能

バスアタッチメント　　
クランプ

簡単取り付けポンプ
セット (アクセサリー)

（電源：100V / 230V）



DYNEO DD 高温循環恒温槽は、4～26リットルのさまざまなサイズ   

- 内部・外部アプリケーション用

- バス用蓋が付属

- 排水口が内蔵され簡単排水

- 冷却用冷却コイル内蔵

- 調節可能な強力な吐出ポンプ

- ポンプコネクターM16x1接続

- 外部Pt100センサー接続可能（センサーはオプション）

- DYNEOにはUSBインターフェースが装備されています。 　 　　

　さらに、DYNEOにはRS232、アナログインターフェイス

（オプション）も装着可能 

 DD 高温循環恒温槽

DD-BC4 DD-BC6 DD-BC12 DD-BC26

9 021 504 9 021 506 9 021 512 9 021 526

9 021 504.D 9 021 506.D 9 021 512.D 9 021 526.D

9 021 504.A 9 021 506.A 9 021 512.A 9 021 526.A

+20 ... +200 +20 ... +200 +20 ... +200 +20 ... +200

±0.01 ±0.01 ±0.01 ±0.01

22 22 22 22

0.6 (吐出)

Yes Yes Yes Yes

    13 × 15 / 15     13 × 15 / 20     22 × 15 / 20     26 × 35 / 20

Model DYNEO

Order No.

Order No. RS232接続（オプション） 

Order No.アナログ接続（オプション） 

温度範囲 °C 　　　　　　　　　

温度安定性 °C

加熱能力 kW

ポンプ流量 l/min

ポンプ能力 bar

外部Pt100センサー接続口　　　

バス開口部/深さ W × L / D cm 　　

充填量 liters 3 ... 4.5 4.5 ... 6 8.5 ... 12 19 ... 26

（電源：100V / 230V） 0.8 / 2.0 0.8 / 2.0 0.8 / 2.0 0.8 / 2.0

0.6 (吐出) 0.6 (吐出) 0.6 (吐出)





The  advantages at a glance.

高低温サーキュレーター

高低温サーキュレーターは、内部およ
び外部アプリケーションに適しており
-95℃～+ 200℃の温度範囲で使用でき
ます。

 
 

高温サーキュレーター

高温サーキュレーターは、イマ－ジョ
ンサーキュレーター、オープンバスま
たは、高温サーキュレーターを含むさ
まざまな製品があり、+20℃～+300℃
の温度範囲をカバーします。

  
 

Highly Dynamic Temperature
Control Systems
The Highly Dynamic Temperature Control
Systems from JULABO can be used for demand-
ing temperature applications ranging from -92 
°C to +400 °C. The new PRESTO line offers 
unique high performance specifications to meet 
these requirements.

Recirculating Coolers
JULABO Recirculating Coolers are highly 
efficient and therefore offer an environmentally 
friendly and economic alternative to tap water 
cooling in the temperature range from -25 °C to 
+130 °C.

ウォーターバス、シェイキングウォーターバス

JULABOのウォーターバスとシェイキン
グウォーターバスは、+18℃～+ 99.9℃
の温度範囲でさまざまな用途に使用で
きます。

その他製品

JULABO製品群には、校正バス、粘度計用
窓付バス、ビール強制試験用バス、イ
マージョンクーラー、温度コントロー
ラー、化学薬品用冷蔵庫などの特別な要
件のための機器が有り、品質管理、検査
部署等にて採用されています。 

Wireless Communication &
Software Solutions
JULABO facilitates the automation of applications.
The temperature control instruments can be com-
fortably controlled and monitored via PC.

Accessories
The extensive range of accessories for all our
instruments allows flexible use of JULABO
products in research and industry.

JULABO temperature control solutions – high-precision and speed

JULABO製品には、-95℃～+ 400℃の温度範囲をカバーする高品質の温度制御ソリューションが含まれています。

   

Comprehensive service and on-site support

JULABO takes pride in offering customers expert advice for pairing 
the proper JULABO temperature control solution to their specific 
application. JULABO service and support options include install-
ation and calibration, equipment qualification documentation and 
application training. These invaluable services ensure customer 
confidence in the operation and maintenance of any JULABO unit.

Individual requirements – individual products 

The wide range of JULABO offers a solution for almost any 
application. However, if a specific application needs more than a 
standard product can offer, the JULABO specialists will work out 
an individual solution with you.

JULABO advantages

The  advantages at a glance.

Refrigerated Circulators
The JULABO Refrigerated Circulators are suit-
able for internal and external applications and 
can be used within the temperature range from 
-95 °C to +200 °C.

Heating Circulators
Heating Circulators are available in various 
designs including Heating Immersion Circula-
tors, Open Heating Bath Circulators, or Heating 
Circulators and cover the temperature range 
from +20 °C to +300 °C.

Highly Dynamic Temperature
Control Systems
The Highly Dynamic Temperature Control
Systems from JULABO can be used for demand-
ing temperature applications ranging from -92 
°C to +400 °C. The new PRESTO line offers 
unique high performance specifications to meet 
these requirements.

Recirculating Coolers
JULABO Recirculating Coolers are highly 
efficient and therefore offer an environmentally 
friendly and economic alternative to tap water 
cooling in the temperature range from -25 °C to 
+130 °C.

