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1865
フィリップ キリッシュ
により、銅鍛冶屋とし
て設立

1901
ビール冷却器を生産

1927
キリッシュは産業企業
に成長

1929
亜鉛メッキ加工の鋼板
を採用した瓶ビール用
冷蔵庫を発表

1956
最初の電気冷蔵庫を
発表

1960年代
営業用冷蔵設備および
瓶用冷蔵庫を発表

パトリック ビュルクレ
第三世代としてキリッシュに勤務 

「最高の品質を保つため、
常に細心の注意を払って製造しています。」
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1967
薬用冷蔵庫を製造

1980年代
保存血液用冷蔵庫お
よび血漿用フリーザー
を製造

1990年代
防爆仕様の実験室用冷
蔵および冷凍庫を開発

2000
オッフェンブルクの生
産拠点を拡張そして
近代化

そして現在
キリッシュは、研究分野および保健衛生分
野における冷蔵庫や冷蔵庫で、世界をリー
ドする製造者として邁進しています

1865年以来の品質と技術革新
信頼性
キリッシュは1865年以来、あらゆる規格
を満たす高い技術・品質・サービスを提
供することにより、
世界的な信頼を勝ち取ってきました。
また、キリッシュの製品は第三者機関に
よる認証を取得しております。

安定性
キリッシュの製品は、筐体の内製化の結
果、製品内の各パーツをぴったりと調整
できるので、温度の安定性が高くなって
います。 

持続性
キリッシュのモットーは、「買い替えより
も維持」です。
製品に使用しているパーツは長期間保
存しており、すべてにおいて部品交換が
可能です。
長年の経験と高い技術に裏付けられた
キリッシュの製品をぜひご使用下さい。

Dr.ヨハン・コピッケ
代表取締役 社長



自動霜取り機能
霜取りはすべての機器において自動的に行われます。
自動霜取りの際に発生した水は外側に排出され、そこ
で蒸発します。（FROSTERモデルは除く）
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信頼性と経済性
キリッシュは、機能性・効率性・品質において、長年の経験に裏付けられた信頼のおける製
品を提供しています。お客様の品物がどれほどデリケートであるかキリッシュは理解して
います。

製品の特性

頑丈な筐体
サビに対して高い耐性を持つ、亜鉛メッキでコーティン
グしています。

省エネ性能
環境にやさしい材料を使用し、少ないエネルギー消費
でご使用いただけます。

高いメンテナンス性のトレイ
保護コーティング済アルミニウム・耐衝撃性の高いプラ
スチックで作られています。

位置調整の可能な引き出し
高さを15mm間隔で変更できます。

ノンフロンの冷媒の使用により、環境にもやさしくエネ
ルギー効率も優れています。永続的に密閉性が保たれ
ているシステムであり、また、「グリーン」冷媒を使用して
いる、ECOOLユニットです。

�� ※モデルごとの装備については個々の製品説明をご参照ください。



静音ファン
騒音放出は、およそ40dBまでに抑えます。
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軽いドア
指１本で開けられるほど軽いドアです。そのため、
冷蔵庫の使用にストレスを感じさせません。

ドア方向の変更
ドアの開放方向は左右変更が可能です。またドアを
開ける際、横にはみ出す部分はありません。

循環空気冷却機能
当社の機器には最適化されたエアガイドが導入さ
れており、物理的な温度変動は最小限に抑えられて
います。(MED-85、MED-125およびFROSTER-MEDモ
デルを除く）

LEDバーライト
天井や側面にエネルギー性の高いLEDバーライトも
オプションで対応します。

セルフクロージングドア
ドアの開けっ放しを防ぎます。

ガラスドア
庫内の物をチェックする際に便利な、ガラス製のド
アもオプションで対応します。

�� ※モデルごとの装備については個々の製品説明をご参照ください。



簡単な操作性と高い安全性
キリッシュの製品には、超小型のコントローラーが内蔵されています。（一部の製品を除く）  
これにより、温度制御が可能になり、誤作動時における安全性も高くなっています。   
また、簡単な操作で製品をスムーズにコントロールすることが可能です。

メモリー
再起動後の最低温度・最高温度を記録しま
す。一回目の設定温度到達後に記録を取り
始めます。

温度記録
オプションのPCキットと組み合わせることで、冷
蔵機器をパソコンもしくは、ネットワークに接続
できます。自動で温度記録・機器状態の監視が
可能です。

自動霜取り機能
霜取りは、時間と温度を監視しながら自動的
に行われます。除霜の際に発生した水も自
動的に蒸発します（FROSTER-MEDモデルを
除く）。

アラート機能
温度のずれや障害が発生すると、アラート信号
が発報されます。たとえ停電が発生しても、監視
ユニットは蓄電地により72時間まで作動し続け
ます。お客様の携帯電話※、または集中コントロ
ールセンターにアラートを転送することも可能
です。

凍結防止機能
保管物が０℃を下回ることのないよう、調整機
能が搭載されています。

高い視認性
LED表示により、運転状態と冷蔵品の温度を把
握できます。

制御
小型制御装置で制御されている電子式温度調
節器には、メンブレンキーボード付きの誤操作
防止機能を持つスイッチ類が搭載されていま
す。

製品の特性

6 ※オプションのGSMモジュールが必要となります。.

精密な制御
広い範囲の温度管理が可能で、アラーム機
能も装備されています（MED-85およびFRO-
STER-MED-70を除く）。
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薬用冷蔵庫は、DIN 58345を基準に製造
当社の薬用冷蔵庫は、DIN 58345の水準を満たしています（MED-85については、別途料金にてオプション対応いた
します）。

DIN 58345では、特に下記が要求されています。

�� 使用温度は、+2 °C ～ +8 °Cまで

�� 設置場所の周囲温度は +10 °C  +35 °C

�� 内部は容易に洗浄・殺菌できること

�� 保管面は100kg/m²の荷重に耐えられること

�� 冷蔵庫のドアは施錠可能であること

�� 停電アラームは12時間以上であること

�� 温度変動が起きた場合は、光(視覚的)と音(聴覚的)

による警告信号が発報されること

�� アラーム転送用の無電圧接点

�� 薬が+2℃以下に冷却されるのを防ぐ安全装置

冷気循環システム
キリッシュの冷気循環システムは、温度調節を均等に行い
ます。さらに室内温度は短い時間で、設定された温度へ到
達します。冷気循環システムはそれぞれのモデルに対して
最適化されていて、ファンとエアガイドプレートをバランス
よく組み合わせて作られています。

フレキシブルな内装
当社の冷蔵機器には、引き出しが標準的に装備されていま
す。なお、40kgまでの積載量を誇る、頑丈なワイヤーシェル
フもオプションでお選びいただけます。

引き出しの仕切りは自由に変更可能
引き出しにはロック機構と調節可能な縦横の仕切り板が付
属しています。縦の仕切り板は10mmごとの調節が可能で、
横の仕切り板は自由に調節できます。縦仕切りや横仕切り
をオプションで増やすこともできます。
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ログファイル付き温度管理機能

