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2021年10月に創業100周年を迎えることができました。
大正､昭和､平成､令和と激動の時代を経て迎えることができたのも､お客様･ご関係の皆様の
おかげであり、厚く感謝申し上げます。

初代カタログ No.100号 No.200号 No.300号 No.400号 No.500号

昭和15年4月（1940年）
業界初の

総合カタログ発刊

ビル管理総合セット
発売開始

パッシブガスサンプラー
発売開始

昭和33年5月（1958年）
一新した最新の
総合カタログ発刊

昭和37年6月（1962年）
摺合せガラスの

生産設備拡充し量産化

昭和40年10月（1965年）
体積計に四菱
SIBATAマーク

パーティクルカウンター
KC-01型発売開始

世界最大の砂時計の掲載

ローボリウムポンプ
LV-40B 型発売開始

デジタル粉じん計
LD-5R 型発売開始

昭和43年7月（1968年） 昭和46年8月（1971年）
創業50年号

SPCジョイントの掲載開始

オンライン受注･
流通システム開始

ローボリウムポンプ
SIP-32L型発売開始

室内環境測定セット
IES-3000 型発売開始

創業100年号
感謝と未来への約束

昭和48年7月（1973年） 昭和50年12月（1975年）
ハイボリウムエアサンプラー
HVC-500 型発売開始

昭和53年1月（1978年）
DURANねじ口びん

発売開始

昭和54年12月（1979年） 昭和56年10月（1981年） 昭和58年9月（1984年）

昭和60年9月（1985年） 昭和62年9月（1987年）
循環アスピレーター
WJ-15型発売開始

平成元年8月（1989年）
低温循環水槽

クールマン発売開始

ミニポンプMP-Σシリーズ
発売開始

室内環境測定セット
IES-4000 型発売開始

平成3年8月（1991年） 平成5年1月（1993年）
室内環境測定セット
IES-1000型発売開始

風速計 ISA-Ⅱ型発売開始

マスク性能試験装置
AP-6300型発売開始

平成6年10月（1994年）

平成8年7月（1996年）
シンプルパック
発売開始

平成10年9月（1998年）
室内環境測定セット
IES-2000 型発売開始

平成12年10月（2000年） 平成14年12月（2002年） 平成16年7月（2004年）
DNPHガスチューブ

発売開始

室内環境測定セット
IES-5000 型発売開始

平成18年10月（2006年）

平成20年10月（2008年）
ミニポンプMP-ΣNシリーズ

発売開始

平成22年9月（2010年）
ハイボリウムエアサンプラー
HV-500R 型発売開始

平成24年9月（2012年） 平成 27年9月（2015年） 平成30年9月（2018年） 令和3年10月（2021年）

総合カタログ変遷

昭和15年4月（1940年）年）
業界初の業界初の

総合カタログ発刊総合カタログ発刊

No.600号

和和33年5月（1958年）年）
一新した最新の一新した最新の一新した最新の
総総総合カタログ発刊

年） 昭和

No.700号

和和37年6月（19622年）
摺摺合合せせガガララススのの

生産設備拡生産設備拡生産設備拡充し量産化量産化量産化

年） 昭和

生産設備拡

No.800号

和和40年10月（19655年）
体積計に四菱体積計に四菱
SIBATAマーク

年）

量産化

昭和

No.900号

和43年7月（19688年）
風速計 ISA風速計 ISA風速計 ISA風速計 ISA風速計 ISA-Ⅱ型発売開始Ⅱ型発売開始Ⅱ型発売開始Ⅱ型発売開始Ⅱ型発売開始

