
加圧脱泡装置[オートクレーブ]
Autoclave

自動加熱加圧処理装置
Automatic Cure System

ホームページ　http://www.chiyoda-electric.co.jp

本社
〒 387-0018 長野県千曲市大字新田 124
Tel.026-273-1800  Fax.026-272-5723

本社工場
〒 387-0018 長野県千曲市大字新田 793
Tel.026-214-1830 Fax.026-214-1831

八幡工場
〒 387-0023 長野県千曲市大字八幡 4601-3
Tel.026-273-1818  Fax.026-273-3976

お問い合わせ　営業部
Tel.026-214-1802  Fax.026-272-5737

URL　http://www.chiyoda-electric.co.jp

Head Office 
124 Shinden, Chikuma City, Nagano 387-0018
Tel.81-26-273-1800  Fax.81-26-272-5723

Head Plant
793 Shinden, Chikuma City, Nagano 387-0018 
Tel.81-26-214-1830 Fax.81-26-214-1831

Yawata Plant
4601-3 Yawata, Chikuma City, Nagano 387-0023
Tel.81-26-273-1818  Fax.81-26-273-3976

Contact: Sales Department
Tel.81-26-214-1802  Fax.81-26-272-5737



                  

型式［Model］

外法寸法［Outer dimension］

有効内寸法［Test area］

容積［Loading capacity］

常用圧力範囲［Pressure range］

常用使用温度［Temperature range］

重量［Weight］ 

電源（50/60Hz）［Power source］

供給圧縮空気（清浄圧縮空気）
［Pneumatic air］

圧力容器規格［Pressure vessel 
standard（Japanese standard）］

TBR-200

W480×H380×D635mm

φ200×D305mm

9.5L

0.1〜 0.5MPaG

RT ＋10℃〜70℃

42 k g 

AC100V  単相 6A   (100V AC 1φ 6A)

0.7〜1.0MPaG

第二種圧力容器準拠
Based on Class 2 pressure vessel
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❶ SUS 製圧力容器と内筒による二重内槽
Double chamber structure,an inner cylinder located in the pressure vessel
made of stainless steel

❷当社独自のマグネットカップリング方式による攪拌機構
 A ventilation fan driven by magnet coupling motor

❸安定した槽内温度分布を実現
 Realization of stable temperature uniformity of processing area

加圧脱泡装置／自動加熱加圧処理装置の特徴
Feature of Autoclave / Automatic Cure System

蓋板  Door

圧力容器
Pressure
vessel

内筒
Inner
cylinder 

温度センサー
Temp.sensor

ヒーター
Heater

攪拌ファン
Fan

マグネット
Magnet

モーター
Motor

空気の流れ
Air-flow

棚板
Shelf

　　　　　　　　　のブランドの下、チヨダエレクトリックは製品の企画開発から、
設計、生産を行うメーカーです。
Under the brand of Blue space,Chiyoda Electric is a manufacturer to do the planning and 
development, design and production of the product.
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❶小型液晶パネルのガラス基板に、偏光膜を貼り合わせたあ

との気泡除去及び接着の向上
　 Air compression system for void elimination to improve adhesion of 

polarizing film on glass substrates in LCD panel manufacture. 

❷ラボでの研究開発・試作、他品種少量生産に適した卓上型
　 Tabletop-type is suitable for R&D,trial manufature,and small lot 

production.

特長・用途 ■ Feature ･ Application 

卓上型加圧脱泡装置［オートクレーブ］ TBR-200

主要機能（Main Function）
加圧脱泡装置

（Autoclave）
自動加熱加圧処理装置

（Automatic Cure System）

TBR-200 TBR-300 TBR-400 TBR-600 TBR-901 TBR-1600 ACS-230 ACS-450 ACS-650

常 用 圧 力 範 囲 　
（MPa）
Pressure range

0.1～ 0.5 0.1～ 0.6 0.1～ 0.5 0.1～ 0.5 0.1～ 0.6 0.1～ 0.6 0.1～ 0.8 0.1～ 0.8 0.1～ 0.8

常用温度範囲（℃）
Temperature range

RT+10 ～
70

RT+10 ～
80

RT+10 ～
80

RT+10 ～
70

RT+10 ～
70

RT+10 ～
70

RT+10 ～
160

RT+10 ～
160

RT+10 ～
160

容積（Ｌ）
Loading capacity 9.5 24 55 130 580 2,850 8.8 34 163

定値制御
Constant mode ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

勾配制御（温度・圧力）
Gradient control 
(Temp./Press.) 

