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TEMPERATURE CONTROL SOLUTIONS 
FOR MATERIAL AND COMPONENT TESTS

材料試験向け温度制御ソリューション
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AUTOMOTIVE

世界中にわたる11の専属販売会社によるカス
タマーサービスとサポートがJULABOでは重要な
役割を果たしています。特にプロフェッショ
ナルかつ解決指向のJULABOカスタムソリュー
ション部門は、カスタムアプリケーションに
焦点を合わせています。包括的な付属プログ
ラムは、それぞれの顧客特有の必要条件に対
する適切で完全な解決策と補足を提供します。

顧客の問題解決および　
最適なサポート

自動車産業と航空宇宙産業における温度管理の
エキスパート

自動車産業および航空宇宙産業の研究開発では、現実的な条件と
試験シミュレーションの下で、さまざまな試験の重要な部分が迅
速かつ正確に温度制御が必要です。 再現可能な温度を保つため
に、製造業者およびサプライヤは、標準以上のアプリケーション
をサポートするプレミアム機器が必要になります。

JULABO製の高性能機器が提供するように、高精度制御と高速温度
変化に焦点を当てています。
JULABO機器は要求事項を確実に適合し、問題なく最も困難な温度
制御アプリケーションを解決します。
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SPACE

JULABOは優れた品質基準を提供し、高い顧客満足度を保証します。高度ダイナミック温
度制御システムは、非常に短い加熱および冷却時間を示し、槽液を変えることなく、非
常に広い動作温度範囲で、納得のいくパフォーマンスデータを得られます。

下記のような試験サンプルの温度制御：
- DC / DCコンバーター| インバーター
- 電動モーター
- ポンプ＆ポンプドライブ
- 電子部品、バッテリー、充電システム、カップリング部品、

エアバッグ、噴射ノズルなど

完璧な環境条件シミュレーション
一方、JULABO PRESTOシリーズは、研究開発の重要かつ不可欠な装置です。試験片を確実に
制御し、入熱と熱負荷を最適化し、非常に敏感な試験中に環境条件をシミュレートしま
す。さまざまな異なるインターフェースがサポートされています最先端のセクターでのア
プリケーションであり、迅速なデジタル統合が可能です。

自動車分野における重要なアクセサリー
JULABOは、流量計や電子制御のような重要なアクセサリーを提供していま
す。1L/min以下の小流量を制御する三方弁。その他の付属品：ポンプ、アダ
プター、ホース、温度センサー、記録ソフトウェア（EasyTemp）、フィル
ター  www.julabo.comで見つけることができます。

研究開発に最高レベルでの温度制御

COMPLETE SOLUTIONS
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DC/DC コンバーター |インバーター
DC / DCコンバータおよびインバータは、車両のコンポーネントとして重要です。 開発
中には、これらのコンポーネントを現実的な条件下でテストし、広い温度範囲を使用
します。JULABO PRESTOシリーズの製品は、急速な温度変化（加熱、冷却）で車両の冷
却回路や環境への影響をシミュレートします。

新型電気モーターの開発
航空宇宙分野におけるエレクトロモビリティへの関心の高まりにより、新しい電気
モーターがますます開発され、テストされています。開発段階では、JULABO PRESTO
シリーズのオプションで流量制御された機器が、冷却媒体とその流れの正確な温度制
御に使用されます。

乗用車用ワイヤレス充電システム
電気自動車のワイヤレス充電システムの開発段階の後、このような充電装置の広範
な検証が必要です。JULABO プレストシリーズは、充電装置と車両内の冷却回路をシ
ミュレートし、最短時間で温度制御された水-グリコールを提供します。

EXAMPLE

-35 °C … +90 °C

2 … 12 l/min

No

Yes

No

試験温度範囲
流量制御

ポンプによる流量制御

電動三方弁による流
量制御

二次回路用伝熱装置

温度制御媒体 Water-glycol

アプリケーション例

EXAMPLE

-35 °C ... +95 °C

1 … 30 l/min

Yes

Yes

No

試験温度範囲 

流量制御

ポンプによる流量制御 

電動三方弁による    
流量制御

二次回路用伝熱装置

温度制御媒体 Water-glycol

EXAMPLE

-20 °C … +90 °C

9 … 26 l/min

Yes

No

No

試験温度範囲
流量制御

ポンプによる流量制御 

電動三方弁による    
流量制御

二次回路用伝熱装置

温度制御媒体 Water-glycol (W50), Thermal HL60

l  PRESTO A45 
PRESTO W50

l  PRESTO A45 
PRESTO W50

l  PRESTO W50 
PRESTO W92
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バッテリーの長期安定性試験
バッテリーの寿命や性能確認は、異なる温度条件で環境試験機内で実施されま
す。JULABO プレストシリーズは、サイクル試験において幅広い温度範囲に対応
します。