Water Baths and Shaking Water Baths
Water Baths and Shaking Water Baths from
JULABO can be used for a variety of applications 
within the temperature range from +18 °C to
+99.9 °C.

Additional Products
In addition, the JULABO product portfolio offers 
instruments for special requirements such as Cali-
bration Baths, Visco Baths, Beer Forcing Test Bath,
Immersion / Flow-Through Coolers, Temperature 
Controllers and Refrigerators for Chemicals.

Wireless Communication &
Software Solutions
JULABO facilitates the automation of applications.
The temperature control instruments can be com-
fortably controlled and monitored via PC.

Accessories
The extensive range of accessories for all our
instruments allows flexible use of JULABO
products in research and industry.

JULABO temperature control solutions – high-precision and speed

JULABO products include high-quality temperature control solutions to cover the temperature range from -95 °C to +400 °C.

サービスとサポート

JULABOは、適切なJULABO温度制御ソリューションを特
定のアプリケーションに組み合わせるための専門家の
アドバイスをお客様に提供することに誇りを持ってい
ます。 JULABOのサービスとサポートのオプションに
は、インストールとキャリブレーション、機器資格の
文書化とアプリケーショントレーニングが含まれま
す。これらの貴重なサービスは、JULABOユニットの
運用と保守に対するお客様の信頼を保証します。

 

要件 - 製品 

JULABOの幅広い製品は、あらゆるアプリケーション
に対応しています。しかし、特定のアプリケーショ
ンが標準製品以外のものを必要とする場合、JULABO
のスペシャリストが個別のソリューションを用意し
ます。まずはお問い合わせください。 

 

JULABO advantages



The  advantages at a glance.

Refrigerated Circulators
The JULABO Refrigerated Circulators are suit-
able for internal and external applications and 
can be used within the temperature range from 
-95 °C to +200 °C.

Heating Circulators
Heating Circulators are available in various 
designs including Heating Immersion Circula-
tors, Open Heating Bath Circulators, or Heating 
Circulators and cover the temperature range 
from +20 °C to +300 °C.

高性能温度制御システム

JULABOの高性能温度制御システムは
-92℃～+400℃の幅広い温度範囲の
用途に使用することができます。
新しいPRESTOシリーズは、これらの
条件を満たすユニークな高性能仕様を
提供します。

循環チラー

JULABOの循環チラーは非常に効率的
に冷却します。-25℃～+130℃の温度
範囲が水道水を使わず、環境にやさ
しく経済的な代替物を提供します。

Water Baths and Shaking Water Baths
Water Baths and Shaking Water Baths from
JULABO can be used for a variety of applications 
within the temperature range from +18 °C to
+99.9 °C.

Additional Products
In addition, the JULABO product portfolio offers 
instruments for special requirements such as Cali-
bration Baths, Visco Baths, Beer Forcing Test Bath,
Immersion / Flow-Through Coolers, Temperature 
Controllers and Refrigerators for Chemicals.

ワイヤレス通信

およびソフトウェアソリューション

JULABOは、アプリケーションの自動化を
容易にします。温度制御機器は、PCを介
して快適に制御および監視することがで
きます。

アクセサリー

配管アダプター、純正循環油サーマルほ
か、すべての機器に対応する幅広いアク
セサリーにより、JULABO製品を研究およ
び産業分野で柔軟に使用することができ
ます。

JULABO temperature control solutions – high-precision and speed

JULABO products include high-quality temperature control solutions to cover the temperature range from -95 °C to +400 °C.

Comprehensive service and on-site support

JULABO takes pride in offering customers expert advice for pairing 
the proper JULABO temperature control solution to their specific 
application. JULABO service and support options include install-
ation and calibration, equipment qualification documentation and 
application training. These invaluable services ensure customer 
confidence in the operation and maintenance of any JULABO unit.

Individual requirements – individual products 

The wide range of JULABO offers a solution for almost any 
application. However, if a specific application needs more than a 
standard product can offer, the JULABO specialists will work out 
an individual solution with you.

JULABO advantages
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ITALY
JULABO Italia SRL
www.julabo.com

UK 
JULABO UK, Ltd.
www.julabo.com

FRANCE
JULABO France SAS
www.julabo.com

NETHERLANDS
JULABO Nederland B.V.
www.julabo.com

NORTH AMERICA
JULABO USA, Inc.
www.julabo.us

JAPAN
JULABO Japan Co., Ltd.
www.julabo-japan.co.jp

KOREA
JULABO Korea Co., Ltd.
www.julabo-korea.co.kr

CHINA
JULABO Technology (Beijing) Co., Ltd.
www.julabo.com.cn

LATIN AMERICA
JULABO Latin America
www.julabo-latinamerica.com

SINGAPORE
JULABO Singapore Pte., Ltd.
www.julabo.com

INDIA
JULABO India
www.julabo.com

Plus more than 
100 partner distributors 
worldwide

JULABO GmbH
Gerhard-Juchheim-Strasse 1
77960 Seelbach 
Germany

Tel.  +49 7823 51-0
Fax  +49 7823 2491
info.de@julabo.com
www.julabo.com

GERMAN 
Headquarters

●

●

julabo-furuya


julabo-furuya

Fax.03-5802-4601