キリッシュの製品は、薬剤の研究・製造、バイオテクノロジー、健康管理などの管理の厳しい状況
下で使用されています。温度記録が可能なので、安心して製品をご使用いただけます。

温度記録

多岐にわたるテストと精密な調整
 当社の製品は、環境試験室であらゆる条件下でテストを行います。

それは、どのような条件下でも温度の安定性を保証するためです。

どの機器も納品前に何時間もの試運転を実施し、正確に調整を行う

ことを標準としています。

エアガイドシステム
エアガイド機能と温度調節機能のコンビネーションにより、周囲温
度が変動しても、庫内全体の冷却温度を一定に保ちます。



機能概要
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冷蔵庫 冷凍庫

機能の説明

 
MED- 

85

 
MED- 
100

 
MED- 
125

 
MED- 
288

 
MED- 
340

 
MED- 
468

 
MED- 
520

 
MED-
600-S

FROSTER- 
MED- 

70

FROSTER- 
MED- 

95

80 l
容積 80 l 95 l 120 l 280 l 330 l 460 l 500 l 600 l 70 l 95 l

+2 bis 
+20 °C

温度設定範囲
幅広い温度範囲での保管が可能です。

+2 bis 
+12 °C

+2 bis 
+20 °C

+2 bis 
+20 °C

+2 bis 
+20 °C

+2 bis 
+20 °C

+2 bis 
+20 °C

+2 bis 
+20 °C

+2 bis 
+20 °C

–15 bis 
–22 °C

–5 bis 
–25 °C

°C

32

周辺温度
冷蔵庫または冷凍庫を設置する場所の最高温度。この温
度までは問題なく作動可能です。

38 °C 38 °C 38 °C 38 °C 38 °C 38 °C 38 °C 38 °C 32 °C 32 °C

冷気循環システム
内蔵の冷気循環システムが、物理的条件に左右される温
度勾配を減らし、内部全体の温度を均等に保ちます。

× × × ×

インターフェース RS485
温度のログファイル用。オプションのPCキットと組み合わ
せることで、冷蔵機器をパソコン・ネットワークに接続で
きます。

× × ×

アラーム転送用無電位接点
無電位接点はアラーム転送を可能にします。GSMモジュー
ル（オプション）を接続することで、お客様の携帯電話でア
ラームメッセージを受け取ることができます。集中コント
ロールシステムへの接続も可能です。

× ×

自動霜取り機能
時間と温度によって監視されています。除霜で発生した水
は自動で蒸発されます。

× ×

1 x

引き出しの数
標準装備として組み込まれているプラスチック製（ロック
機構付き）引き出し数。引き出しには調節可能な縦横の仕
切り板が装備されています。

3 3 3 5 9 10 12 13 × 1

1 x

ワイヤーシェルフの数
標準装備として組み込まれているプラスチックコーティン
グのワイヤーシェルフ数。

1 1 1 × × × × × 4 2

レール
レール付きの耐衝撃性プラスチックで造られている容器
は、高い強度を保ちます。ワイヤーシェルフと引き出しは
定められた高さに簡単に設置できます。

× × × × ×

固定用レール
アルミニウム製内容器の場合は、固定用レールによって、
内部を多様に活用できます。ワイヤーシェルフおよび引き
出しは、15mm間隔で自在に装入できます。

× × × × × ×

ビルトイン対応
ビルトイン対応のモデルは、既存の施設に組み込むこと
ができ、非常に省スペースです。※組み込みの際は、冷凍
機(コンプレッサー)の換気が十分に行われるようにご注
意ください。

× × × ×

快適なドア開閉
指一本で開けられるほど軽いドアです。当社のアルミ製内
容器付き機器への出し入れをより快適にします。

× × × × × ×

セルフクロージングドア
ドアの閉め忘れを防ぎます。

× × × × × × ×

機能の概要

 = あり,× = なし



製品の特長
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製品の特長
Made in Germanyの誇りと当社のスローガンである「1865年来の品質と技術革新」に基づき、さら
なる開発に全力を注いでいます。当社の製品のメリットをぜひお客様ご自身で体感してください。

換気用グリル
プラスチックグリルは冷凍機(コンプレ
ッサー)の換気をより良くし、クリーニン
グも楽にできます。クリーンルームやフ
ァーニチャーへの機器の統合も簡単に
できます。

MED-100

MED-340

セルフクロージングドア
ドアの閉め忘れを防ぎます。

ディスプレイ
読み取りおよび操作が楽な高さに合わ
せたデザインです。 

サイレントファン
キルシュのサイレントファンは、騒音を
40dBに抑えます。

フレキシブルな内装
引き出し、ワイヤーシェルフ、ワイヤーバ
スケット、除霜水容器などを自在に追加
して、お客様のオリジナルで柔軟な使用
が可能です。



LEDバーライト
天井・内壁にエネルギー効率の良いバーラ
イトを取り付けました。
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コントロールパネル
MED-288もプラスチック製になりました。
隙間が減り、衛生管理の向上につながり
ます。

MED-520 MED-288

ガラスドア
新しくデザインされたガラスドアにより、利
便性が向上しました。

コントロールパネル
構造を一新し、クリーニングの容易性・衛生
管理のしやすさを向上しました。

キャスター
回転キャスターと固定キャスターを取り
付けることで、移動がスムーズに行えま
す。



監視ユニットは停電時も、蓄
電地により約72時間作動

アラーム転送用のコネクター

凍結防止

停電時、視覚・聴覚的な
アラームを発報

MED-85 (DIN 58345準拠)
DIN 58345準拠のビルトイン
対応薬用冷蔵庫としては最も
小型(オプション対応)。
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薬用冷蔵庫　MED-85

自動霜取り機能

無段階温度設定

除霜水蒸発機能

ビルトイン対応

引き出し×３
ワイヤーシェルフ×１ マイクロプロセッサー制御の

温度調節機能

デジタル温度モニター

その他のオプションは、www.kirsch-medical.deにア
クセスしてご覧いただけます。

ロック付き引き出し
MED-85にはオプションで、ロ
ック付き引き出しを追加出来
ます。



MED-85
DIN 58345にもオプションで準拠可能
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容量 80 ℓ
温度設定 +2 °C ～ +12 °C
電圧 100 V, 50 Hz
消費電力 92 W
平均消費電力 0,45 kWh/24 h
許容周辺温度 +10 °C ～ +38 °C
放熱 (max.) 107 W

外寸 (据付寸法) 470 x 510 x 740 mm (幅x奥
x高)

内寸 380 x 410 x 630 mm (幅x奥
x高) 

ドア開放時 470 x 960 cm (幅x奥)
ワイヤーシェルフ寸法 230 x 370 mm
引き出し寸法 340 x 320 x 56 cm (幅x奥x高)
最大荷重
引き出し
ワイヤーシェルフ

9,5 kg
25 kg

質量 31 kg (アクセサリ含37 kg)