年） 昭和
風速計 ISA風速計 ISA

No.1000号

和和46年8月（1971年）
創創業業5500年号年号

Cジジョイントの掲載開始

年） 昭和

SPC
Ⅱ型発売開始Ⅱ型発売開始

No.1100号

ビル管理総合ビル管理総合セッットト
発売開始

昭和48年7月（1973年）

No.1200号

和550年12月（1975年）
ボボボリリウウムムエアアササンンププププ
HVCHVCHVC-500 型発売開始500型発売開始

年） 昭和
ハイイボボ
HVC

No.1300号

和和53年1月（1978年）年）
DURADURADURADURADURANNねねじじ口びん口びん口びん口びん

発売開始

年）
ププラーラー

500型発売開始

昭和
DURADURA

No.1400号

パーパーティィクルカウンターカウンターカウンターカウンター
KCKC-01型発売開始

和54年12月（1979
パー
KC

年） 昭和

No.1500号

和和56年10月（1981年）年）
ママススク性能試験装置ク性能試験装置ク性能試験装置ク性能試験装置
PP-6300型発売開始型発売開始

カウンターカウンター
年） 昭和

マ
AP

No.1600号

オンライン受注･オンライン受注･オンライン受注･オンライン受注･
流通システム開始流通システム開始

和和58年9月（1984年）年） 昭和
ク性能試験装置ク性能試験装置

型発売開始

No.1700号

パッッシシブブガガススササンンプラープラープラープラー
発売開始

昭和60年9月（1985年）年）

No.1800号

和和62年9月（1987年）年）
循環循環循環循環アアススピレーターピレーターピレーターピレーター
WWJ-15型発売開始型発売開始

プラープラー
年） 昭和

循環循環
W

No.1900号

平成元平成元年8月（1989年）年）
低温循環水槽低温循環水槽

ククールマン発売開始ン発売開始

年）
ピレーターピレーター

平成元

ク

No.2000号

世界最大の砂時計の掲載世界最大の砂時計の掲載世界最大の砂時計の掲載世界最大の砂時計の掲載世界最大の砂時計の掲載世界最大の砂時計の掲載
成成3年8月（1991年）年）

世界最大の砂時計の掲載世界最大の砂時計の掲載
年）

ン発売開始

平

No.2100号

成成5年1月（1993年）年）
室内環境測室内環境測室内環境測室内環境測定定セセッットトトト
IESIES-1000型発売開始型発売開始

世界最大の砂時計の掲載世界最大の砂時計の掲載
年） 平成

室内環境測室内環境測
IES

No.2200号

ローボリウムポンプローボリウムポンプローボリウムポンプローボリウムポンプ
SIPSIP-32L型発売開始

成成6年10月（1994年）
ローボリウムポンプローボリウムポンプ
SIP

年）

型発売開始

平成

No.2300号

平成8年7月（1996年）年）
シシンンププルルパパッックク
発売開始

No.2400号

成成10年9月（1998年）年）
室内環境測定室内環境測定室内環境測定室内環境測定セセッットトトト
IESIES-2000 型発売開始2000 型発売開始

年） 平成
室内環境測定室内環境測定
IES

No.2500号

ミニミニポポンンププMPMP-ΣΣシシリリーズーズーズーズ
発売開始

成12年10月（2000年）
ミニミニ

年）

2000 型発売開始

平成

No.2600号

ローボリウムポンプローボリウムポンプローボリウムポンプローボリウムポンプローボリウムポンプローボリウムポンプ
LVLV-40B 型発売開始40B型発売開始

成14年12月（20022
ローボリウムポンプローボリウムポンプ
LV

ーズーズ
年） 平成

No.2700号

成成16年7月（2004年）年）
DNPDNPDNPDNPHHガガススチチュューブブブブ

発売開始
ローボリウムポンプローボリウムポンプ
40B型発売開始

年） 平成
DNPDNP

No.2800号

室内環境測定室内環境測定室内環境測定室内環境測定セセッットト
IESIES-3000 型発売開始

成18年10月（2006年）
室内環境測定室内環境測定
IES

年） 平成

No.2900号

〈主な特徴〉
①全8章でカテゴリ分類
ガラス器具/体積計、環境測定機器、水質・食品衛生、科学機器、試験研究設備、動物・環境試験装置化学プラント装置、外形寸法図
②消耗品、スペアパーツを充実掲載
製品のスペアパーツやオプション品、消耗品の写真を掲載しパーツの検索性を向上させました。
③目的別検索ページ
測定方法や実験内容から製品を検索できるようになりました。
④関連法令等の情報掲載
当社製品に関連する最新版の情報を掲載しております。情報収集などにお役立ていただけます。

総合カタログとホームページがリニューアルします。
テーマは「感謝と未来への約束」です。これまでのご愛顧への「感謝」と、より良い製品やサービスを「未来への約束」と
してお客様に提供できるよう、これからも取り組んでまいります。｠