インジェクターベンチテスト
内燃機関用テストベンチでは、個々のコンポーネントを事前調整する必要があります（事
前温度制御）。異なる車両でのコールドスタートをシミュレートするために、ディーゼル
またはガソリンなどの燃料が所定の温度でエンジンに噴射されます。噴射装置は、テスト
ベンチに組み込まれたJULABO PRESTOシリーズによって温度制御されています。

WIRELESS CHARGING SYSTEMS FOR PASSENGER CARS
After the development phase of wireless charging systems for electric cars, extensive validations of such
charging equipment are required. The instruments of the JULABO PRESTO series simulate the cooling
circuit in the charging equipment and in the vehicle and provide temperature-controlled water-glycol
within shortest time.

人工衛星部品の材料試験
人口衛星部品の材料試験は、宇宙空間で発生する周囲温度を想定して実施されま
す。JULABO PRESTOシリーズは、真空チャンバーでの過酷な耐寒耐熱試験を補完
しています。

EXAMPLE

試験温度範囲 -80 °C … +180 °C

流量制御 No

ポンプによる流量制御 No

電動三方弁による
流量制御 No

二次回路用伝熱装置 No

温度制御媒体 Thermal HL60, Thermal HL80, 
inert fluids

EXAMPLE

-35 °C … +95 °C

1 … 20 l/min

Yes

Yes

No

試験温度範囲
流量制御

ポンプによる流量制御 

電動三方弁による    
流量制御

二次回路用伝熱装置

温度制御媒体 Water-glycol (A40, W50)

APPLICATION EXAMPLES

-25 °C … +110 °C

No

No

No

No

EXAMPLE

試験温度範囲
流量制御

ポンプによる流量制御

電動三方弁による
流量制御
二次回路用伝熱装置

温度制御媒体 Inert fluids

l  PRESTO A40 
PRESTO W50 
PRESTO W91

l  PRESTO W50

l  PRESTO A80 
PRESTO A85 
PRESTO W91
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1 プレスト
JULABO PRESTOの高度なダイナミック温度制御シス
テムによる温度制御は、直接または間接的な温度
制御から独立しています。流量は、JULABO PRESTO
を使用して、任意にコントロールできます。直接
温度制御アプリケーションの場合、マグネット
カップリングと速度制御可能なポンプを使用して
実現することができます。間接的な温度制御アプ
リケーションの場合、JULABOの電子制御3方向バ
ルブを使用してJULABO PRESTOによってフロー制御
を実現することができます。取り付けられたイン
ターフェースの多様性により、上位のテストベン
チまたは制御ソフトウェアへの容易かつ確実な統
合が可能になります。

2 クイックカップリング
クイックカップリングにより、アプリ
ケーションを温度制御回路（ループ回
路）から清潔かつ安全に切り離すことが
できます。利点は、アプリケーションを
切り替え時に、ループ回路が空にならな
いことです。

3  プレート型熱交換器
プレート型熱交換器は、温度制御装置の回路とアプリ
ケーション回路の間のシステム分離を保証します。粘
度、圧力、または材料の互換性により、アプリケー
ションの温度制御流体が温度制御装置で直接操作され
ない場合に使用されます。

4  流量制御用三方弁
このバルブは、アプリケーションの要求流量が温度制御
機器の必要流量よりも小さい場合に使用されます。三方
弁を使用することにより、二次回路での流量制御が容易
に実現されます。ここでは、高度ダイナミック温度制御
システムを直接制御に使用しています。流量はアプリ
ケーションで1 l / min以下に制御することができます。
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YOU HAVE THE APPLICATION.
WE HAVE THE RIGHT SOLUTION FOR YOU. 

最適なソリューションをお客様にご提案します。
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5  流量計
流量計を使用することで、アプリケーション内の
フローを測定できます。 アプリケーションの復帰
時にインライン温度センサーと組み合わせて、熱
容量を計算することもできます。 アプリケーショ
ンバリデーション中、流量計はアプリケーション
のフロー条件をシミュレートに使用します。

6  + 8 温度センサー
高精度温度制御システムを使用して、供給場所また
は、アプリケーション内の任意の場所の温度測定お
よび制御することができます。戻り温度はオプショ
ンで測定することもできます。

10  補助タンク*

油圧回路の温度に関連した体積変化を補償します。

11 循環ポンプ

7 アプリケーション*

9  空気 / ガス　セパレーター * 
アプリケーション回路の換気

*No 7, 9, and 10 are part of your application.
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ポンプ性能試験
ポンプは車両組み立てにおける主要構成部品です。JULABO PRESTOシリーズの機
器を使用して、ポンプおよびその電動機の開発、ストレスおよび耐久試験に必
要な流体の温度制御を行います。この温度制御アプリケーションは、機器内で
直接的に、またはプレート熱交換器を介して間接的に実現することができま
す。