�� 装飾ドアフレーム　装飾パネルを固定するために使用
(外寸：幅48mm）

�� ドア接続継手
�� キャスター
�� 追加仕切り板
�� ロック付き引き出し
�� 除霜水用容器　手術室内などの水の蒸発が望ましくな

い場所で使用
�� コンプレッサー用ファン ビルトイン時の自然換気が十

分に行えない場合、または60Hz帯で使用する場合に
使用
�� GSMモジュール メッセージによるアラーム通知機能オ

プションの温度センサーを装備可能
�� 温度記録 

-  DATALOG-NET・DATALOG-USB-MONITORINGを使 
 用しての温度記録 
- 4線式PT100またはPT1000温度センサー、クラス  
 1/3B、基準体（計量ボトルないしは冷却ブロック）を 
 含み、組み込み済 
- 機械式自記温度計

追加オプション

�� 筐体　耐傷性亜鉛メッキ鋼板(防錆仕様)を使用し、電源
ケーブル長は約1.8m
�� 内部　レール付きのプラスチックを使用
�� 内装　ロック付き引き出し3段と、プラスチック製のワイ

ヤーシェルフ1段で構成されています　　　　　　　
また引き出しには調節可能な縦仕切り1枚と横仕切り
6枚が付属しています　　　　　　　　　　　　　　
引き出し1個当たりの保管面積：0.11m²
�� 断熱材　加圧発泡した42ｍｍの高強度で、環境にやさ

しい素材を使用
�� ドア　簡単に交換可能なプラスチック製のマグネット

パッキンフレームを装備  　　　　　
施錠も可能です

�� ドア開放方向　後からでも変更可能です
�� 自動霜取り機能 温度と時間を監視しながら自動で動作

します
�� 除霜水蒸発機能　コンプレッサースペースに設置
�� 温度制御　無段階に調節できる自動調節機を使用　

室内温度は外気温の変化に関係なく自動的に維持され
ます　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
但し、周囲温度が、設定された内部温度より少なくとも
約3℃高い場合に限ります
�� コンプレッサー冷却 省エネ性に優れ、騒音が少なく、メ

ンテナンスが容易

製品仕様

80 l +2 bis 
+12 °C

3 x 1 x
°C

38



凍結防止機能

PCによる温度記録および
アラーム転送用のコネクター

停電時、視覚・聴覚的な
アラームを発報

温度記録

高精度な温度管理
ビルトイン時にも、冷気循環
システムと空冷の高性能コン
プレッサーにより、高精度な
温度管理は維持されます。
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薬用冷蔵庫 MED-100

引き出し×３
ワイヤーシェルフ×１

冷気循環システム

ビルトイン対応

自動霜取り機能

除霜水蒸発機能

キースイッチ デジタル温度モニター

その他のオプションは、www.kirsch-medical.deにア
クセスしてご覧いただけます。

サイレントフォント
騒音をおよそ40dBに抑えま
す。NEU

サイレントファン



MED-100
DIN 58345に準拠
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容量 95 ℓ
温度設定 +2 °C ～+20 °C
電圧 100 V, 50/60 Hz
消費電力 160 W
平均消費電力 0,65 kWh/24 h
許容周辺温度 +10 °C ~ +38 °C
放熱 (max.) 227 W

外寸 (据付寸法) 540 x 535 x 820 mm (幅x奥
x高)

内寸 440 x 430 x 470 mm (幅x奥
x高)

ドア開放時 540 x 1055 mm (幅x奥)
ワイヤーシェルフ寸法 430 x 330 mm
引き出し寸法 400 x 320 x 56 mm (幅x奥x高)
最大荷重
引き出し
ワイヤーシェルフ

13 kg
25 kg

質量 46 kg (アクセサリ含50 kg)

オプション

�� 筐体　耐傷性亜鉛メッキ鋼板(防錆仕様)を使用し、電源
ケーブル長は約1.8m
�� 内部　レール付きのプラスチックを使用
�� 内装　ロック付き引き出し3段と、プラスチック製のワイ

ヤーシェルフ1段で構成されています            　　　　　
また引き出しには調節可能な縦仕切り1枚と横仕切り
6枚が付属しています　　　　　　　　　　　　　　
引き出し1個当たりの保管面積：0.11m²
�� 断熱材　加圧発泡した42ｍｍの高強度で、環境にやさ

しい素材を使用
�� ドア　簡単に交換可能なプラスチック製のマグネット

パッキンフレームを装備　　　　　　　　　　　　　
施錠も可能

�� ドア開放方向　後からでも変更可能です
�� 冷気循環システム　 クロスフローファンを使用し、温度

を均等に保ちます　　　　　　　　　　　　　　　 
ドア開放時は自動に停止します
�� 自動霜取り機能　温度と時間を監視しながら自動で動

作します
�� 除霜水蒸発機能　コンプレッサースペースに設置　

　　

�� 自動温度制御　キースイッチによる誤操作防止機能を
装備　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
デジタル温度モニター付きのメンブレンキーボード・最
低温度/最高温度の保存機能を装備　　　　　　
�� アラーム機能 　温度が設定値から外れた場合や停電

時には、光と音によるアラーム信号が発報されます　
監視ユニットは停電時にも、蓄電地により約72時間作
動し続けます　　　　　　　　　　　　　　　　　　
ドア開放アラームは、開放60秒後に発報
�� アラーム転送 　無電圧接点経由で可能
�� RS485インターフェース　PCキット(オプション)経由の

PCによる温度情報の記録に使用
�� 凍結防止機能
�� コンプレッサー冷却 省エネ性に優れ、騒音が少なく、メ

ンテナンスが容易
�� サイレントファン　騒音をおよそ40dBに抑えます

仕様

95 l +2 bis 
+20 °C

3 x 1 x

�� ガラスドア 　鍵付き
�� テーブル　 (外寸: 高さ850 mm )
�� 装飾ドアフレーム　装飾パネルを固定するために使用

(外寸：幅550mm）
�� ドア接続継手
�� キャスター
�� 追加仕切り板
�� ワイヤーシェルフ　430 x 360 cm (幅x奥)
�� 除霜水用容器　手術室内などの水の蒸発が望ましくな

い場所で使用
�� GSMモジュール　メッセージによるアラーム通知機能

オプションの温度センサーを装備可能
�� 温度記録: 

- PC-KIT-NET,、PC-KIT-USB-MONITORING、PC-KIT-  
 STICKを使用     　
　ソフトウェア込 
- 4線式PT100またはPT1000温度センサー、クラス  
 1/3B、基準体（計量ボトルないしは冷却ブロック）を 
 含み、組み込み済 
- 機械式自記温度計

°C

38



除霜水蒸発機能

凍結防止機能

アラーム転送用のコネクター

停電時、視覚・聴覚的な
アラームを発報

ビルトイン対応
ビルトイン対応ながら広い内
部スペースを持ちます

ユーザーフレンドリー
フロントに組み込むことが可
能な電子式温度コントローラ
ー、自動霜取り機能を装備

16

薬用冷蔵庫MED-125

その他のオプションは、www.kirsch-medical.deにア
クセスしてご覧いただけます。

引き出し×３
ワイヤーシェルフ×１

ビルトイン対応

自動霜取り機能

デジタル温度モニター
(庫内設置)



