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温度制御装置およびシーケンシャルバルブ
ゲート制御装置の世界的なリーダーである
ガンマフラックスから、次世代の温度制御装
置：G24 をご紹介します。プラスチック工業
に主に関わっているガンマフラックスは、プ
ロセスの最適化に精通しています。G24 には
ガンマフラックスの次世代制御装置として期
待されるすべての機能が含まれています。 

n	 より使いやすく (新しいモールドウィザード) 
n	 よりお求めやすく 
n	 より小さく 
n	 より高速に 
n	 より向上した柔軟性/標準化 
n	 改善されたインターロック 
n	 Mold Doctor® 
n	 原料/プラスチック漏れの早期検知 
n	 保証期間 5 年*

パートナーシップ
ガンマフラックスの温度制御装置は、ほとん
どがホットランナー射出成形器用に使用され
ています。 しかしながら、熱硬化性の制御、
液状射出成形 (LIM)、反応射出成形 (RIM)、
インジェクションブロー成形、押出ブロー成
形、ブロー成形調整ステーション、熱成形、異
形押し出し、シート押出成形やその他のダイ
ナミックな用途にも頻繁に使用されていま
す。 これらのプロセス全てには、温度制御装
置が必要です。温度制御装置が作動しなくな
ると、プロセスは停止してしまうか、または不
能となります。 温度制御装置の仕入先を選
ぶということは、みなさんの製品や利益のた
めに非常に重要なパートナーを選ぶことと
同じです。
 

Triangulated Control Technology®

ガンマフラックスの温度制御装置には Triangulated Control 
Technology® が搭載されています。この独自の技術を使用して、制御
装置は以下を実施します。 

検知– ガンマフラックスの温度制御装置は温度を毎秒 20 回精密に
測定します。

制御– 設定ポイントより 0.03 ºF (0.014 ºC) の温度変化が発生した
場合、ガンマフラックス独自の自動最適化 PID2 制御アルゴリズムが
出力を調整します。PID2 が実際の温度変化率をモニターします。結
果、通常比例帯がオーバーシュートやアンダーシュートを抑制または
除外する前に、ヒーターへの出力が調節されます。 

実現– 位相制御アウトプットの使用により (解像度 0.1%、1000 ステ
ップ)、必要なパワーをスムーズに各ヒーターに送り、究極の温度制
御をもたらします。 

ガンマフラックス制御装置を
使って処理過程に上の３つ
の機能を活用することで、さら
に優れた温度制御を得て次
のような成果を得ることがで
きます。 

n	 より優れた品質の部品 
n	 廃物の削減 
n	 部品重量の均一性向上 
n	 原料の節約 
n	 利益率の向上

Power Priority®

｢低質量｣または極小のホット
ランナーノズルの制御には独
特の課題があります。出力と
溶解加熱履歴を平坦にするため、ガンマフラックスは PowerPriority® 
を開発いたしました。Power Priority® は出力をそれぞれのゾーンに
平滑化します。ユーザーは Power Priority® の設定点を 1 (軽負荷) か
ら 4 (重負荷) まで手動で適用する選択肢があり、もっとも必要とさ
れるところに、他に例を見ない制御を可能にします。 

保護
閉ループ湿式ヒーター ベークアウト – 毎秒 120 回 (60 Hz にて)
、G24 モジュールがヒーターの短絡チェックをおこないます。ヒータ
ー短絡が発生した場合、出力を 8.3 mm/sec以内に調整してヒータ
ー、ケーブル、制御装置を保護します。 

