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ラボステーション  分析装置専用台

FS3-VS
300 kg（均等荷重）までの耐荷重設計により、大切な装置を安心して設置できます。天板や棚板の高さがお客様により
フレキシブルに調整可能なので、将来の拡張やレイアウト変更にもリーズナブルに対応できます。
豊富なオプションパーツにより、さまざまなアレンジや搭載荷重の強化なども自在に行えます。

天板や棚板をフレキシブルに
高さ調整可能です。

天板高さを50 mmピッチで550 mm～950 mmまで高さ
の調整可能です。

天板

天 板

本 体

棚 板

横 板

付属品

スチール製　焼付け塗装　25 mm厚

スチール製　焼付け塗装　40 mm角パイプ構造

スチール製　焼付け塗装　25 mm厚

40 mm角パイプ　溶接補強構造

アジャスターおよび高耐荷重キャスターつき

横棚固定用金具×２　横棚固定用ベルト×２　床固定用金具　

２口ACコンセント（アースつき）

仕様

横板高さを20 mmピッチで高さ調整可能です。

横板

Model

FS3-VS512

FS3-VS515

FS3-VS518
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（株）島津理化 大阪支店、福岡営業所、広島営業所、仙台営業所、秦野事業所は、
ISO14001認証取得事業所（（株）島津製作所 本社地区事業所及び関連事業所）の構成一員です。



質量分析装置専用台 FS3シリーズ

納入例　大阪大学バイオテクノロジー国際交流棟

Features

300kgf（均等荷重）までの耐荷重設計により、
大切な装置を安心して設置できます。

関連製品のコンプレッサーや真空ポンプは、実験
台の下部スペースへ収納できます。
特に真空ポンプを開き戸側のスペースへ入れて
頂く事で、機器の音が軽減できます。

質量分析装置専用台

本　　体
スチール製メラミン焼付塗装仕上げ、
38mm角パイプ使用、両面化粧パーチクルボード

天　　板 サイファス　ポリプロピレンエッジ製　45mm厚

ポンプ架台(油受けトレー付)
放熱用換気扇(運転スイッチ付)
塩ビ製開口カバー

脚　　部
38mm角パイプ　溶接補強構造、
アジャスター及び高耐荷重キャスター付き

付 属 品 配線孔キャップ
ACコンセント

島津の分析装置専用台が問題を解決します。
研究室の設置スペースで
お困りではありませんか？

地震等の災害への備えは
万全ですか？

装置台の低重心設計や天板高さの低高化により、地震時の転倒リスクを最小限にしています。
研究者と分析装置の安全性を第一に考え、M8 アンカーボルト付固定金具（オプション）を用意
しました。機器固定ベルトや側面固定金具により、分析装置の転倒や落下を防ぎます。５階建
ビルの最上階の耐震基準をクリアしており、震度6 強の地震にも耐えられます。（機器固定
ベルト使用時）また、オプションの床固定金具は、工具なしで固定解除できるレバー付ナット
で、簡単に操作ができます。

通常真空ポンプは装置の近くへ設置しますが、特にポンプ可動時に音が発生し，実験の妨げになるというご意見が多くあります。当社では、この「音」を
軽減できる専用台を開発しました。この製品は特別に収納箇所を設け、その収納部分に消音効果を出すための消音材を貼り付け音の軽減を図ります。
また、収納部の前面扉を締めるとポンプ可動による排熱が収納部内にこもるため、排気機構を設置し、熱の滞留を防止しています。

さまざまな装置をスムーズに置けるよう、
W1000～1900 mmのサイズを用意してい
ます。
ご使用になる装置のシステムに合わせて、
棚板の高さ調節や、オプションで棚板を追
加することができ、実験室内もスッキリ整理
できます。

配管や配線処理が
わずらわしくありませんか？ 機器の搭載位置から通しやすい位置に配線孔を設け、天板下には配線 BOX があります。

分析機器の操作がしづらく
ありませんか？

背が高い装置の上部開閉作業も行いやすい高さになるよう、天板の高さを 650mm
（FS3-GC） と、通常の実験台の天板の高さ（800mm）よりも150mm 低くし設置・操作が
楽に行えます。また、座ってパソコン入力できるPC デスク別体方式を採用（FS3-LC）。