MED-125
DIN 58345に準拠
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容量 120 ℓ
温度設定 +2 °C ～ +20 °C
電圧 100V, 50 /60Hz
消費電力 125 W
平均消費電力 0,55 kWh/24 h
許容周辺温度 +10 °C ～ +38 °C
放熱 (max.) 123 W

外寸 (据付寸法) 540 x 535 x 810 mm (幅x奥
x高)

内寸 440 x 420 x 670 mm (幅x奥
x高) 

ドア開放時 540 x 1055 mm (幅x奥)
ワイヤーシェルフ寸法 430 x 240 mm
引き出し寸法 400 x 320 x 56 mm (幅x奥x高)
最大荷重
引き出し
ワイヤーシェルフ

13 kg
25 kg

質量 42 kg  (アクセサリ含47 kg)

追加オプション

�� 筐体　耐傷性亜鉛メッキ鋼板(防錆仕様)を使用し、電源
ケーブル長は約1.8m
�� 前脚　高さのレベル調整が可能
�� 内部　レール付きのプラスチックを使用
�� 内装　ロック付き引き出し3段と、プラスチック製のワイ

ヤーシェルフ1段で構成されています    
また引き出しには調節可能な縦仕切り1枚と横仕切り6
枚が付属しています     
引き出し1個当たりの保管面積：0.13m²
�� 断熱材　加圧発泡した42ｍｍの高強度で、環境にやさ

しい素材を使用
�� ドア　簡単に交換可能なプラスチック製のマグネット

パッキンフレームを装備  　　　　　
施錠も可能

�� ドア開放方向　後からでも変更可能です  　

　
�� 自動霜取り機能　温度と時間を監視しながら自動で動

作します
�� 除霜水蒸発機能　コンプレッサースペースに設置
�� 自動温度コントローラー　メンブレンキーボード・デジ

タル温度モニタを装備
�� アラーム機能　温度が設定値から外れた場合や停電

時には、光と音によるアラーム信号が発報されます 　
監視ユニットは停電時にも、蓄電地により約72時間作
動し続けます     　
ドア開放アラームは、開放60秒後に発報
�� アラーム転送　無電圧接点経由で可能
�� 凍結防止機能
�� コンプレッサー冷却　省エネ性に優れ、騒音が少なく、

メンテナンスが容易

仕様
�� ガラスドア
�� テーブル　(外寸: 高さ840 mm )
�� 装飾ドアフレーム　装飾パネルを固定するために使用

(外寸：幅55mm）
�� ドア接続継手
�� キャスター
�� 追加仕切り板
�� ロック付き引き出し
�� ワイヤーシェルフ　430 x 330 cm (幅x奥)
�� デジタル温度モニター 
�� 除霜水用容器　手術室内などの水の蒸発が望ましくな

い場所で使用
�� コンプレッサー用ファン　ビルトイン時の自然換気が

十分に行えない場合、または60Hz帯で使用する場合
に使用
�� GSMモジュール　メッセージによるアラーム通知機能

オプションの温度センサーを装備可能
�� 温度記録 

-  DATALOG-NET・DATALOG-USB-MONITORINGを使 
 用しての温度記録 
- 4線式PT100またはPT1000温度センサー、クラス  
 1/3B、基準体（計量ボトルないしは冷却ブロック）を 
 含み、組み込み済 
- 機械式自記温度計

120 l +2 bis 
+20 °C

3 x 1 x
°C

38



除霜水蒸発機能

最低温度/最高温度の記録

停電時、視覚・聴覚的な
アラームを発報

凍結防止機能

アラーム転送用のコネクター

快適なドア開閉システム
軽い力で開閉できるメカニズ
ムで、物品の出し入れを快適
にします。

18

薬用冷蔵庫 MED-288

冷気循環システム

引き出し×５

デジタル温度モニター

キースイッチ

自動霜取り機能

ドア開閉システム

温度管理
ドアの開け閉めが多くても、
高性能冷凍機(コンプレッサ
ー)は保管温度を維持します。



MED-288
DIN 58345に準拠
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容量 280 ℓ
温度設定 +2 °C ～ +20 °C
電圧 100V, 50 /60 Hz
消費電力 155 W
平均消費電力 1,00 kWh/24 h
許容周辺温度 +10 °C ～ +38 °C
放熱 (max.) 203 W

外寸 (据付寸法) 670 x 700 x 1240 mm (幅x奥
x高)

内寸 530 x 500 x 1000 mm (幅x奥
x高) 

ドア開放時 670 x 1300 mm (幅x奥)
引き出し寸法 500 x 320 x 56 mm (幅x奥x高)
引き出し最大荷重 16 kg
質量 78 kg  (アクセサリ含87 kg)

追加オプション

�� 筐体　耐傷性亜鉛メッキ鋼板(防錆仕様)を使用し、電源
ケーブル長は約1.8m
�� 前脚　高さのレベル調整が可能
�� 内部　無色アルミニウム製   　

柔軟な内装設定対応な固定レールを装備
�� 内装　ロック付き引き出し5段で構成されています　　

また引き出しには調節可能な縦仕切り1枚と横仕切り6
枚が付属しています     
引き出し1個当たりの保管面積：0.16m²
�� 断熱材　加圧発泡した55ｍｍの高強度で、環境にやさ

しい素材を使用
�� ドア　簡単に交換可能なプラスチック製のマグネット

パッキンフレームを装備   　
施錠も可能

�� ドア開放方向　後からでも変更可能です
�� 冷気循環システム　クロスフローファンを使用し、温度

を均等に保ちます    　
ドア開放時は自動に停止します   　

�� 自動霜取り機能　温度と時間を監視しながら自動で動
作します
�� 除霜水蒸発機能　コンプレッサースペースに設置
�� 自動温度コントローラー　メンブレンキーボード・デジ

タル温度モニタを装備
�� アラーム機能　温度が設定値から外れた場合や停電

時には、光と音によるアラーム信号が発報されます　
　監視ユニットは停電時にも、蓄電地により約72時間
作動し続けます     
　ドア開放アラームは、開放60秒後に発報
�� RS485インターフェース　PCキット(オプション)経由の

PCによる温度情報の記録に使用します
�� 凍結防止機能
�� コンプレッサー冷却　省エネ性に優れ、騒音が少なく、

メンテナンスが容易

仕様
�� ガラスドア、鍵付き
�� LEDバーライト　天井に固定
�� 装飾ドアフレーム　装飾パネルを固定するために使用

(外寸：幅55mm）
�� キャスター
�� 引き出し　計8段まで収納可能
�� 追加仕切り板
�� ロック付き引き出し
�� ワイヤーシェルフ　520 x 390 mm (最大荷重 40 kg)
�� 除霜水用容器　手術室内などの水の蒸発が望ましくな