NEW総合カタログ

NEWホームページ

総合カタログ No.2900

目的別検索ページ

ホームページトップ画面

ソリューション検索ページ

チャットボット

製品ページ

〈主な特徴〉
①「ソリューション検索」で製品検索が今までより便利になります。
測定方法や実験内容から製品を検索できるページを新しく設計しました。
②製品情報のより充実に。
仕様だけでなく、単品カタログ・取扱説明書・動画・SDSの閲覧も可能になりました。
③「チャットボット」でお問い合わせにお答えします。
チャットボットをリニューアルに伴いホームページに設置しました。
スマートフォン端末でも利用可能です。

リンダが
質問に

お答えします！
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JIS T8150：2021 改正とフィットテストの概要

フィットテストの実施者とは？

製品情報

　溶接ヒュームの特化則としての規制が始まり、令和5年（2023年）からはフィットテストが義務化されますが、その手法は日本産業
規格JIS T8150（呼吸用保護具の選択，使用及び保守管理方法）で定められ、この規格の改正が令和3年(2021年)5月25日付で公示
されました。これまでのJIS T8150の内容から大幅に変更となり、具体的なフィットテストの方法が示されています。
　「附属書JD（規定）フィットテスト手順」には、フィットテストの実施者に関する事項や、フィットテストの種類・方法な
ど具体的な記述があります。労研式マスクフィッティングテスターMT-05U型は、その中でも『大気じんを用いた光散
乱方式の計測装置による定量的フィットテスト』に分類され、『標準の定量的フィットテスト』が可能な装置となります。

新しいマスクの性能基準〈JIS T 9001・9002〉とSIBATAの性能試験装置

対象のマスク要求フィットファクタ呼吸用保護具の種類

500
全面形面体を
有するもの

100
半面形面体を
有するもの

製品情報

フィットテストに関する事項、当社マスクフィッ
ティングテスターを用いたフィットテストの進め
方等、出張相談・オンライン相談、デモンストレー
ションなど承ります。
ご相談・不明な点がございましたら、当社営業所
までお気軽にご相談ください。

MT-05U型のフィットテスト以外の機能として、日常的な装着
を確認する30秒程度のフィットチェックやリアルタイムで漏れ
率を確認できるトレーニング機能がありますが、その際に使用
する試験ガイドに、新たに、使い捨てタイプが加わります。手軽
に使用できる使い捨て試験ガイドを、是非、お試しください。

MT-05型またはMT-05U型をお持ちのお客様は現在最新のJIS
プロトコルを搭載した最新バージョンにアップデートできます。
詳細は当社営業所または営業マンまでお問い合わせください。
アップデートせずに最新JISに対応する場合はこちらから→

NEW

フィットテストの実施は、事業主が事業所の組織の中からフィットテストの
担当責任者として指名したものが担当する場合と、フィットテストを事業とす
る外部の機関に委託する場合があります。いずれの場合においても、フィット
テストの実施者は、次の知識及び能力を備えていなければなりません。
●フィットテスト方法の知識　
●フィットテスト機器の準備及びその動作を観察する能力
●フィットテストを実施する能力
●フィットテスト不合格の推定要因を見つける能力

フィットテストの方法

①JIS T8150（呼吸用保護具の選択，使用及び保守管理方法）またはこれ
と同等の方法により、呼吸用保護具の外側、内側それぞれの測定対象物
質の濃度を測定し、以下の計算式により「フィットファクタ」を求めます。

②フィットファクタが、以下の「要求フィットファクタ」を上回っているかどう
かを確認します。

フィットテストの頻度

法令によってフィットテストが義務付けられている作業で
は、年に1回、定期的に繰り返し実施しなければなりません
が、それとは別に、着用者に次のような変化があった場合
も、面体の密着性に影響を与える恐れがありますので、
フィットテストを実施しなければなりません。
●体重の著しい変化
●歯の変化
●着用者の不快感
●面体が密着する顔の
　部分の傷跡、
　手術などによる変化