今お使いの装置台は重量の
ある分析機器を置いて本当に
大丈夫ですか？

当社独自の棚板補強構造により均等耐荷重300kgf 相当です。

装置を載せたまま機器を移動
させたいときはありませんか？

オプションで高耐荷重のキャスターを取り付けることができます。キャスターの輪径はΦ100mm
ありますので、室外移動時のちょっとした起伏でもスムーズに移動できます。

リサイクル対策は万全ですか？ 本製品は組立式ですので、工具があれば組立てや分解作業が容易にできます。

LCMS専用台 GCMS専用台
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質量分析装置専用台 FS3シリーズ

納入例　大阪大学バイオテクノロジー国際交流棟

Features

300kgf（均等荷重）までの耐荷重設計により、
大切な装置を安心して設置できます。

関連製品のコンプレッサーや真空ポンプは、実験
台の下部スペースへ収納できます。
特に真空ポンプを開き戸側のスペースへ入れて
頂く事で、機器の音が軽減できます。

質量分析装置専用台

本　　体
スチール製メラミン焼付塗装仕上げ、
38mm角パイプ使用、両面化粧パーチクルボード

天　　板 サイファス　ポリプロピレンエッジ製　45mm厚

ポンプ架台(油受けトレー付)
放熱用換気扇(運転スイッチ付)
塩ビ製開口カバー

脚　　部
38mm角パイプ　溶接補強構造、
アジャスター及び高耐荷重キャスター付き

付 属 品 配線孔キャップ
ACコンセント

島津の分析装置専用台が問題を解決します。
研究室の設置スペースで
お困りではありませんか？

地震等の災害への備えは
万全ですか？

装置台の低重心設計や天板高さの低高化により、地震時の転倒リスクを最小限にしています。
研究者と分析装置の安全性を第一に考え、M8 アンカーボルト付固定金具（オプション）を用意
しました。機器固定ベルトや側面固定金具により、分析装置の転倒や落下を防ぎます。５階建
ビルの最上階の耐震基準をクリアしており、震度6 強の地震にも耐えられます。（機器固定
ベルト使用時）また、オプションの床固定金具は、工具なしで固定解除できるレバー付ナット
で、簡単に操作ができます。

通常真空ポンプは装置の近くへ設置しますが、特にポンプ可動時に音が発生し，実験の妨げになるというご意見が多くあります。当社では、この「音」を
軽減できる専用台を開発しました。この製品は特別に収納箇所を設け、その収納部分に消音効果を出すための消音材を貼り付け音の軽減を図ります。
また、収納部の前面扉を締めるとポンプ可動による排熱が収納部内にこもるため、排気機構を設置し、熱の滞留を防止しています。

さまざまな装置をスムーズに置けるよう、
W1000～1900 mmのサイズを用意してい
ます。
ご使用になる装置のシステムに合わせて、
棚板の高さ調節や、オプションで棚板を追
加することができ、実験室内もスッキリ整理
できます。

配管や配線処理が
わずらわしくありませんか？ 機器の搭載位置から通しやすい位置に配線孔を設け、天板下には配線 BOX があります。

分析機器の操作がしづらく
ありませんか？

背が高い装置の上部開閉作業も行いやすい高さになるよう、天板の高さを 650mm
（FS3-GC） と、通常の実験台の天板の高さ（800mm）よりも150mm 低くし設置・操作が
楽に行えます。また、座ってパソコン入力できるPC デスク別体方式を採用（FS3-LC）。

今お使いの装置台は重量の
ある分析機器を置いて本当に
大丈夫ですか？

当社独自の棚板補強構造により均等耐荷重300kgf 相当です。

装置を載せたまま機器を移動
させたいときはありませんか？

オプションで高耐荷重のキャスターを取り付けることができます。キャスターの輪径はΦ100mm
ありますので、室外移動時のちょっとした起伏でもスムーズに移動できます。

リサイクル対策は万全ですか？ 本製品は組立式ですので、工具があれば組立てや分解作業が容易にできます。

LCMS専用台 GCMS専用台
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キャスターユニット 機器側面固定金具Ｂ 床固定金具セットＡ/床固定金具セットＢ 横連結金具セット