信頼性
ガンマフラックス製品は信頼性において市場をリードしています。ヒ
ーターの電気メインテナンスの質によりますが、予想耐用年数は 10 
～ 15 年です。ガンマフラックスの制御装置の中には、25 年以上継
続して作動しているものもあります。 
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より使いやすく (新しいモールドウィザード)
工業慣行と実際の運用は常に同じとは限
りません。G24 は 5 分間のトレーニングで理解
できるように設計されており、産業のベストプラ
クティスに従って動作するようにプログラムされ
ています。ガンマフラックスの新しいモールドウ
ィザードを使用することで、ユーザーは、(1) ゾー
ンの識別とグループの作成、(2) 設定ポイントの
入力、(3) ゾーン構成のモニタリング、(4) 高性能
のモールドスタートアップ機能、(5) 高度なゾー
ンモニタリング機能、(6) モールドの加熱、(7) メ
ニューの保存といった過程を簡単に実行できま
す。この処理をおこなっている間、ソフトウェアは
各ゾーンを自動調整し、プラスチック漏れ検知
アラームを作動させ、ヒーターの緊急機能停止
アラームをオンにして、オペレータが「良好パー
ツ」ボタンを押した後に、全てを元のモールドメ
ニューに戻します。このウィザードを使えば、誰も
が制御装置設定のプロになれます。 

よりお求めやすく
従来の複数のコンポーネントの次世代となる新
しいコンポーネントがグローバル電子機器サプ
ライチェーンを活用するため、ガンマフラックス
は既存するガンマフラックス製品において G24 
製品ラインの価格を引き下げることに成功しま
した。 長くに渡り産業における信頼性と制御装
置のリーダーそして認識されているガンマフラ
ックスが、他社よりもお求めやすい価格と G24 
制御装置の優れた性能を一体化しました。

より小さく
各制御モジュールの出力レーティングは、15 ま
たは 30 アンペア/ゾーンになります。ひとつの
制御ブロックに最大で 24 のゾーンを配置でき
ます。この 128 ゾーン制御装置の設置面積は、
ガンマフラックス TTC 製品ラインと比較すると 
48 %小さくなっています。

より高速に
G24 は、最速で 0.1 秒の画面更新率を持つ産業用 USB 接続性を使
用しています。画面に制御番号をリアルタイムでストリーミングする
ため、ユーザーはツール内で何が発生しているのかよくわかり、認
識しづらい問題を診断することができます。 

より向上した柔軟性/標準化
標準の 2 ゾーンの 15 アンペア/ゾーン出力モジュールにより、チッ
プとマニホールドゾーンの両方を簡単に制御することができるた
め、無理のない生産スケジューリングで制御装置を様々な分野のモ
ールドに対して簡単に使うことができます。G24 では、RMS 制限機
能を使って最大出力を 15 アンペアにして 15 アンペアモジュールを
使うことで、最大で 30 アンペアゾーンまで制御することが可能です。
ガンマフラックスで標準化した場合、特有の用途に合った最適なマ
ニホールド製造業者を選択することができます。制御装置/マニホ
ールドを組み合わせた場合、必然的に複数の企業の制御装置をサ
ポートし、学ぶ必要が生じます。 

改善されたインターロック
近年のツールは、往年のツールよりも洗練されており精度が高くな
っています。機械装置のインターロックが不良部品が生産されるの
を防ぎ、壊滅的な被害を回避します。G24 では、画面上のインターロ
ック信号反転と手動で実施する信号テストにより、インターロック作
業がかつてないほど簡単になり、セットアップが高速化しました。 

Mold Doctor®

Mold Doctor® でトラブルシューティングを自動化できます。突然発生
し、プロセスには変化を生じない認識しがたい問題を、定量熱力学
ゾーン分析を使用して診断することができます。 

漏れの早期検知
モールドに原料/プラスチックが漏れた場合、前者のエアスペース
が塞がれます。エアスペースを取り除くと、その周りのエリアにヒー
トシンクが形成されます。自動モードでは、熱での紛失を埋め合わ
せるために制御装置が電力を増加します。新しいモールドウィザー
ドは、ワットの基準値を自動設定して、オペレータが「良好パーツ」
ボタンを押した後に、アラームを作動します。実際の消費電力を正
確に測ることで、ツールルームに立ち寄って確認するだけか、何週
間もの生産性を損失するかの違いが生まれます。

保証期間 5 年 *
G24 制御装置はすべ
て5 年間の完全保証
が付いており、弊社に
対するお客様のご期
待に応えられる業界
をリードする世界的
なサービスおよびサ
ポートでバックアップ
されています。
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128 ゾーン
 96 キャビティ
 Delta: 150 アンペア 
 Wye: 70 アンペア