い場所で使用
�� GSMモジュール　メッセージによるアラーム通知機能

オプションの温度センサーを装備可能
�� 温度管理 

- PC-KIT-NET、PC-KIT-USB-MONITORING、PC-KIT-  
 STICKを使用      
 ソフトウェア込 
- 4線式PT100またはPT1000温度センサー、クラス  
 1/3B、基準体（計量ボトルないしは冷却ブロック）を 
 含み、組み込み済 
- 機械式自記温度計

280 l +2 bis 
+20 °C

5 x
°C

38



凍結防止機能

最低温度/最高温度の記録

停電時、視覚・聴覚的な
アラームを発報

アラーム転送用のコネクター

表示モニターの高さ
表示の読み取り、操作が楽な
高さに、モニターをセットしま
した。

エアガイドコンセプト
最適化されたエアガイドコン
セプトにより、庫内の温度差
を抑えます。
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薬用冷蔵庫 MED-340

引き出し×９

冷気循環システム

自動霜取り機能

デジタル温度モニター

キースイッチ

除霜水蒸発機能

ドア開閉システム



MED-340
DIN 58345に準拠
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容量 330 ℓ
温度設定 +2 °C ～ +20 °C
電圧 100V, 50 /60 Hz
消費電力 155 W
平均消費電力 1,20 kWh/24 h
許容周辺温度 +10 °C ～ +38 °C
放熱 (max.) 183 W

外寸 (据付寸法) 670 x 630 x 1810 mm (幅x奥
x高)

内寸 530 x 450 x 1280 mm (幅x奥
x高) 

ドア開放時 670 x 1210 mm (幅x奥)
引き出し寸法 500 x 320 x 56 mm (幅x奥x高)
引き出し最大荷重 16 kg
質量 98 kg  (アクセサリ含110 kg)

追加オプション仕様

330 l +2 bis 
+20 °C

9 x
°C

38

�� 筐体　耐傷性亜鉛メッキ鋼板(防錆仕様)を使用し、電源
ケーブル長は約1.8m
�� 前脚　高さのレベル調整が可能
�� 内部　無色アルミニウム製。柔軟な内装設定対応な固

定レールを装備
�� 内装　ロック付き引き出し9段で構成されています　　

また引き出しには調節可能な縦仕切り1枚と横仕切り9
枚が付属しています     
引き出し1個当たりの保管面積：0.16m²
�� 断熱材　加圧発泡した55ｍｍの高強度で、環境にやさ

しい素材を使用
�� ドア　簡単に交換可能なプラスチック製のマグネット

パッキンフレームを装備。施錠も可能
�� ドア開放方向　後からでも変更可能です
�� 冷気循環システム　クロスフローファンを使用し、温度

を均等に保ちます    　
ドア開放時は自動に停止します   　
　

�� 自動霜取り機能　温度と時間を監視しながら自動で動
作します
�� 除霜水蒸発機能　コンプレッサースペースに設置
�� 自動温度コントローラー　メンブレンキーボード・デジ

タル温度モニタを装備
�� アラーム機能　温度が設定値から外れた場合や停電

時には、光と音によるアラーム信号が発報されます　
監視ユニットは停電時にも、蓄電地により約72時間作
動し続けます     　
ドア開放アラームは、開放60秒後に発報
�� アラーム転送　無電圧接点経由で可能
�� RS485インターフェース　PCキット(オプション)経由の

PCによる温度情報の記録に使用します
�� 凍結防止機能
�� コンプレッサー冷却　省エネ性に優れ、騒音が少なく、

メンテナンスが容易

�� ガラスドア、鍵付き
�� LEDバーライト　天井に固定
�� 装飾ドアフレーム　装飾パネルを固定するために使用
�� キャスター
�� 引き出し　計12段まで収納可能
�� 追加仕切り板
�� ロック付き引き出し
�� ワイヤーシェルフ　520 x 390 mm (最大荷重 40 kg)
�� 除霜水用容器　手術室内などの水の蒸発が望ましくな

い場所で使用
�� GSMモジュール　メッセージによるアラーム通知機能

オプションの温度センサーを装備可能
�� 温度管理 

- PC-KIT-NET、PC-KIT-USB-MONITORING、PC-KIT-  
 STICKを使用     　
　ソフトウェア込 
- 4線式PT100またはPT1000温度センサー、クラス  
 1/3B、基準体（計量ボトルないしは冷却ブロック）を 
 含み、組み込み済 
- 機械式自記温度計



サイレントファン

凍結防止機能

最低温度/最高温度の記録

停電時、視覚・聴覚的な
アラームを発報

アラーム転送用
のコネクター

信頼性の高い凍結防止機能
制御装置が自動で氷点下に
なるのを防ぎます。
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薬用冷蔵庫 MED-468

引き出し×１０

冷気循環システム

自動霜取り機能

デジタル温度モニター

キースイッチ

除霜水蒸発機能

ドア開閉システム

サイレントファン
騒音をおよそ40dBに抑えま
す。NEW



MED-468
DIN 58345に準拠
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容量 460 ℓ
温度設定 +2 °C ～ +20 °C
電圧 100V, 50 /60 Hz
消費電力 180 W
平均消費電力 1,40 kWh/24 h
許容周辺温度 +10 °C ～ +38 °C
放熱 (max.) 247 W

外寸 (据付寸法) 740 x 745 x 1810 mm (幅x奥
x高)

内寸 600 x 570 x 1280 mm (幅x奥
x高) 

ドア開放時 740 x 1390 mm (幅x奥)
引き出し寸法 570 x 430 x 56 mm (幅x奥x高)
引き出し最大荷重 24 kg
質量 130 kg  (アクセサリ含143 kg)

追加オプション

�� 筐体　耐傷性亜鉛メッキ鋼板(防錆仕様)を使用し、電源
ケーブル長は約1.8m
�� 前脚　高さのレベル調整が可能
�� 内部　無色アルミニウム製    

柔軟な内装設定対応な固定レールを装備
�� 内装　ロック付き引き出し10段で構成されています　

また引き出しには調節可能な縦仕切り1枚と横仕切り
12枚が付属しています    　
引き出し1個当たりの保管面積：0.24m²
�� 断熱材　加圧発泡した55ｍｍの高強度で、環境にやさ

しい素材を使用
�� ドア　簡単に交換可能なプラスチック製のマグネット

パッキンフレームを装備。施錠も可能
�� ドア開放方向　後からでも変更可能です
�� 冷気循環システム　クロスフローファンを使用し、温度

を均等に保ちます    　
ドア開放時は自動に停止します
�� 自動霜取り機能　温度と時間を監視しながら自動で動

作します

�� 除霜水蒸発機能　コンプレッサースペースに設置
�� 自動温度コントローラー　メンブレンキーボード・デジ

タル温度モニタを装備
�� アラーム機能　温度が設定値から外れた場合や停電

時には、光と音によるアラーム信号が発報されます　
監視ユニットは停電時にも、蓄電地により約72時間作
動し続けます     　
ドア開放アラームは、開放60秒後に発報
�� アラーム転送　無電圧接点経由で可能
�� RS485インターフェース　PCキット(オプション)経由の