高速液体クロマトグラフ分析装置専用台

LCラボタワー

Features

標準装備

300kgf（均等荷重）までの耐荷重設計により、
大切な装置を安心して設置できます。

棚板高さ調節によりPCデスクをフレキシブルに
配置できます。

オプションの連結金具使用により複数のラボタ
ワーを横連結できるので、将来の設備拡張時に
も対応できます。

LCシステム搭載例

オプション

・耐荷重120ｋｇfのキャスターが4個セットになっ
ています。

機器固定ベルト ・ベルト長さは2.5mあります。装置の大きさ
に合わせて長さ調節が可能です。
・棚板の取付溝へ固定して取り付けます。

機器側面固定金具Ａ（FS3-LCのみ）・天板（棚板）上に設置した分析装置の側
面に取り付けて、装置をベルト固定する
のに用います。
・底面には耐震マット（ゴム）を貼り付けてい
ますので、簡単に取り付けできます。

・分析装置の側面や背面に取り付けて、万一の地震に
よる揺れから装置の転倒を防ぎます。
・底面と背面の2か所に耐震マット（ゴム）があります。
天板と装置の両方に取り付けて固定します。

・金具およびアンカーボルトは震度6強相当の地震に
耐える設計ですので、耐震対策に適しています。
・アンカーボルトは建築物の床によっては取り付けでき
ない場合があります。ボルト埋め込みには専門業者
による施工が必要となります。

・複数の装置台を並べてご使用になるとき、互いの装置
台を固定することができます。
・取付はボルト固定ですので、簡単に取り付け、取り外し
が可能です。 

壁固定金具セット ボトムベース ポリタンク（20L）/廃液カート 追加棚板

・装置台を後ろの壁に固定したい時に用います。 ・木製Ｗ450×Ｄ700×Ｈ75mm、均等耐荷重20kgf
・装置台の下部スペースにプリンター等の周辺機器を
設置できます。

ポリタンク（20L）
・ポリエチレン製　350×182×413mm（白色）
廃液カート
・ポリエチレン製　410×290×190mm（グレー色）
※製品にはキャスターが同梱されていますが、不用意に
カートが動くと廃液チューブが外れたり折れ曲がったり
する可能性があります。廃液が漏れる原因になります
のでご注意ください。 

・一般工具を用いて取り付けができます。
・装置台全体の荷重は400ｋｇf以下となるようにし
てください。

有機酸分析システム

FS3-LC10

アルデヒト分析システム

FS3-LC10

● 2段積みの場合、底板が特注対応となります。
● 装置台全体の荷重は400kgf以下となるようにしてください。

（2段積みの例）

高圧グラジエント分析システム

FS3-LC10

カルバメート農薬分析システム

FS3-LC15

アミノ酸分析システム

FS3-LC10

還元糖分析システム

FS3-LC10

Co-sense for BA 生体試料分析システム

FS3-LC10

Co-sense for BA 生体試料分析システム

FS3-LC10

高速液体クロマトグラフ分析装置専用台    LCラボタワー

FS2-LCA10 W1000×D750×H1500mm 70kg(311-16790)

FS2-LCA15 W1500×D750×H1500mm 100kg(311-16791)

FS2-LCA19 W1900×D750×H1500mm 140kg(311-16792)

本　　体 スチール製メラミン焼付塗装仕上げ、40mm角パイプ使用、配線処理用BOX付

天　　板 低圧メラミン化粧パーチクルボード

棚　　板
スチール製メラミン焼付塗装仕上げ、厚み30mm 溶接補強構造、
高さ調整可能（6段階）、配線・ドレイン貫通孔付

付 属 品 機器固定ベルト

オプション ワゴン
床固定金具
追加棚板
廃液カート

PCデスク 25mm角パイプ使用、天板：低圧メラミン化粧パーチクルバード

FS3-LC10 W1000×D750×H1500mm 50kg(311-16790)

FS3-LC15 W1500×D750×H1500mm 70kg(311-16788)

FS3-LC19 W1900×D750×H1500mm 90kg(311-16789)