   幅：20 インチ / 50.8 cm 
   奥行：23 インチ / 58.4 cm  
   高さ：50.25 インチ / 127.6 cm

*  タッチスクリーンインター
フェースは 2 年間保証。



制御ブロック
ハーフサイズ制御ブロック
12 ゾーン (15 アンペア/ゾーン)
各エンクロージャの最大ゾーン数と
ブレーカーが表示されています

オプション
リモートマウント タッチスクリーン 
21 フィート (6.4 メートル) または 42 フィー
ト (12.8 メートル) 
デイジーチェーン
複数のケースを接続します

制御ブロック
フルサイズ制御ブロック
24 ゾーン (15 アンペア/ゾーン) また
は 6 ゾーン (30 アンペア/ゾーン)
各エンクロージャの最大ゾーン数と

ブレーカーが表示されています

T1
24 ゾーン

Delta: 100 アンペア
Wye: 60 アンペア

M
12 ゾーン

Delta: 50 アンペア
Wye: 30 アンペア

S3
72 ゾーン

Delta: 200 アンペア
Wye: 100 アンペア

S1
24 ゾーン

Delta: 100 アンペア
Wye: 60 アンペア

MS
12  ゾーン

Delta: 50 アンペア
Wye: 30 アンペア

S2
48 ゾーン

Delta: 100 アンペア
Wye: 60 アンペア

S2
48 ゾーン

Delta: 200 アンペア
Wye: 100 アンペア

T1
24 ゾーン

Delta: 150 アンペア
Wye: 80 アンペア

T2
48 ゾーン

Delta: 100 アンペア
Wye: 60 アンペア

T2
48 ゾーン

Delta: 200 アンペア
Wye: 100 アンペア

概
要

標準構成

標準ブレーカー
ケース 30 50 60 70 80 100 125 150 200 250 300
M または MS    D または W Delta

S または T ショートトップ    D または W    D または W Wye Delta  Delta     

S1 または T1 トールトップ     D または W Wye Delta Wye Delta Delta Delta   

S2、S3 または T2 トールトップ     D または W Wye Delta Wye   D または W Delta Delta Delta  

D トールトップ     D または W Wye    D または W    D または W   D または W   D または W   D または W Delta Delta



ケーブルハンガー

G24 制御装置すべてに使用できるオプシ
ョンのケーブルハンガーです。スチール
製で、耐久性を備えた両側のケーブルホ
ルダーにより、制御装置の保管や運搬が
簡単になります。

変圧器

オプションで 480 VAC から 240 VAC Delta/Delta 三相交流 2:1 ステップ
ダウン変圧器をご用意しています。小さな変圧器容器には 15、30 また
は 45 kva の変圧器を収納できます。より大きい変圧器容器には 75 また
は 112 kva の変圧器を収納できます。各々の変圧器容器は取り外し可
能であり、強制冷却装置と独立したブレーカーが搭載されています。

D2
96 ゾーン

Delta: 300 アンペア
Wye: 200 アンペア

D3
144 ゾーン

Delta: 300 アンペア
Wye: 200 アンペア

D4
192 ゾーン

Delta: 300 アンペア
Wye: 200 アンペア

概
要

ケーブルハンガー 変圧器
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モールドのトラブルシューティング
Mold Doctor® は、4 つの診断テストからなるオフライン (ツール
ルーム) の高度なトラブルシューティング・ツールです。  

配線分析： ツールの配線をチェックします。このソフトウェアは、
配線に誤りがあるゾーンとその修正方法について、ユーザーに
明確に指摘します。

フォールト分析： 次の問題を迅速に識別します：オープン熱電
対、反転している熱電対、挟まった熱電対、オープンヒューズ、ヒ
ーターのショート/湿気、オープンヒーター、コントロール不良の
出力、および接地故障。