○ ○ ○ ○ ○ ○

プログラム制御
Program mode ○ ○ ○ ○ ○

窒素ガス対応
Nitrogen gas available ○ ○ ○

急速冷却制御
Rapid cooling mode ○ ○ ○

USB ポート（データ
記録）
USB memory port 
(For data record)

○ △ △ △ △

自動締め付け扉
Automatic clamping 
mechanism

○ ○ ○ ○

△：オプション (Option) PAT.No:5355103,5260386,5378895　他 3 件申請中
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型式［Model］

外法寸法［Outer dimension］

有効内寸法［Test area］

容積［Loading capacity］

常用圧力範囲［Pressure range］

常用使用温度［Temperature range］

重量［Weight］ 

電源（50/60Hz）［Power source］

供給圧縮空気（清浄圧縮空気）
［Pneumatic air］

圧力容器規格［Pressure vessel 
standard（Japanese standard）］

型式［Model］

外法寸法［Outer dimension］

有効内寸法［Test area］

容積［Loading capacity］

常用圧力範囲［Pressure range］

常用使用温度［Temperature range］

重量［Weight］ 

電源（50/60Hz）［Power source］

供給圧縮空気（清浄圧縮空気）
［Pneumatic air］

圧力容器規格［Pressure vessel 
standard（Japanese standard）］

TBR-300

W510×H1,370×D680mm

φ295×D350mm

24L

0.1〜0.6MPaG

RT ＋10℃〜80℃

120 kg

AC200V  単相 6A  (200V AC 1φ 6A)

0.7〜1.0MPaG

第二種圧力容器
Class 2 pressure vessel

TBR-400

W610×H1,490×D840mm

φ395×D450mm

55L

0.1〜0.5MPaG

RT ＋ 10℃〜80℃

200kg

AC200V  単相10A  (200V AC 1φ 10A)

0.7 〜 1.0MPaG

第二種圧力容器
Class 2 pressure vessel
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❶液晶パネルのガラス基板に、偏光膜を貼り合わせたあとの

気泡除去及び接着の向上

    Air compression system for void elimination to improve adhesion of 
polarizing film on glass substrates in LCD panel manufacture.

❷液晶パネルの大きさや、処理量に合わせて機種を選択出来

る中型機

   One of medium-sized equipments to be selected according to 
production volume and the size of LCD panel.

❶液晶パネルのガラス基板に、偏光膜を貼り合わせたあとの

気泡除去及び接着の向上

    Air compression system for void elimination to improve adhesion of 
polarizing film on glass substrates in LCD panel manufacture. 

❷液晶パネルの大きさや、処理量に合わせて機種を選択出来

る中型機

   One of medium-sized equipments to be selected according to 

production volume and the size of LCD panel.

特長・用途 ■ Feature ･ Application 特長・用途 ■ Feature ･ Application 

加圧脱泡装置［オートクレーブ］ 加圧脱泡装置［オートクレーブ］TBR-300 TBR-400



❶液晶パネルのガラス基板に、偏光膜を貼り合わせたあとの

気泡除去及び接着の向上

    Air compression system for void elimination to improve adhesion of 
polarizing film on glass substrates in LCD panel manufacture. 

❷液晶パネルの大きさや、処理量に合わせて機種を選択出来

る中型機
   One of medium-sized equipments to be selected according to 

production volume and the size of LCD panel.

❸温度上昇 / 圧力上昇・下降時の勾配設定が可能
     Ascent and descent gradient program are available for temperature 

and pressure control.

❶液晶パネルのガラス基板に、偏光膜を貼り合わせたあとの

気泡除去及び接着の向上
    Air compression system for void elimination to improve adhesion of 

polarizing film on glass substrates in LCD panel manufacture. 