※ポリタンクを廃液容器として使用した場合、廃液が帯電し、
　火災・爆発が生じる危険性があります。ご使用時には分析装置の
　取扱説明書をよくお読みになり正しくお使いください。

補修用塗料
ボトムベース
ポリタンク※
横連結金具

高耐荷重キャスター
機器側面固定金具B
壁固定金具セット

本　　体 スチール製メラミン焼付塗装仕上げ、40mm角パイプ使用、配線処理用BOX付

スチール製メラミン焼付塗装仕上げ、厚み30mm 溶接補強構造、
高さ調整可能（6段階）、配線・ドレイン貫通孔付

付 属 品 機器固定ベルト、機器側面固定金具A

オプション ワゴン
高耐荷重キャスター
床固定金具
追加棚板

棚　　板

※ポリタンクを廃液容器として使用した場合、廃液が帯電し、
　火災・爆発が生じる危険性があります。ご使用時には分析装置の
　取扱説明書をよくお読みになり正しくお使いください。

高耐荷重キャスター
機器側面固定金具B
壁固定金具セット
ボトムベース

横連結金具
補修用塗料
ポリタンク※

FS3シリーズ

FS２シリーズ

4 5



キャスターユニット 機器側面固定金具Ｂ 床固定金具セットＡ/床固定金具セットＢ 横連結金具セット

高速液体クロマトグラフ分析装置専用台

LCラボタワー

Features

標準装備

300kgf（均等荷重）までの耐荷重設計により、
大切な装置を安心して設置できます。

棚板高さ調節によりPCデスクをフレキシブルに
配置できます。

オプションの連結金具使用により複数のラボタ
ワーを横連結できるので、将来の設備拡張時に
も対応できます。

LCシステム搭載例

オプション

・耐荷重120ｋｇfのキャスターが4個セットになっ
ています。

機器固定ベルト ・ベルト長さは2.5mあります。装置の大きさ
に合わせて長さ調節が可能です。
・棚板の取付溝へ固定して取り付けます。

機器側面固定金具Ａ（FS3-LCのみ）・天板（棚板）上に設置した分析装置の側
面に取り付けて、装置をベルト固定する
のに用います。
・底面には耐震マット（ゴム）を貼り付けてい
ますので、簡単に取り付けできます。

・分析装置の側面や背面に取り付けて、万一の地震に
よる揺れから装置の転倒を防ぎます。
・底面と背面の2か所に耐震マット（ゴム）があります。
天板と装置の両方に取り付けて固定します。

・金具およびアンカーボルトは震度6強相当の地震に
耐える設計ですので、耐震対策に適しています。
・アンカーボルトは建築物の床によっては取り付けでき
ない場合があります。ボルト埋め込みには専門業者
による施工が必要となります。

・複数の装置台を並べてご使用になるとき、互いの装置
台を固定することができます。
・取付はボルト固定ですので、簡単に取り付け、取り外し
が可能です。 

壁固定金具セット ボトムベース ポリタンク（20L）/廃液カート 追加棚板

・装置台を後ろの壁に固定したい時に用います。 ・木製Ｗ450×Ｄ700×Ｈ75mm、均等耐荷重20kgf
・装置台の下部スペースにプリンター等の周辺機器を
設置できます。

ポリタンク（20L）
・ポリエチレン製　350×182×413mm（白色）
廃液カート
・ポリエチレン製　410×290×190mm（グレー色）
※製品にはキャスターが同梱されていますが、不用意に
カートが動くと廃液チューブが外れたり折れ曲がったり
する可能性があります。廃液が漏れる原因になります
のでご注意ください。 

・一般工具を用いて取り付けができます。
・装置台全体の荷重は400ｋｇf以下となるようにし
てください。

有機酸分析システム

FS3-LC10

アルデヒト分析システム

FS3-LC10

● 2段積みの場合、底板が特注対応となります。
● 装置台全体の荷重は400kgf以下となるようにしてください。

（2段積みの例）

高圧グラジエント分析システム

FS3-LC10

カルバメート農薬分析システム

FS3-LC15

アミノ酸分析システム

FS3-LC10

還元糖分析システム

FS3-LC10

Co-sense for BA 生体試料分析システム

FS3-LC10

Co-sense for BA 生体試料分析システム

FS3-LC10

高速液体クロマトグラフ分析装置専用台    LCラボタワー

FS2-LCA10 W1000×D750×H1500mm 70kg(311-16790)