現在、中央労働災害防止協会様にて実施者育成のための養成研修が開催されて
おります。詳細は中央労働災害防止協会様ホームページにてご確認ください。

（フィットファクタ）＝
呼吸用保護具の外側の測定対象物質の濃度

呼吸用保護具の内側の測定対象物質の濃度

使い捨てタイプの試験ガイド

すでに当社機器をお持ちのお客様へ

〈参考出典先〉
呼吸用保護具フィットテスト
実施マニュアル　
公益社団法人
日本保安用品協会発行

PFE検査装置
カケンテストセンター様共同開発

【図2】感染対策医療用マスクの例
出典：日本衛生材料工業連合会

【図1】医療用及び一般用マスクの例
出典：日本衛生材料工業連合会

例えば、ここに表示

　COVID-19の感染拡大により、マスクは全ての人々の必需
品となり、需要が急増しました。また、マスクメーカー以外の
事業者も不織布マスクや布マスクの製造・販売に新規参入し
たことや輸入品が増え、市場では様々なマスクを目にするよ
うになりました。マスクの入手が容易になった一方で、製品の
良し悪しは、国内の公的基準がなかったため、製造者による
パッケージ記載を見て判断するしかありませんでした。そこ
で、2021年6月16日、厚生労働省と経済産業省は、一般家庭
用と医療用マスクの性能基準をJIS T 9001および9002に
て制定しました。そして、消費者が安心してマスクを選べるよ
う、用途別にマスクを区別して性能レベルをパッケージへ記
載することを定めました。
　JIS T 9001（一般用・医療用マスク）およびJIS T 9002
（感染対策医療用マスク）では、それぞれの性能試験や基準
が定められており、その要件を満たし、適合審査に合格した
場合にパッケージへJIS適合の表示ができます。一般消費者
用マスク（JIS T 9001）は、4つの捕集機能（微粒子状物質
（PFE）、バクテリアを含む飛まつ（BFE）、ウイルスを含む飛ま
つ（VFE）、花粉粒子）と圧力損失（通気性）、そして安全・衛生
項目を規定しており、更に洗濯後の再使用を想定して、洗濯
後の品質基準についても規定されています。同様に医療用
マスク（JIS T 9001）は、一般医療や介護などの医療従事者
に必要な捕集機能、人工血液バリア性、また圧力損失（通気

性）と安全・衛生項目を規定しています。また、感染対策医療
用マスク（JIS T 9002）は、より感染リスクの高い医療現場
の従事者が使用するマスクについて規定していますが、適合
審査制度に関しては現在整備中とのことです。
　柴田科学では性能試験に必要な各種装置を有しておりま
すので、ご質問またはマスク性能試験装置のカタログのご要
望がありましたら、お気軽にお問合せ下さい。

以下の（一社）日本衛生材料工業連合会によるQ＆Aも併せてご参照ください。
https://www.jhpia.or.jp/about/jis/img/jis_qa.pdf :「医療用マスク、一般用マスクの JIS適合審査 Ｑ&Ａ集 」2021年8月6日
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JIS T8150：2021 改正とフィットテストの概要
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試験管ミキサー Mix-S型

新製品紹介

特徴

特徴

仕様

仕様

残留塩素測定器 中濃度用

新製品紹介

本測定器は、「残留塩素測定器DPD法」と同様、検水中に含まれる残留塩素とDPD試薬が反応し、淡赤紫色を呈する反応に基づく簡
易測定方法です。これまで目視での測定が困難であった、2.0～10mg/Lの濃度を6段階で測定できます。

●DPD試薬やヨウ化カリウム試薬を用いることで、2.0～10mg/Lの残留塩素濃度(遊離残
留塩素、結合残留塩素、総残留塩素)を測定できます。

●「残留塩素測定器DPD法」の本体をお持ちの方は、樹脂比色板のみご購入いただき、付け
替えることで、同様の操作方法でご使用いただけます。

●使用する試薬（DPD試薬、ヨウ化カリウム試薬）は、 「残留塩素測定器DPD法」と同様です。
●四類感染症に分類されているレジオネラ症の原因となるレジオネラ属菌を増やさないた
めには、日頃から施設や設備の衛生管理が必要です。消毒に用いる残留塩素濃度を管理
するのに役立ちます。

【使用例】
◎浴槽水の消毒で用いるモノクロラミン（３mg/L程度）の濃度管理に
◎循環式浴槽の配管消毒で用いる遊離残留塩素（5～10mg/L）の濃度管理に
◎冷却塔の化学的洗浄で用いる遊離残留塩素（5～10mg/L）の濃度管理に