熱力学分析： 選択された全てのゾーンを、自動的に 
400 ºF (204 ºC) まで加熱し、次に 330 ºF (165 ºC) まで冷却
します。加熱および冷却プロセスの間、Mold Doctor® は重
要な情報を記録して、ユーザーに報告します。似通ったゾ
ーンを互いに比較することで、4 つの重要分野 (抵抗、電
力消費、加熱速度、冷却速度) における主な違いが判明す
るため、解決する方法を導くことが可能です。ツールに問
題が無ければ、熱力学分析の結果を確認済みの「良好パ
ーツ」基準として保存します。モールドの性能実績ツール
を使えば、今後の問題分析も簡単です。 

モールドの性能実績： 既知の「良好な」熱力学分析の基準と、現
在「問題視」している熱力学分析結果を、ユーザーが簡単に比較
できるようにします。確実なデータを使って、モールドを直観的に
トラブルシューティングすることが可能です。 

迅速簡単に、技術者の手をわずらわせることなく施設内で制御装置の
キャリブレーションを実行することが可能です。制御装置に相当する
熱電対ソースを確立します。キャリブレーターの値と制御画面の値に
違いがあれば、キャリブレーションエラーとなります。キャリブレーショ
ン ソフトウェアは ± 0.2 ºF (± 0.1 ºC) の精度でエラーを修正します。 
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Mold Doctor®

キャリブレーション



Gammavision®

Gammavision® グラフレコーダ
ー＆統計分析ソフトウェアで
は、ホットランナーツールのパ
フォーマンスを記録し、レポー
トを USB ドライブに出力した
り、再生モードを利用して生産
工程データベースを画面上で
確認することができます。折れ
線グラフ上で現在の作業を一
時停止して、画面上に手動また
は自動でインジェクション マ
ークを挿入することで、より綿
密な分析を実施することが可
能です。 

Cavity Map Pro™

キャビティマップを簡単に作成
して、モールドメニューに保存
することができます。画面にツ
ールが表示されるため、ユー
ザーはチップレイアウトの共通
パターンを瞬時に作成するこ
とができます。詳しく確認する
ゾーンを選択して画像を反転
させることで、どのゾーン/キャ
ビティを変更または確認する
必要があるのか簡単に識別で
きます。

よ
り

高
速

に
より高速に (0.1 秒の画面更新率)

Cavity Map Pro™

[インジェクション 
マーク]

[一時停止]



改善されたインターロック
近年のツールは、往年のツ
ールよりも洗練されており精
度が高くなっています。機械
装置のインターロックにて不
良部品が生産されるのを防
ぎ、壊滅的な被害を回避しま
す。G24 では、画面上のイン
ターロック信号反転と手動で
実施する信号テストにより、イ
ンターロック作業がかつてな
いほど簡単になり、セットアッ
プが高速化しました。

漏れの早期検知 
写真例
右側の写真は、ガンマフラックス
のワット/リークアラームで早期に
検知された漏れの実際の写真で
す。ご覧になるとわかるように、原
料がチップの裏側まで漏れ始め
ていますが、配線には届いていま
せん。配線にプラスチックが被さ
ってしまうと、ヒーターや熱電対、
またはその両方を交換しなけれ
ばなりません。漏れを早期に検知
することで、コストを削減出来る
だけでなく、成形作業を早く再開
できるようになります。 