FS2-LCA15 W1500×D750×H1500mm 100kg(311-16791)

FS2-LCA19 W1900×D750×H1500mm 140kg(311-16792)

本　　体 スチール製メラミン焼付塗装仕上げ、40mm角パイプ使用、配線処理用BOX付

天　　板 低圧メラミン化粧パーチクルボード

棚　　板
スチール製メラミン焼付塗装仕上げ、厚み30mm 溶接補強構造、
高さ調整可能（6段階）、配線・ドレイン貫通孔付

付 属 品 機器固定ベルト

オプション ワゴン
床固定金具
追加棚板
廃液カート

PCデスク 25mm角パイプ使用、天板：低圧メラミン化粧パーチクルバード

FS3-LC10 W1000×D750×H1500mm 50kg(311-16790)

FS3-LC15 W1500×D750×H1500mm 70kg(311-16788)

FS3-LC19 W1900×D750×H1500mm 90kg(311-16789)

※ポリタンクを廃液容器として使用した場合、廃液が帯電し、
　火災・爆発が生じる危険性があります。ご使用時には分析装置の
　取扱説明書をよくお読みになり正しくお使いください。

補修用塗料
ボトムベース
ポリタンク※
横連結金具

高耐荷重キャスター
機器側面固定金具B
壁固定金具セット

本　　体 スチール製メラミン焼付塗装仕上げ、40mm角パイプ使用、配線処理用BOX付

スチール製メラミン焼付塗装仕上げ、厚み30mm 溶接補強構造、
高さ調整可能（6段階）、配線・ドレイン貫通孔付

付 属 品 機器固定ベルト、機器側面固定金具A

オプション ワゴン
高耐荷重キャスター
床固定金具
追加棚板

棚　　板

※ポリタンクを廃液容器として使用した場合、廃液が帯電し、
　火災・爆発が生じる危険性があります。ご使用時には分析装置の
　取扱説明書をよくお読みになり正しくお使いください。

高耐荷重キャスター
機器側面固定金具B
壁固定金具セット
ボトムベース

横連結金具
補修用塗料
ポリタンク※

FS3シリーズ

FS２シリーズ
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ガスクロマトグラフ分析装置専用台

GC/GCMSラボタワー

Features

天板および本体の剛性を強化しており、均等耐
荷重300kgfまで対応しています。
また上部棚板は3段階の高さ調節が可能です。

製品奥行き寸法を750mm、900mmの2種類
用意していますので、機器寸法に合わせた選択
が可能です。

オプションの連結金具使用により複数の装置
台を横連結が可能です。

搭載例

分析装置に配管接続する各種ガス配管を、ここに
接続できます。開閉バルブ（別売）を4個接続でき
ます。ガス種ごとの開閉が簡単に行えます。

バルブ固定用金具

カラム交換等の作業で必要な時に活用できます。
分析装置の手前になるように配置できます。

芯出しテーブル

・分析装置の側面や背面に取り付けて、万一の
地震による揺れから装置の転倒を防ぎます。
・底面と背面の2か所に耐震マット（ゴム）がありま
す。天板と装置の両方に取り付けて固定します。

機器側面固定金具B（標準4個付）

機器固定ベルト 機器側面固定金具Ａ 床固定金具セットＡ/床固定金具セットＢ 横連結金具セット

・ベルト長さは2.5mあります。装置の大きさに合わせて
長さ調節が可能です。
・棚板の取付溝へ固定して取り付けます。

・天板（棚板）上に設置した分析装置の側面に取り付け
て、装置をベルト固定するのに用います。
・底面には耐震マット（ゴム）を貼り付けていますので、
簡単に取り付けできます。

・金具およびアンカーボルトは震度6強相当の地震に
耐える設計ですので、耐震対策に適しています。
・アンカーボルトは建築物の床によっては取り付けで
きない場合があります。ボルト埋め込みには専門業者
による施工が必要となります。
 