空気温度制御アプリケーション
パワートレインは液体だけでなく空気も、異なる環境条件のコンポーネントを温度
制御テストをします。 ここでは、JULABO PRESTOシリーズの特別なソリューションが
使用されています。

アプリケーション例

EXAMPLE 1 indirect 

試験温度範囲 -40 °C … +150 °C

流量制御 No

ポンプによる流量制御 No

電動三方弁による
流量制御 No

Yes二次回路用伝熱装置

温度制御媒体 Thermal HL80, hydraulic fluid

EXAMPLE 2 direct 

試験温度範囲 -30 °C … +90 °C

流量制御 No

ポンプによる流量制御 No

電動三方弁による
流量制御 Yes

No二次回路用伝熱装置

温度制御媒体 Water-glycol

EXAMPLE 

試験温度範囲 -40 °C … +160 °C

流量制御 No

ポンプによる流量制御 No

電動三方弁による
流量制御 No

Yes二次回路用伝熱装置

温度制御媒体 Thermal HL60, Air

l O W50 PREST
l PRESTO W92

l O A85  PREST
PRESTO W91
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電子部品のベンチテスト
エレクトロ・モビリティーの構成要素の調査及び試験は、異なる温度での自動車
の温度制御回路（ループ回路）のシミュレーションを必要とします。

エアバック　テスト
車両用エアバッグの開発は、特定のバーストサンプルを使用したテストを前提
としています。 JULABO PRESTOシリーズの機器は、爆薬の必要な予備調整（温度
調整前）に使用されます。

パワーモジュールの部品テスト
JULABO PRESTO装置は、熱電モジュールの効率化と特性評価用の温度制御回路（ループ
回路）を備えています。

APPLICATION EXAMPLES

EXAMPLE 

試験温度範囲 -35 °C … +90 °C

流量制御 5 … 40 l/min

ポンプによる流量制御 Yes

電動三方弁による
流量制御 Yes

No二次回路用伝熱装置

温度制御媒体 Water-glycol

EXAMPLE 

-70 °C … +20 °C

No

No

No

Yes

試験温度範囲
流量制御

ポンプによる流量制御 

電動三方弁による　
流量制御

二次回路用伝熱装置

温度制御媒体 Thermal HL80

EXAMPLE

試験温度範囲 -30 °C … +150 °C

流量制御 5 … 12 l/min

ポンプによる流量制御 Yes

電動三方弁による
流量制御 Yes

No二次回路用伝熱装置

温度制御媒体 Thermal HL60

l  PRESTO A85

l  PRESTO W50

l  PRESTO A40 
PRESTO A85
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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。

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。

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。

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。

温度制御ソリューション  ― 高精度と高速温調

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。

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。

個々の要件 - 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は、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

Quality 
Assurance

Green technology.
Deliberately engineered with environmentally friendly
materials and technologies.

Quick start.
Individual JULABO consultation and comprehensive 
manuals at your disposal.

Services 24/7.
Around the clock availability. You can find suitable accessories,
data sheets, manuals, case studies and more at www.julabo.com.

Satisfied customers.
11 subsidiaries and more than 100 partners worldwide
guarantee fast and qualified JULABO support.

JULABO. Quality.
Highest standards of quality for a long product life.

100 % checked.
100 % testing. 100 % quality. Every JULABO product is shipped to 
customers after a successful final inspection.

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.
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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 deman-
ding 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 inst-
ruments 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.

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

Quality 
Assurance

グリーンテクノロジー
環境に優しい材質と科学技術で慎重に設計
されています。

クイックスタート
ユラボの個別相談や包括的なマニュアル
を自由にお使い頂けます。

サービス24/7
時計回りに便利な機能が配置されています。適切なア
クセサリー類、データシート、マニュアル、ケースス
タディ、さらに詳しい内容について、www.julabo.comで
ご確認頂けます。

高い顧客満足度
11の専属販売会社と全世界に渡る100以上の
代理店が、迅速かつ高品質なユラボサポート
を保証します。

ユラボ品質
長い製品寿命を誇る高い品質基準

100％チェック
100％テスト。100％品質。ユラボ製品は全て最終検査
に合格した後に顧客に出荷されます。

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.
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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 (0) 7823 51-0
Fax  +49 (0) 7823 24 91
info.de@julabo.com
www.julabo.com

GERMAN 
Headquarters

●

julabo-furuya


julabo-furuya

03‐5802‐4601