PCによる温度情報の記録に使用します
�� 凍結防止機能
�� コンプレッサー冷却　省エネ性に優れ、騒音が少なく、

メンテナンスが容易
�� サイレントファン　騒音をおよそ40dBに抑えます

仕様
�� ガラスドア、鍵付き
�� LEDバーライト　天井に固定
�� 装飾ドアフレーム　装飾パネルを固定するために使用
�� キャスター
�� 引き出し　計12段まで収納可能
�� 追加仕切り板
�� ロック付き引き出し
�� ワイヤーシェルフ　590 x 500 mm (最大荷重 40 kg)
�� 除霜水用容器　手術室内などの水の蒸発が望ましくな

い場所で使用
�� GSMモジュール　メッセージによるアラーム通知機能

オプションの温度センサーを装備可能
�� 温度管理 

- PC-KIT-NET、PC-KIT-USB-MONITORING、PC-KIT-  
 STICKを使用     　
　ソフトウェア込 
- 4線式PT100またはPT1000温度センサー、クラス  
 1/3B、基準体（計量ボトルないしは冷却ブロック）を 
 含み、組み込み済 
- 機械式自記温度計

460 l +2 bis 
+20 °C

10 x
°C

38



除霜水蒸発機能

凍結防止機能

最低温度/
最高温度の記録

停電時、視覚・聴覚的な
アラームを発報

アラーム転送用
のコネクター

クイック霜取り
クイック霜取り機能は、霜取り
の時間を短縮し、温度変動を
最小限に抑えます。

ロック付き引き出し
最上段の引き出しはロック付
きです

24

薬用冷蔵庫MED-520

引き出し×１２

冷気循環システム

自動霜取り機能

デジタル温度モニター

キースイッチ

ドア開閉システム



MED-520
DIN 58345に準拠
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容量 500 ℓ
温度設定 +2 °C ～ +20 °C
電圧 100V, 50 /60 Hz
消費電力 330 W
平均消費電力 2,45 kWh/24 h
許容周辺温度 +10 °C ～ +38 °C
放熱 (max.) 427 W

外寸 (据付寸法) 770 x 760 x 1930 ～1960 mm 
(幅x奥x高)

内寸 600 x 570 x 1400 mm (幅x奥
x高) 

ドア開放時 770 x 1440 mm (幅x奥)
引き出し寸法 570 x 390 x 56 mm (幅x奥x高)
引き出し最大荷重 24 kg
質量 120 kg  (アクセサリ含150 kg)

追加オプション

�� 筐体　耐傷性亜鉛メッキ鋼板(防錆仕様)を使用し、電源
ケーブル長は約3m
�� 前脚　高さのレベル調整が可能
�� 内部　無色アルミニウム製   　

柔軟な内装設定対応な固定レールを装備
�� 内装　ロック付き引き出し12段で構成されていますま

た引き出しには調節可能な縦仕切り2枚と横仕切り12
枚が付属しています     
引き出し1個当たりの保管面積：0.23m²
�� 断熱材　加圧発泡した70ｍｍの高強度で、環境にやさ

しい素材を使用
�� ドア　簡単に交換可能なプラスチック製のマグネット

パッキンフレームを装備    
施錠も可能

�� ドア開放方向　後からでも変更可能です
�� 冷気循環システム　クロスフローファンを使用し、温度

を均等に保ちます     
ドア開放時は自動に停止します

�� 自動クイック霜取り機能　温度と時間を監視しながら
自動で動作します
�� 除霜水蒸発機能　コンプレッサースペースに設置
�� 自動温度コントローラー　メンブレンキーボード・デジ

タル温度モニタを装備
�� アラーム機能　温度が設定値から外れた場合や停電

時には、光と音によるアラーム信号が発報されます  
監視ユニットは停電時にも、蓄電地により約72時間作
動し続けます      
ドア開放アラームは、開放60秒後に発報
�� アラーム転送　無電圧接点経由で可能
�� RS485インターフェース　PCキット(オプション)経由の

PCによる温度情報の記録に使用します
�� 凍結防止機能
�� コンプレッサー冷却　省エネ性に優れ、騒音が少なく、

メンテナンスが容易

仕様
�� ガラスドア、鍵付き
�� LEDバーライト　天井に固定
�� 装飾ドアフレーム　装飾パネルを固定するために使用
�� キャスター
�� 追加仕切り板
�� ワイヤーシェルフ　590 x 500 mm (最大荷重 40 kg)
�� 除霜水用容器　手術室内などの水の蒸発が望ましくな

い場所で使用
�� GSMモジュール　メッセージによるアラーム通知機能

オプションの温度センサーを装備可能
�� 温度管理 

- PC-KIT-NET、PC-KIT-USB-MONITORING、PC-KIT-  
 STICKを使用      
 ソフトウェア込 
- 4線式PT100またはPT1000温度センサー、クラス  
 1/3B、基準体（計量ボトルないしは冷却ブロック）を 
 含み、組み込み済 
- 機械式自記温度計

500 l +2 bis 
+20 °C

12 x
°C
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凍結防止機能

アラーム転送用
のコネクター

最低温度/
最高温度の記録

停電時、視覚・聴覚的な
アラームを発報
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薬用冷蔵庫 MED-600-S

冷気循環システム

自動霜取り機能

キースイッチ

ビルトイン対応

引き出し×13

サイズ
薬局用家具に合わせたサイ
ズです。

見やすい引き出し
上部４段の引き出し底面は
透明で見やすくなっていま
す。

デジタル温度モニター

その他のオプションは、www.kirsch-medical.deにア
クセスしてご覧いただけます。

除霜水蒸発機能



MED-600-S
DIN 58345に準拠
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容量 600 ℓ
温度設定 +2 °C ～ +20 °C
電圧 100V, 50 /60 Hz
消費電力 340 W
平均消費電力 3.20 kWh/24 h
許容周辺温度 +10 °C ～ +38 °C
放熱 (max.) 447 W

外寸 (据付寸法) 510 x1000 x 2120 ～2150 mm 
(幅x奥x高)

内寸 390 x 900 x 1600 mm (幅x奥
x高) 

引き出しが引き出され
ている状態 510 x 1640 mm (幅x奥)

引き出し寸法 156 x 680 x 50 mm (幅x奥x高)
引き出し最大荷重 22 kg
質量 170 kg  (アクセサリ含200 kg)

追加オプション

�� 筐体　耐傷性亜鉛メッキ鋼板(防錆仕様)を使用し、電源
ケーブル長は約3m
�� 前脚　高さのレベル調整が可能
�� 内部　無色アルミニウム製    

柔軟な内装設定対応な固定レールを装備
�� 内装　ロック付き引き出し13段で構成されていますま

た引き出しには調節可能な縦仕切り1枚と横仕切り13
枚が付属しています     
引き出し1個当たりの保管面積：0.22m²
�� 断熱材　加圧発泡した60ｍｍの高強度で、環境にやさ