❷計装部にタッチパネルを搭載し、様々なプログラム運転に

も対応

     It corresponds to various operation programs with touch panel easily.

❸大型の液晶パネルや大容量処理が出来る大型機です。
    Large-size equipment for large production volume and large-sized 

LCD panels.
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型式［Model］

外法寸法［Outer dimension］

有効内寸法［Test area］

容積［Loading capacity］

常用圧力範囲［Pressure range］

常用使用温度［Temperature range］

重量［Weight］ 

電源（50/60Hz）［Power source］

供給圧縮空気（清浄圧縮空気）
［Pneumatic air］

圧力容器規格［Pressure vessel 
standard（Japanese standard）］

型式［Model］

外法寸法［Outer dimension］

有効内寸法［Test area］

容積［Loading capacity］

常用圧力範囲［Pressure range］

常用使用温度［Temperature range］

重量［Weight］ 

電源（50/60Hz）［Power source］

供給圧縮空気（清浄圧縮空気）
［Pneumatic air］

圧力容器規格［Pressure vessel 
standard（Japanese standard）］

TBR-600

W800×H1,535×D1,200mm

φ550×D565mm

130L

0.1〜 0.5MPaG

RT ＋10℃〜 70℃

300 kg

AC200V  単相15A  (200V AC 1φ 15A)

0.7〜1.0MPaG

第二種圧力容器
Class 2 pressure vessel

TBR-901

W1,400×H1,830×D1,710mm

φ840×D1,040mm

580L

0.1〜0.6MPaG

RT ＋ 10℃〜70℃

1,000kg

AC200V  単相22A  (200V AC 1φ 22A)

0.7〜1.0MPaG

第二種圧力容器
Class 2 pressure vessel
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特長・用途 ■ Feature ･ Application 特長・用途 ■ Feature ･ Application 

加圧脱泡装置［オートクレーブ］ 加圧脱泡装置［オートクレーブ］TBR-600 TBR-901
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❶液晶パネルのガラス基板に、偏光膜を貼り合わせたあとの

気泡除去及び接着の向上

    Air compression system for void elimination to improve adhesion of 
polarizing film on glass substrates in LCD panel manufacture.

❷計装部にタッチパネルを搭載し、様々なプログラム運転に

も対応

     It corresponds to various operation programs with touch panel easily.

❸大型の液晶パネルや大量生産に対応できる、超大型機
    Our largest size equipment for mass production and large-sized LCD 

panel.

型式［Model］

外法寸法［Outer dimension］

有効内寸法［Test area］

容積［Loading capacity］

常用圧力範囲［Pressure range］

常用使用温度［Temperature range］

重量［Weight］ 

電源（50/60Hz）［Power source］

供給圧縮空気（清浄圧縮空気）
［Pneumatic air］

圧力容器規格［Pressure vessel 
standard（Japanese standard）］

TBR-1600

W2,320×H2,300×D2,800mm

φ1,450×D1,730mm

2,850L

0.1 〜 0.6MPaG

RT ＋10℃〜 70℃

2,000 kg

AC200V  3 相 100A  (200V AC 3φ 100A)

0.7 〜 1.0MPaG

第二種圧力容器
Class 2 pressure vessel

圧力容器
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槽内攪拌ファン
Fan
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特長・用途 ■ Feature ･ Application 

型式［Model］

外法寸法［Outer dimension］

有効内寸法［Test area］

容積［Loading capacity］

常用圧力範囲［Pressure range］

常用使用温度［Temperature range］

重量［Weight］ 

電源（50/60Hz）［Power source］

供給圧縮空気（清浄圧縮空気）
［Pneumatic air］

圧力容器規格［Pressure vessel 
standard（Japanese standard）］

オプション仕様［Option specifications］
　常用圧力範囲［Pressure range］
　常用使用温度［Temperature range］

ACS-230

W700×H1,270×D785mm

φ200×D280mm

8.8L

0.1〜0.8MPaG

RT ＋ 10℃〜 160℃

190kg

AC100V  単相15A  (100V AC 1φ 15A)

0.9MPaG

第二種圧力容器準拠
Based on Class 2 pressure vessel

0.1 〜 1.0MPaG
RT+10℃〜180℃、RT+10℃〜 200℃

❶加圧脱泡装置より、高温・高圧の条件で処理が可能
    Upper grade model to process at high temperature and pressure with 

precise control.