発見が遅れた - 例

アラームで検知された実際の漏れ

「完全自動」モールディング

漏れの早期検知
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   タッチスクリーン選択肢
 LEC TTC G24  G24 
   ミニ フル 
コアの詳細
温度制御 n	 n	 n	 n
温度制御 - 最大ゾーン 24 280 48 480
シーケンシャルバルブゲート制御装置 - 統合オプション  n
シーケンシャルバルブゲート制御装置 - 出力   8/16/32   
保証期間 5 年 (タッチスクリーンインターフェースは 2 年間保証)  n	 n	 n	 n
モジュール設計  n	 n	 n	 n
制御装置起動時間 - 瞬時 n	 n	 n	 n
インターフェース不良時 – 制御装置は継続して制御 n	 n	 n	 n
非常時用インターフェース - Windows® コンピュータを使用  XP XP	 XP または 7 XP または 7
または 7XP または 7 自動/手動制御 n	 n	 n	 n
ゾーン 「オン」、「オフ」、「ロックオフ」 n	 n	 n	 n
0.1単位の設定ポイント    n	 n	 n
Power Priority® を使用する適応性のある PID2 制御アルゴリズム n	 n	 n	 n
アルゴリズムを 1 秒に 20 回実行  n	 n	 n	 n
チューニング範囲の拡大 (高速/低速)  n	 n	 n	 n
出力解像度 0.1 ％  n	 n	 n	 n
出力減衰 - 最大出力 (1 ％毎の増加)    n	 n
RMS 制限がモジュール最大値 - より大きなヒーターの制御    n	 n
位相制御 (1000 ステップ、0.1 ％)  n	 n	 n	 n
湿式ヒーター ベークアウト  n	 n	 n	 n
手動モード時の出力補正  n	 n	 n	 n
温度(華氏/摂氏) n	 n	 n	 n
熱電対 J/K n	 n	 n	 n
熱電対 (T/C) フィルター - なし  n	 n	 n	 n
T/C解像度 0.03 °F (0.014 °C) フルスケール以上  n	 n	 n	 n
T/C キャリブレーション精度 0.2 °F (0.1 °C) フルスケール以上  n	 n	 n	 n
動作温度 32 ～ 122 °F (0 ～ 50 °C)  n	 n	 n	 n
入力電力 180～265 VAC、オプションで 480 VAC  n	 n	 n	 n
Delta/Wye変換オプション  n	 n	 n	 n
負荷に合わせたブレーカーサイズ - TTC/G24 - 最大 300 アンペア  n	 n	 n	 n

実際値
実際の温度  n	 n	 n	 n
出力％  n	 n	 n	 n
設定ポイントからの偏差    n	 n	 n
アンペア (解像度 0.01 アンペア）  n	 n	 n	 n
ボルト   n	 n	 n
ワット   n	 n	 n
キロワットモニター (瞬間、平均、最大、最小)    	 n
オーム   n	 n	 n

アラーム
(+) 高温 (調整可、初期値 20 º F [10 º C]) n	 n	 n	 n
(-) 低温 (調整可、初期値 20 º F [10 º C]) n	 n	 n	 n
オープン熱電対 (出力％を記憶) n	 n	 n	 n
熱電対が逆転 n	 n	 n	 n
熱電対の挟まり (時間は調節可能) n	 n	 n	 n
オープンヒューズ n	 n	 n	 n
ヒーター短絡/湿り n	 n	 n	 n
ヒーター短絡限界値の設定が可能 (アンペア) 	 	 n	 n
オープンヒーター n	 n	 n	 n
無制御出力 (継電器パワーのカットオフ) n	 n	 n	 n
ヒーター耐性のモニタリング (故障予想)   n	 n	 n
ヒーター消費電力のモニタリング (漏れ検知) - 自動計算   n	 n	 n
接地故障検知 	 	 n	 n
危機的過熱アラーム (調節可) n	 n	 n 	 n
プログラム可能なアクションでの温度モニタリング (J/K)   n	 n	 n
アラーム履歴 - ゾーンアラーム    n	 n	 n
アラーム履歴グラフ - ゾーンアラーム    	 n
ゾーンアラーム設定 - 「なし」、「点滅」、「点滅＆連絡」   n	 n
アラーム履歴 - システムとステータス 	 	 n	 n
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   タッチスクリーン選択肢
 LEC TTC G24  G24 
   ミニ フル 
オペレーション機能
メニュー保存   1000+ 40 1000+
メニュー 「自動保存」 (オプション)   	 n
プログラム可能なグループ   n	 n	 n
即時グループ分け   n	 n	 n
シーケンス開始 (遅延タイマー使用で最大 4 段階まで)   n	 n	 n
シーケンス冷却 (遅延タイマー使用で最大 4 段階まで)   n	 n
シーケンス電源投入 - 手動で起動   n	 n	 n
ブースト(時間/量を選択可) - 自動モード  n	 n	 n	 n
ブースト (時間/量を選択可) - 手動モード    n	 n
トリム   n	 n	 n
均等加熱 (制御された加熱 - 20 °F [10 °C] 最大値差異あり)  n	 n	 n	 n
均等冷却 (制御された冷却 - 15 °F [7 °C] 最大値差異あり)   n	 n	 n
自動設定ポイント上限  n	 n	 n	 n
手動設定ポイント上限  n	 n	 n	 n
セキュリティレベル  n	 n	 n	 n
セキュリティレベルのカスタマイズ (4 レベル)    	 n
起動時の「オン」または「オフ」 (「アースク」タッチスクリーンのみ)  n	 n	 n	 n
手動記録された出力％の自動読込   n	 n	 n
オペレータ識別   n	 	 n
リアルタイムのデータオーバーレイを用いるツールのグラフィック描画   n	 	 n