しい素材を使用
�� ドア　簡単に交換可能なプラスチック製のマグネット

パッキンフレームを装備    
施錠も可能

�� ドア開放方向　後からでも変更可能です
�� 冷気循環システム　クロスフローファンを使用し、温度

を均等に保ちます     
ドア開放時は自動に停止します

�� 自動クイック霜取り機能　温度と時間を監視しながら
自動で動作します
�� 除霜水蒸発機能　コンプレッサースペースに設置
�� 自動温度コントローラー　メンブレンキーボード・デジ

タル温度モニタを装備
�� アラーム機能　温度が設定値から外れた場合や停電

時には、光と音によるアラーム信号が発報されます  
監視ユニットは停電時にも、蓄電地により約72時間作
動し続けます      
ドア開放アラームは、開放60秒後に発報
�� アラーム転送　無電圧接点経由で可能
�� RS485インターフェース　PCキット(オプション)経由の

PCによる温度情報の記録に使用します
�� 凍結防止機能
�� コンプレッサー冷却　省エネ性に優れ、騒音が少なく、

メンテナンスが容易     
呼気・排気は全面の廃棄グリルを通して行われます

仕様

600 l +2 bis 
+20 °C

13 x

�� 装飾ドアフレーム　装飾パネルを固定するために使用
�� ドア接続継手
�� 追加仕切り板
�� GSMモジュール　メッセージによるアラーム通知機能

オプションの温度センサーを装備可能。
�� 温度管理 

- PC-KIT-NET、PC-KIT-USB-MONITORING、PC-KIT-  
 STICKを使用      
 ソフトウェア込 
- 4線式PT100またはPT1000温度センサー、クラス  
 1/3B、基準体（計量ボトルないしは冷却ブロック）を 
 含み、組み込み済 
- 機械式自記温度計

°C
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一定した温度管理
周囲温度が+32°C.になったと
しても、内部温度(最低-22°C)
を維持できます

ビルトイン対応
コンパクトで、多機能家具へ
のビルトインに最適です。
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薬用冷凍庫 FRORSTER-MED-70

ビルトイン対応

ワイヤーシェルフ×4

無段階温度設定

温度計(現在値を表示)

その他のオプションは、www.kirsch-medical.deにア
クセスしてご覧いただけます。



FROSTER-
MED-70
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容量 70 ℓ
温度設定 -15℃ ～ -22℃
電圧 100 V, 50/60 Hz
消費電力 100 W
平均消費電力 1.98 kWh/24 h
許容周辺温度 +10 °C ～ +32 °C
放熱 (max.) 129 W

外寸 (据付寸法) 470 x 510 x 740 mm(幅x奥x
高)

内寸 350 x 410 x 550 mm(幅x奥x
高)

ドア開放時 470 x 960 mm (幅x奥)
ワイヤーシェルフ寸法 205 x 352 / 315 x 353 mm
最大荷重
引き出し
ワイヤーシェルフ

9.5 kg
25 kg

質量 34 kg   (アクセサリ含42 kg)

追加オプション

�� 筐体　耐傷性亜鉛メッキ鋼板(防錆仕様)を使用し、電源
ケーブル長は約1.8m
�� 内部　耐衝撃性の高い白色プラスチックを使用
�� 内装　プラスチック製ワイヤーシェルフ4段で構成
�� 断熱材　加圧発泡した55ｍｍの高強度で、環境にやさ

しい素材を使用
�� ドア　簡単に交換可能なプラスチック製のマグネット

パッキンフレームを装備    
 施錠も可能

�� ドア開放方向　後からでも変更可能です　　　　　

　　
�� 温度制御　無段階調節が可能な調整器を使用  

温度は、外気温の変化に関係なく自動的に維持されま
す 
�� コンプレッサー冷却　省エネ性に優れ、騒音が少なく、

メンテナンスが容易     
呼気・排気は全面の廃棄グリルを通して行われます

仕様
�� 装飾ドアフレーム　装飾パネルを固定するために使用
�� ドア接続継手
�� キャスター
�� 追加引き出し　290 x 260 x 50 cm (幅x奥x高)
�� コンプレッサー用ファン　ビルトイン型として使用する

際に、自然換気が十分に行えない場合に使用
�� GSMモジュール　メッセージによるアラーム通知機能

オプションの温度センサーを装備可能
�� 温度記録 

-  DATALOG-NET・DATALOG-USB-MONITORINGを使 
 用しての温度記録 
- 4線式PT100またはPT1000温度センサー、クラス  
 1/3B、基準体（計量ボトルないしは冷却ブロック）を 
 含み、組み込み済 
- 機械式自記温度計

70 l -15 bis 
-22 °C

4 x
°C
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視覚・聴覚的な
アラームを発報

アラーム転送用のコネクター

最低温度/
最高温度の記録

パワーパッケージ
高性能ビルトイン対応冷凍
庫(-25℃まで)
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薬用冷凍庫 FROSTER-MED-95

引き出し×１、
ワイヤーシェルフ×２

ビルトイン対応

クイック冷凍機能

キースイッチ

デジタル温度モニター

その他のオプションは、www.kirsch-medical.deにア
クセスしてご覧いただけます。

サイレントファン
騒音をおよそ40dBに抑えま
す。NEW

サイレントファン



FROSTER- 
MED-95
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容量 95 ℓ
温度設定 -5℃ ～ -25℃
電圧 100 V, 50/60 Hz
消費電力 160 W
平均消費電力 2.60 kWh/24 h
許容周辺温度 +10 °C ～ +32 °C
放熱 (max.) 191 W

外寸 (据付寸法) 540 x 535 x 820 mm(幅x奥x
高)

内寸 440 x 420 x 470 mm(幅x奥x
高)

ドア開放時 540 x 1055 mm (幅x奥)
ワイヤーシェルフ寸法 438 x 360 mm
引き出し寸法 400 x 320 x 56 mm (幅x奥x高)
最大荷重
引き出し
ワイヤーシェルフ

13 kg
25 kg

質量 42 kg  (アクセサリ含50 kg)

オプションアクセサリー

�� 筐体　耐傷性亜鉛メッキ鋼板(防錆仕様)を使用し、電源
ケーブル長は約1.8m
�� 前脚　高さのレベル調整が可能
�� 内部　耐衝撃性の高い白色プラスチックを使用
�� 内装　ロック付き引き出し1段とワイヤーシェルフ2段

で構成されています　　    
また引き出しには調節可能な縦仕切り1枚と横仕切り6
枚が付属しています     
引き出し1個当たりの保管面積：0.13m²
�� 断熱材　加圧発泡した50ｍｍの高強度で、環境にやさ

しい素材を使用
�� ドア　簡単に交換可能なプラスチック製のマグネット

パッキンフレームを装備    
施錠も可能     

�� ドア開放方向　後からでも変更可能です
�� 霜取り　除霜水用容器付き(排水は手動)   

       
      
 

�� 温度制御　キースイッチによる誤操作防止機能を装備
デジタル温度表示付きメンブレンキーボードおよび最
低温度/最高温度の保存機能付き   
��  アラート機能　温度が設定値から外れた場合や停電時