❷計装部にタッチパネルを搭載し、様々なプログラム運転にも対応
      Various process conditions can be programed on the touch panel easily.

❸液晶パネル・半導体・CFRPなど、色々な分野の研究開発・
試作、他品種少量生産に適した小容量タイプ

 This small system is suitable for R&D, trial production, and many kind of 
small production for various industry fields.

❹窒素ガス対応・急速冷却制御装備
      Nitrogen gas and Rapid cooling control are available.

特長・用途 ■ Feature ･ Application 

加圧脱泡装置［オートクレーブ］ 自動加熱加圧処理装置TBR-1600 ACS-230
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自動加熱加圧処理装置 自動加熱加圧処理装置ACS-450 ACS-650

型式［Model］

外法寸法［Outer dimension］

有効内寸法［Test area］

容積［Loading capacity］

常用圧力範囲［Pressure range］

常用使用温度［Temperature range］

重量［Weight］ 

電源（50/60Hz）［Power source］

供給圧縮空気（清浄圧縮空気）
［Pneumatic air］

圧力容器規格［Pressure vessel 
standard（Japanese standard）］

オプション仕様［Option specifications］
　常用圧力範囲［Pressure range］
　常用使用温度［Temperature range］

ACS-450

W995×H1,520×D1,200mm

φ395×D460mm

56L

0.1 〜 0.8MPaG

RT ＋10℃〜 160℃

500kg

AC200V  単相30A  (200V AC 1φ 30A)

0.9MPaG

第二種圧力容器
Class 2 pressure vessel

0.1 〜 1.0MPaG
RT+10℃〜180℃、RT+10℃〜 200℃

❶加圧脱泡装置より、高温・高圧の条件で処理が可能
    Upper grade model to process at high temperature and pressure with 

precise control.

❷計装部にタッチパネルを搭載し、様々なプログラム運転にも対応
     Various process conditions can be programed on the touch panel easily.

❸液晶パネル・半導体・CFRP など、処理物の大きさや量によって

機種を選択できる中型機。
    One of medium sized equipments to be selected acording to production volume 

and product size in the fields of  LCD panel,semiconductors,CFRP and others.

❹窒素ガス対応・急速冷却制御装備
      Nitrogen gas and Rapid cooling control are available.

特長・用途 ■ Feature ･ Application 

型式［Model］

外法寸法［Outer dimension］

有効内寸法［Test area］

容積［Loading capacity］

常用圧力範囲［Pressure range］

常用使用温度［Temperature range］

重量［Weight］ 

電源（50/60Hz）［Power source］

供給圧縮空気（清浄圧縮空気）
［Pneumatic air］

圧力容器規格［Pressure vessel 
standard（Japanese standard）］

オプション仕様［Option specifications］
　常用圧力範囲［Pressure range］
　常用使用温度［Temperature range］

ACS-650

W1,225×H1,570×D1,450mm

φ568×D647mm

163L

0.1 〜 0.8MPaG

RT ＋ 10℃〜 160℃

700kg

AC200V  3 相40A  (200V AC 3φ 40A)

0.9MPaG

第二種圧力容器
Class 2 pressure vessel

0.1 〜 1.0MPaG
RT+10℃〜180℃、RT+10℃〜 200℃

❶加圧脱泡装置より、高温・高圧の条件で処理が可能
    High temperature and pressure condition than Autoclve equipment.

❷計装部にタッチパネルを搭載し、様々なプログラム運転にも対応
     It corresponds to various operation programs with touch panel easily.

❸液晶パネル・半導体・CFRPなど、処理物の大きさや量によっ
て機種を選択できる中型機

   One of medium sized equipments to be selected acording to 
pro duc t ion  vo lume and pro duc t s i ze in the f ie lds o f LCD 
panel,semiconductors, CFRP and others.

❹窒素ガス対応・急速冷却制御装備
    Nitrogen gas and Rapid cooling control are available.

特長・用途 ■ Feature ･ Application 