「ミラー」ボタンでの Cavity Map Pro® の起動    	 n
熱電対の「再配線」   n	 n	 n
出力のコピー   n	 n	 n
システムが「オフ」になるまでの待機タイマー 	 n  n	 n
PDF 作成  n  n	 n
PDF ビューア - ファイルのインポートまたはエクスポート   n	 	 n
USB ポート   n	 n	 n
オンラインヘルプ   n	 n	 n

ソフトウェア機能
新しいモールドウィザード     n n
最大画面更新率 (秒) 6  0.5  1 0.1
E-Z スクリーン - 5 分で理解可能    n	 n
Gammavision® (SPC データ/グラフ分析)   n	 	 n

「インジェクション マーク」での折れ線グラフの一時停止 (手動および自動)    	 n
即時データ報告 (時間)          / 24 24  24 48
データレポートの保管 (最大 1 年間) - PDF フォーマット   n	 	 n
Mold Doctor® (高度なトラブルシューティング)   n	 n	 n
キャリブレーション (フルスケール時の精度 0.2 °F [0.1 °C] )   n	 n	 n
画面の印刷   n	 n	 n
USB ドライブへの出力   n	 n
ネットワークの構築 (イーサネット IP) - .csvファイルのストリーミング - 双方向   n	 n	 n
リモートトラブルシューティング/操作   n	 	 n
フィールドソフトウェアによるエンクロージャコネクタおよびピンの認識  	 	 	 n
動作中の日時の変更   n n
動作中のタッチスクリーンのキャリブレーション   n n
Windows® タスク用オンスクリーンキーボード    n n
本モジュール検索 LED  n	 n	 n
デイジーチェーン ケース n	 n	 n	 n

入力 (24 VDC が必要)
スタンバイ n	 n	 n	 n
原料の保護  n	 n	 n
抑止/許可 n	 n	 n	 n
シーケンス開始   n	 n
シーケンス起動  n	 n	 n
リモート ブースト  n	 n	 n
モールド ID - 63 の組み合わせ - 自動メニュー読込  n	 	 n
シーケンス冷却   n	 n
均等冷却   n	 n
水流インターフェース   n	 n
冷却装置インターフェース   n	 n
バレル温度インターフェース   n	 n
乾燥装置インターフェース   n	 n
補助装置インターフェース   n	 n
外部マニホールド漏れ検知 (Airtect)      n	 n

出力
再設定可能なアラーム出力  n n	 n	 n
再設定不可なアラーム出力  n	 n	 n
ステータスページでの出力「実行を承認」   n	 n		 n
警報付きアラーム   n	 n		 n
インターロックのセットアップを高速化する手動による有効化/無効化    n n

  限定機能
  タッチスクリーンまたはノート型パソコンが必要 (LEC)
  Windows XP® およびWindows 7® は、Microsoft Corporation の登録商標です