には、光と音によるアラーム信号が発報されます  
監視ユニットは停電時にも、蓄電地により約72時間作
動し続けます      
ドア開放アラームは、開放60秒後に発報
�� アラーム転送　 無電圧接点経由で可能
�� RS485インターフェース　PCキット(オプション)経由の

PCによる温度情報の記録に使用します
�� クイック冷凍機能
�� コンプレッサー冷却 省エネ性に優れ、騒音が少なく、メ

ンテナンスが容易     
呼気・排気は全面の廃棄グリルを通して行われます
�� サイレントファン 騒音をおよそ40dBに抑えます

仕様
�� テーブル　(外形寸法:85cm)
�� 装飾ドアフレーム　装飾パネルを固定するために使用
�� ドア接続用パーツ
��  キャスター
�� 追加引き出し、棚
�� 追加仕切り板
�� 停電時のアラーム通知　監視ユニットは蓄電池により

約72時間作動します
�� GSMモジュール　メッセージによるアラーム通知機能

オプションの温度センサーを装備可能
�� 温度管理 

- PC-KIT-NET、PC-KIT-USB-MONITORING、PC-KIT-  
 STICKを使用        
 ソフトウェア込 
- 4線式PT100またはPT1000温度センサー、クラス  
 1/3B、基準体（計量ボトルないしは冷却ブロック）を 
 含み、組み込み済 
- 機械式自記温度計

95 l -5 bis 
-25 °C

1 x 2 x
°C
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アクセサリー
PCキットによる温度記録やGSMモジュールによる携帯電話へのアラーム転送、その他多数のオプ
ションをご用意しています。

オプション

キリッシュPCキットとキリッシュデータネット
(PCキットに含むソフトウェア)との組み合わ
せは、次のことを可能にします：

�� 市販のPCを使っての、コストを最低限に
抑えた記録の取得。
�� 冷蔵庫/冷凍庫のリアルタイム監視(モニ

タリング)*。
�� 冷蔵庫/冷凍庫設定をPCから設定*。

キリッシュPCキットには3つのバージョンがあ
り、データ転送の方法がそれぞれ異なります
(RS485インターフェース付きの冷蔵庫および
冷凍庫にのみ使用できます)。

温度記録
現地へ出向いての温度測定や記録の取得
は、多くの時間を費やした上に、精度に欠け
る場合があります。弊社のソリューションで
ある、キリッシュPCキットもしくは機械式自記
温度計を使用すればこの課題を速やかに解
決することができます。

RS485インターフェースを装備していない機
器や他社製品に、自動式温度記録およびモ
ニタリング機能を追加する場合に使用しま
す。最低温度/最高温度の保存とアラーム発
報機能も含まれます。

外付けのPC接続型温度評価装置(キリッシュデータログ
など)への接続に使用するシステムアップ用温度センサ
ーです。

PC接続による記録ではなく、機械的な温度
記録が必要であれば、弊社の丸型記録紙用
自記温度計あるいは挿入型の自記温度計を
お勧めします。

外部の温度記録

キリッシュPCキット

キリッシュデータログ

自記温度計
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ネットワーク(LANまたは無線LAN**)を経由して
の自動温度記録とモニタリング。

USBケーブルを経由しての自動温度記録と
モニタリング(32台まで)。1ヶ所のPCワーキ
ングスペースにのみ対応。

PCキット(USBモニタリング)

USBメモリを経由して行う自動温度記録です。
データを読み出している最中も、途切れることな
く記録を継続。機器を無限に接続することが可
能。

USBメモリを経由して行う自動温度記録です。
データを読み出している最中も、途切れることな

温度の記録を取るためのシステムアップ。

自記温度計

機械部のカバーや筐体上部に乗せるケース
に組み入れます。

丸型記録紙用自記温度計

* PCキット(スティック)は使用不可

** 市販の無線LANアダプターを使用

サーバーサーバー

複数のクライアントPC

複数のクライアントPC

ネットワーク(LANまたは無線LAN**)を経由して 複数のクライアントPC

USBメモリを経由して行う自動温度記録です。
データを読み出している最中も、途切れることな

PC

USBケーブルを経由しての自動温度記録と
モニタリング(32台まで)。1ヶ所のPCワーキ

PCキット(USBモニタリング)

く記録を継続。機器を無限に接続することが可

1ヶ所のPC

温度記録に関しての詳細情報
に つ いては、弊 社 のインフォ
メーション パ ンフレットまた
は、www.kirsch-medical.deを
ご覧ください。

イントラネット

インターネット

PCキット(ネットワーク)

PCキット(スティック)
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鍵付きガラスドア
見通しの良さ：内部の物をチェックす
る際にも、不要な開け閉めを避けるこ
とができます。施錠可能。

除霜水用容器
除霜水の自動蒸発が望まれない場合
に使用します。

内部照明、内壁/天井に固定
LEDバーライトを使用して、エネルギ
ー効率の良い照明を実現します。

ステンレス製ワイヤーシェルフとワイ
ヤーシェルフ
ステンレス製ワイヤーシェルフは錆び
ることがなく、PEコーティングを施した
ワイヤーシェルフは丈夫で、耐荷重は
40kgまで耐えられます。

水冷式冷凍機(コンプレッサー)
特殊な条件下においての使用にも対
応できるように、水冷式熱交換器を装
備している冷凍機(コンプレッサー)を
用意しています。

キャスター付き
自在キャスターと固定キャスターを
使用します。

キャスター付き

オプション
設置後に装着可能な多くのオプションが用意されています。

アラームメッセージはSMS経由
で転送されます
GSMモジュールにより、
携帯電話や固定電話への
SMSによるアラームメッセージの
転送が可能です。

アラームメッセージはSMS経由
で転送されます
GSMモジュールにより、
携帯電話や固定電話への
SMSによるアラームメッセージの
転送が可能です。
SMSによるアラームメッセージの

GSMモジュールの接続に
は、無電圧接点を使用し
ます。何らかの値がアラー
ム発報までのしきい値に
達すると、GSMモジュール
からの視覚的・聴覚的な
信号とSMSによるアラー
ムメッセージが発信され
ます。

オプション

引き出し/縦仕切りと横仕切り
機種に合わせて造られており、引き出
しの高さ位置を変更できる機種もあ
ります。仕切りは縦横の調整が可能
です。

冷蔵庫と冷凍庫のコンビネーション
接続部品を使って、冷蔵庫と冷凍庫を
重ねて設置することも可能です。

冷蔵庫と冷凍庫のコンビネーション
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Service

お問い合わせ 045-594-3851

info.sansei@sanseisogo.co.jp



世界100ヶ国以上の医療施設で使われています

輸入元・販売代理店

株式会社Sansei

〒224-0029　横浜市都筑区南山田3-1-28

TEL : 045-594-3851

MAIL：info.sansei@sanseisogo.co.jp

http://sansei-asia.com

Since 1865. Made in Germany.