・複数の装置台を並べてご使用になるとき、互いの装置
台を固定することができます。
・取付はボルト固定ですので、簡単に取り付け、取り外し
が可能です。

壁固定金具セット ボンベ・ボンベ架台固定金具セット 追加棚板

・装置台を後ろの壁に固定したい時に用います。 ・チェーンを伸ばすと、ボンベ架台なども巻きつけることが
できます。
・安全のため、ご使用の際は装置台を床固定した状態
にしてください。

ボトムベース

・木製Ｗ450×Ｄ700×Ｈ75mm、均等耐荷重20kgf
・装置台の下部スペースにプリンター等の周辺機器を
設置できます。 

・一般工具を用いて取り付けができます。
・装置台全体の荷重は400ｋｇf以下となるように
してください。 

標準装備

オプション

GC-2010 Plus （PONAsolution付） GC-2014

FS3-GC15 FS3-GC19

GCMS-QP2010 Plus GCMS-QP2010 Plus + TurboMatrix（パーキンエルマー社製）

FS3-GC15 FS3-GC19

GCMS-QP2010 Plus + PY-2020iD （フロンティアラボ社製） GC-8A

FS3-GC19 FS3-GC19

ガスクロマトグラフ分析装置専用台  GC/GCMSラボタワー

FS3-GC15(D=750) W1000×D750×H1600mm 85kg(311-16793)

FS3-GC15(D=900) W1500×D900×H1600mm 100kg(311-16794)

本　　体 スチール製メラミン焼付塗装仕上げ
天　　板

低圧メラミン化粧パーチクルボード、厚み19mm　均等耐荷重300kgf
配管・配線貫通孔3箇所

脚　　部
40mm角パイプ使用　溶接補強構造、配線処理用BOX付
高耐荷重キャスター付　

棚 板 部 26×50mm角パイプ　配管固定金具付 オプション 床固定金具
ボンベ固定金具
追加棚板

FS3-GC19(D=750) W1900×D750×H1600mm 115kg(311-16795)

FS3-GC19(D=900) W1900×D900×H1600mm 130kg(311-16796)

棚　　板 低圧メラミン化粧パーチクルバード　19mm     W500×D350mm　均等耐荷重20kgf

付 属 品 ワゴン、芯出しテーブル、機器側面固定金具B

機器固定ベルト
機器側面固定金具A
壁固定金具セット

横連結金具
ボトムベース
補修用塗料
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ガスクロマトグラフ分析装置専用台

GC/GCMSラボタワー

Features

天板および本体の剛性を強化しており、均等耐
荷重300kgfまで対応しています。
また上部棚板は3段階の高さ調節が可能です。

製品奥行き寸法を750mm、900mmの2種類
用意していますので、機器寸法に合わせた選択
が可能です。

オプションの連結金具使用により複数の装置
台を横連結が可能です。

搭載例

分析装置に配管接続する各種ガス配管を、ここに
接続できます。開閉バルブ（別売）を4個接続でき
ます。ガス種ごとの開閉が簡単に行えます。

バルブ固定用金具

カラム交換等の作業で必要な時に活用できます。
分析装置の手前になるように配置できます。

芯出しテーブル

・分析装置の側面や背面に取り付けて、万一の
地震による揺れから装置の転倒を防ぎます。
・底面と背面の2か所に耐震マット（ゴム）がありま
す。天板と装置の両方に取り付けて固定します。

機器側面固定金具B（標準4個付）

機器固定ベルト 機器側面固定金具Ａ 床固定金具セットＡ/床固定金具セットＢ 横連結金具セット

・ベルト長さは2.5mあります。装置の大きさに合わせて
長さ調節が可能です。
・棚板の取付溝へ固定して取り付けます。

・天板（棚板）上に設置した分析装置の側面に取り付け
て、装置をベルト固定するのに用います。
・底面には耐震マット（ゴム）を貼り付けていますので、
簡単に取り付けできます。

・金具およびアンカーボルトは震度6強相当の地震に
耐える設計ですので、耐震対策に適しています。
・アンカーボルトは建築物の床によっては取り付けで
きない場合があります。ボルト埋め込みには専門業者
による施工が必要となります。
 