性能
 熱電対較正精度 0.2 °F (0.1 °C) 
 制御精度 (定常状態) ± 0.1 °F (±0.05 °C))
 ヒーターショート検知時間 60 Hz で 8.3 ミリ秒または毎秒 120 回の
 PID2 アルゴリズム実行時間 50 ミリ秒または毎秒 20 回
 チューニング 自動、自己最適化、手動オーバーライド
 手動モード 電圧偏差に対する出力補正
 華氏または摂氏 現場で選択
 動作範囲 0 ～ 932 °F (0 ～ 500 °C)
 出力範囲 0 ～ 240 VAC、位相角制御、1000 ステップ 
 スタンバイ温度 ユーザー選択可能 (0 ～ 932 °F、0 ～ 500 °C)
 リモート入力 24 VDC

入力
 熱電対 J タイプが標準、K タイプも選択可 
 冷接点補償 エンクロージャに内蔵
 外部抵抗 10 Meg. オーム 
 T/C の長さによる 温度偏差 なし

電気
 入力電圧 180 ～ 265 VAC  Delta/Wye (相電圧)
 周波数範囲 47-53 Hz, 57-63 Hz
 動作雰囲気温度 32 ～ 122 °F (0 ～ 50 °C)
 湿度範囲 10 - 95% 結露なし
 出力モジュールレーティング 240 VAC、 2 ゾーン – 15 アンプ/ゾーン、 3600 ワット 
   240 VAC：1 ゾーン – 30 アンペア/ゾーン、7200 ワット
 通信用電気的規格 産業用 USB 2.0

性能基準
 米国、カナダ、 および国際規格： CE マーク、EMC、 IEC 61000 - (6-2、6-4、4-2、4-3、4-4、4-5、4-6、4-11)
 * 以下を 満たすように 設計されています。 安全性 * IEC 61010、UL-508、UL-873 および CSA

言語
   英語、ドイツ語、フランス語、チェコスロバキア語、ロシア語、イタリア語、
   スペイン語、ポルトガル語、

物理的特性 
 *高さ 幅 奥行 *重量
 (インチ/ミリメートル) (インチ/ミリメートル) (インチ/ミリメートル) (ポンド/キログラム)

Mケース 20.00/508 10.00/254 12.50/318 50.0/22.7
MSケース 36.50/927 23.00/584 20.00/508 75.1/34.1
T1 ケース - ショート トップ 21.25/540 10.00/254 23.00/584 75.1/34.1
T1 ケース - トール トップ 25.75/654 10.00/254 23.00/584 80.1/36.3
T2 ケース - ショート トップ 32.00/813 10.00/254 23.00/584 130.4/59.1
T2 ケース - トール トップ 36.50/927 10.00/254 23.00/584 135.4/61.4
S1/S2 ケース - ショート トップ 35.00/889 20.00/508 23.00/584 139.4/63.2
S1/S2 ケース - トール トップ 39.50/1003 20.00/508 23.00/584 144.4/65.5
S3 ケース - トール トップ 50.25/1276 20.00/508 23.00/584 199.7/90.6
D2 ケース - トール トップ 39.50/1003 20.00/508 23.00/584 243.6/110.5
D3 ケース - トール トップ 50.25/1276 20.00/508 23.00/584 343.2/155.7
D4 ケース - トール トップ 61.00/1549 20.00/508 23.00/584 442.8/200.9

グローバル本社
	*		ガンマフラックス本部
	 	 米国 20166 バージニア州スターリング
	 	 	エグゼクティブ・ドライブ 113 番地
	)	(800) 284-4477、または、 
	)	+1-(703) 471-5050
	7 +1-(703) 689-2131
	8 info@gammaflux.com
  www.gammaflux.com

ヨーロッパ本社
	*		ガンマフラックス	ヨーロッパ株式会社
	 	 	ドイツ、ヴィースバーデン・エルベンハイム
  D-65205 バーンシュトラッセ 9a
	) +49-(0)-611-973430
	7 +49-(0)-611-9734325
	8  info@gammaflux.de
  www.gammaflux.de

アジア パシフィック本社
	*		ガンマフラックス	ジャパン
	 	山口県宇部市
	)7 +81-(836) 54-4369
  ガンマフラックス	インド
	)  +91 9961922888
	8  asia-pacific@gammaflux.com
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高さや重量にスクリーンは含まれていません。  
仕様は予告なしに変更されることがあります。