●コンパクトな試験管ミキサーです。　●吸盤タイプのゴム足です。
●最大振とう容量は50mlまで対応です。　●ヘッドゴム（シリコン製）交換可能です。

品目コード

080540-501

080540-503

080540-0210A

080520-0058

080540-0220A

080540-023

品名

粉体試薬　DPD法用（100回分）

粉体試薬　DPD法　徳用（500回分）

角形試験管　シリコンキャップ付　3本入

ヨウ化カリウム　薬さじ付（20g:約50回分）

シリコンキャップ（角型試験管用）

ビニールケース　97(W)×50(D)×170(H)mm

価格￥

1,800

6,800

3,000

3,700

1,500

2,000

｠品目コード

｠型式

｠回転数

｠最大振とう容量

｠モード

｠電源

｠寸法・質量

｠価格￥

｠050630-35

｠Mix-S

｠3,500rpm（固定）

｠50mL

｠タッチスタート

｠AC100V　50/60Hz　6W

｠100（W）×98.6（D）×72.2（H）mm　0.55kg

16,000

■別売品・消耗品およびスペアパーツ

※妨害物質が多く含まれる検水は測定できない場合もあります。

NEW NEW

ミニ遠心機 Mini-7KS型

“撹拌” に ちなんだ製品も一部ご紹介します！

特徴

仕様

●小型軽量な卓上タイプの遠心機です。　●異なる３種類のチューブを遠心できま
す（アダプターの交換が不要です）。　●フタを閉めるだけで開始できます。タイマー
付です。　●回転数は３段階から選択できます。

｠｠品目コード

型式

最大処理数

回転数

遠心加速度

タイマー

電源

寸法・質量

価格￥

｠｠050630-7

Mini-7KS

1.5mL/2.0mLチューブ×6本 0.5mLチューブ×6本
8連PCRチューブ×2本または0.2mLチューブ×16本

4,000rpm / 6,000rpm / 7,000rpm　（±500rpm）

960×g / 2,000×g / 2,900×g

0～99分59秒

AC100V　50/60Hz　11W

178（W）×160（D）×121（H）mm　1.6kg

35,000

NEW

残留塩素測定器 中濃度用 本体 残留塩素測定器 中濃度用 樹脂比色板

DPD法

2.0～10mg/L　　6段階

2.0　　3.0　　4.0　　5.0　　7.0　　10

残留塩素測定器 中濃度用 本体(6段階比色板付)　×1台
角型試験管シリコンキャップ付き　×3本

ビニールケース　×1個
※DPD試薬及ヨウ化カリウム試薬は別途ご購入ください。

残留塩素測定器　中濃度用　樹脂比色板　×1枚

本体：67(W)×37(D)×156(H)mm　ビニールケース：97(W)×50(D)×170(H)mm

0.3kg

13,000

67(W)×3(D)×156(H)mm

0.1kg

7,500

品目コード

品名

測定法

測定範囲

標準比色板

構成

寸法

質量

価格￥

080540-523 080540-524

残留塩素濃度2.0～10mg/Lの目視での測定に

試験管ミキサー TTM-1型 マグネスター®MGP-101型、MGP-301型

本体 中濃度用

MGP-101型 MGP-301型

比色板 中濃度用

スイッチを切り替えれば連続運転が可能！
試験管だけでなく、約100mL程度の
少容量フラスコの撹拌・混合にも
お使いいただけます！

中高速撹拌に！
容量1000mL → MGP-101型
容量5000mL → MGP-301型
がおすすめです！
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新製品紹介
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｠100（W）×98.6（D）×72.2（H）mm　0.55kg

16,000

■別売品・消耗品およびスペアパーツ

※妨害物質が多く含まれる検水は測定できない場合もあります。

NEW NEW

ミニ遠心機 Mini-7KS型

“撹拌” に ちなんだ製品も一部ご紹介します！

特徴

仕様

●小型軽量な卓上タイプの遠心機です。　●異なる３種類のチューブを遠心できま
す（アダプターの交換が不要です）。　●フタを閉めるだけで開始できます。タイマー
付です。　●回転数は３段階から選択できます。