・複数の装置台を並べてご使用になるとき、互いの装置
台を固定することができます。
・取付はボルト固定ですので、簡単に取り付け、取り外し
が可能です。

壁固定金具セット ボンベ・ボンベ架台固定金具セット 追加棚板

・装置台を後ろの壁に固定したい時に用います。 ・チェーンを伸ばすと、ボンベ架台なども巻きつけることが
できます。
・安全のため、ご使用の際は装置台を床固定した状態
にしてください。

ボトムベース

・木製Ｗ450×Ｄ700×Ｈ75mm、均等耐荷重20kgf
・装置台の下部スペースにプリンター等の周辺機器を
設置できます。 

・一般工具を用いて取り付けができます。
・装置台全体の荷重は400ｋｇf以下となるように
してください。 

標準装備

オプション

GC-2010 Plus （PONAsolution付） GC-2014

FS3-GC15 FS3-GC19

GCMS-QP2010 Plus GCMS-QP2010 Plus + TurboMatrix（パーキンエルマー社製）

FS3-GC15 FS3-GC19

GCMS-QP2010 Plus + PY-2020iD （フロンティアラボ社製） GC-8A

FS3-GC19 FS3-GC19

ガスクロマトグラフ分析装置専用台  GC/GCMSラボタワー

FS3-GC15(D=750) W1000×D750×H1600mm 85kg(311-16793)

FS3-GC15(D=900) W1500×D900×H1600mm 100kg(311-16794)

本　　体 スチール製メラミン焼付塗装仕上げ
天　　板

低圧メラミン化粧パーチクルボード、厚み19mm　均等耐荷重300kgf
配管・配線貫通孔3箇所

脚　　部
40mm角パイプ使用　溶接補強構造、配線処理用BOX付
高耐荷重キャスター付　

棚 板 部 26×50mm角パイプ　配管固定金具付 オプション 床固定金具
ボンベ固定金具
追加棚板

FS3-GC19(D=750) W1900×D750×H1600mm 115kg(311-16795)

FS3-GC19(D=900) W1900×D900×H1600mm 130kg(311-16796)

棚　　板 低圧メラミン化粧パーチクルバード　19mm     W500×D350mm　均等耐荷重20kgf

付 属 品 ワゴン、芯出しテーブル、機器側面固定金具B

機器固定ベルト
機器側面固定金具A
壁固定金具セット

横連結金具
ボトムベース
補修用塗料
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分析装置専用台
質量分析装置専用台
LCラボタワー
GC/GCMSラボタワー
ラボステーション

http://www.shimadzu-rika.co.jp/

技術的なご相談は　コールセンター　　0120-376-673  FAX 03-6861-9419　E-mail  soudan@shimadzu-rika.co.jp

C310301D1612SA-B

81 100 1432197
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ラボステーション  分析装置専用台

FS3-VS
300 kg（均等荷重）までの耐荷重設計により、大切な装置を安心して設置できます。天板や棚板の高さがお客様により
フレキシブルに調整可能なので、将来の拡張やレイアウト変更にもリーズナブルに対応できます。
豊富なオプションパーツにより、さまざまなアレンジや搭載荷重の強化なども自在に行えます。

天板や棚板をフレキシブルに
高さ調整可能です。

天板高さを50 mmピッチで550 mm～950 mmまで高さ
の調整可能です。

天板

天 板

本 体

棚 板

横 板

付属品

スチール製　焼付け塗装　25 mm厚

スチール製　焼付け塗装　40 mm角パイプ構造

スチール製　焼付け塗装　25 mm厚

40 mm角パイプ　溶接補強構造

アジャスターおよび高耐荷重キャスターつき

横棚固定用金具×２　横棚固定用ベルト×２　床固定用金具　

２口ACコンセント（アースつき）

仕様

横板高さを20 mmピッチで高さ調整可能です。

横板

Model

FS3-VS12

FS3-VS15

FS3-VS18

1,200

1,500 750 1,600

W D
CodeWeight

（approx. kg）
Dimension（mm）

H

1,800

85

100

110

311-16810

311-16813

311-16816

（株）島津理化 大阪支店、福岡営業所、広島営業所、仙台営業所、秦野事業所は、
ISO14001認証取得事業所（（株）島津製作所 本社地区事業所及び関連事業所）の構成一員です。