｠｠品目コード

型式

最大処理数

回転数

遠心加速度

タイマー

電源

寸法・質量

価格￥

｠｠050630-7

Mini-7KS

1.5mL/2.0mLチューブ×6本 0.5mLチューブ×6本
8連PCRチューブ×2本または0.2mLチューブ×16本

4,000rpm / 6,000rpm / 7,000rpm　（±500rpm）

960×g / 2,000×g / 2,900×g

0～99分59秒

AC100V　50/60Hz　11W

178（W）×160（D）×121（H）mm　1.6kg

35,000

NEW

残留塩素測定器 中濃度用 本体 残留塩素測定器 中濃度用 樹脂比色板

DPD法

2.0～10mg/L　　6段階

2.0　　3.0　　4.0　　5.0　　7.0　　10

残留塩素測定器 中濃度用 本体(6段階比色板付)　×1台
角型試験管シリコンキャップ付き　×3本

ビニールケース　×1個
※DPD試薬及ヨウ化カリウム試薬は別途ご購入ください。

残留塩素測定器　中濃度用　樹脂比色板　×1枚

本体：67(W)×37(D)×156(H)mm　ビニールケース：97(W)×50(D)×170(H)mm

0.3kg

13,000

67(W)×3(D)×156(H)mm

0.1kg

7,500

品目コード

品名

測定法

測定範囲

標準比色板

構成

寸法

質量

価格￥

080540-523 080540-524

残留塩素濃度2.0～10mg/Lの目視での測定に

試験管ミキサー TTM-1型 マグネスター®MGP-101型、MGP-301型

本体 中濃度用

MGP-101型 MGP-301型

比色板 中濃度用

スイッチを切り替えれば連続運転が可能！
試験管だけでなく、約100mL程度の
少容量フラスコの撹拌・混合にも
お使いいただけます！

中高速撹拌に！
容量1000mL → MGP-101型
容量5000mL → MGP-301型
がおすすめです！
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No.2021.07.6000Nこの印刷には責任ある森林管理の「FSC 認証紙」を使用し、環境に配慮した「水なし印刷」と「ベジタブルインキ」と「グリーン電力」を採用しています。

製品Ｑ＆Ａ

アンダーセン
AH-600本体

HV-500R型

HV-500RD型 HV-500RD1型

HV-500R-4S型

HV-RW型

HV-RW前面扉開放時 HV-RWアンダーセンタイプ

シャトルチューブ取付部品セット シャトルチューブ

HV-RWにOFD-1接続 OFD-1型 HV-500RにOFD-1接続

今回は、一般大気や作業環境測定で使用されているハイボリウムエアサンプラーについてです。

Ｑ1 SIBATAハイボリウムエアサンプラーとは？
Ａ1 100L/min以上の吸引流量を持ったエアサンプラー
で、空気中の有害物質を捕集するために使用されます。
屋外で設置して使用可能な全天候型や持ち運びが可能な
コンパクトタイプなどがあります。

Ｑ2 屋外と屋内で使用するハイボリウムエアサンプ
ラーにはどのようなものがありますか？
Ａ2
●屋外（全天候型）には、ハイボリウムエアサンプラー
HV-RW（粉じん用）、HV-RW（ダイオキシン用）、HV-RW
（アンダーセン用）があります。
●屋内（移動型）には、ハイボリウムエアサンプラー
HV-500R（粉じん用）、HV-500R-4S（作業環境用）、
HV-500RD（ダイオキシン用）、HV-500RD1（ダイオキシ
ン用）があります。

Ｑ3 屋外用と屋内用の選び方や特徴は？
Ａ3
●屋外用のHV-RW型シリーズ
・広範囲100～1200L/minの吸引流量設定が可能です。
・折りたたんで保管や設置場所への移動が可能です。
・部品交換によって、粉じん用やダイオキシン用、アンダー
セン用でご使用できます。
●屋内ハンディタイプのHV-500R型シリーズ
・吸引流量の範囲が、100～800L/minで設定可能です。
・全天候型と比べて、小型・軽量なので、現場での捕集や移
動が容易です。
・作業現場などの狭い空間でもサンプリングのしやすいコ
ンパクトなサイズです。
・部品交換によって、粉じん用やダイオキシン用にご使用
できます。

Ｑ4 日常点検や校正はどうすればよいですか？
Ａ4 デジタルオリフィス流量計OFD-1型を使用すれば、自
動校正が可能です（HV-RW型/HV-Rシリーズ）。
OFD-1には、温度センサーや大気圧センサーを内蔵して
いるので、自動で流量換算がおこなえます。


