大気遮断型試料輸送容器
型式: FFTC v2
【製品概要】大気遮断環境を数日間維持。ビューポートから内部の状態観察が可能。
ステンレス鋼・石英ガラス・フッ素ゴムのみの構成により、超純水及び有機溶媒での洗
浄が可能。各種試料保持用オプションを用意。

容器概略図

（オプション）

容器内断面
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大気遮断型試料輸送容器
型式:FFTC v2
【製品構成】
・フタ（FFTC-CAP, x1, SUS304）
・ベース（FFTC-BASE, x1, SUS304）
・Ｏリング（シール用 x2、スリップ防止 x2）（フッ素ゴム）
・ボルト（x6, SUS316L）
・ビューポート用窓（x1, 合成石英 厚さ 3mm）
※

通し番号の刻印がフタ、本体に入ります

【オプション部品】
FFTC-GAUGE
FFTC-VCPP
FFTC-BLDB
FFTC-QZHLD-AP
FFTC-QZHLD-BP
FFTC-QZSPC
FFTC-PIN-FM

：
：
：
：
：
：
：

輸送容器ネジ基準片
輸送容器用真空ポート
輸送容器組立ベース
φ10 石英容器ホルダ
φ15 石英容器ホルダ
石英容器ホルダ用スペーサー
試料用ピン固定具

FFTC-PIN-01
FFTC-PIN-02
FFTC-QZC-1
FFTC-QZC-2
FFTC-QZC-3

：
：
：
：
：

試料用ピン
試料用ピン（段付き）
1mm 深さ石英容器
2mm 深さ石英容器
3mm 深さ石英容器
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佐藤精機株式会社

管理営業部

宛

〒671-1261 兵庫県姫路市余部区下余部 240-6
TEL: 079-274-1047 FAX: 079-273-6964 MAIL: sscho@d1.dion.ne.jp

【お客様カード】

・お手数ですが、下記事項をご記入ください。

会社名
〒
住所
電話番号

FAX

部署

ご担当者名

メールアドレス
配送先住所
配送先電話番号
配送希望日
通信欄
ご希望等がございました
ら、ご記入ください。

【注文書】



ご入り用数をご記入ください。



ご注文数にもよりますが、納期は概ね受注後約 1 ヶ月となります。

品番

品名

FFTC-v2

輸送容器

FFTC-GAUGE

輸送容器ネジ基準片

FFTC-VCPP

輸送容器用真空ポート

FFTC-BLDB

輸送容器組立ベース

FFTC-QZHLD-AP φ10 石英容器ホルダ
FFTC-QZHLD-BP

φ15 石英容器ホルダ

FFTC-QZSPC

石英容器ホルダ用スペーサー

FFTC-PIN-FM

試料用ピン固定具

FFTC-PIN-01

試料用ピン

FFTC-PIN-02

試料用ピン（段付き）

FFTC-QZC-1

1mm 深さ石英容器

FFTC-QZC-2

2mm 深さ石英容器

FFTC-QZC-3

3mm 深さ石英容器




本カタログの記載内容は予告なく変更する場合があります。
価格、納期はお問い合わせください。

数量

備考

Air shielding sample transport container
Model : FFTC v2
【Product summary】The

container keeps an air blocking environment for

several days. A viewport is available. The constuitutions are stainless steel, quartz
glass and fluoro rubber. Ultra pure water and organic solvents are available for
washing and cleaning. Various sample holding options are available.

Viewport
φ24mm

Appearance
FFTC Cap
Material SUS304
Silica glass
O-ring
Assembly base (option)
Material SUS304
O-ring

FFTC Body
Material SUS304

Sectional view

Sato Seiki Co. Ltd.

sample space

Shimoyobe 240-6, Yobe-ku, Himeji,
Hyogo 671-1261 Japan
TEL:+81-79-274-1047,
FAX:+81-79-273-6964
sscho@d1.dion.ne.jp
http://ssc-e.co.jp/

The product specifications are subject to alteration without notice for
the purpose of product improvement.
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Air shielding sample transport container
Model : FFTC v2
【Component】
・Cap（FFTC-CAP, x1, SUS304）
・Base（FFTC-BASE, x1, SUS304）
・O-rings（x2 seal, x2 anti-slip）（Fluoro rubber）
・Bolts（x6, SUS316L）
・Viewport（x1, Silica glass, 3mm-thick）
*

Serial numbers are marked on Cap and Base.

【Option list】
FFTC-GAUGE
FFTC-VCPP
FFTC-BLDB
FFTC-QZHLD-AP
FFTC-QZHLD-BP
FFTC-QZSPC
FFTC-PIN-FM

：
：
：
：
：
：
：

Screw reference piece
Vacuum port
Assembly base
φ10 Quartz container holder
φ15 Quartz container holder
A spacer for Quartz container holder
Sample pin fixture

FFTC-PIN-01
FFTC-PIN-02
FFTC-QZC-1
FFTC-QZC-2
FFTC-QZC-3

：
：
：
：
：

Sample pin (straight)
Sample pin (stepped)
Quartz container 1mm-depth
Quartz container 2mm-depth
Quartz container 3mm-depth
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To Sato Seiki Co. Ltd.
Shimoyobe 240-6, Yobe-ku, Himeji, Hyogo 671-1261 Japan
TEL:+81-79-274-1047, FAX:+81-79-273-6964
MAIL:sscho@d1.dion.ne.jphttp://ssc-e.co.jp/

【お客様カード】

・お手数ですが、下記事項をご記入ください。

会社名
〒
住所
電話番号

FAX

部署

ご担当者名

メールアドレス
配送先住所
配送先電話番号
配送希望日
通信欄
ご希望等がございました
ら、ご記入ください。

【注文書】



ご入り用数をご記入ください。



ご注文数にもよりますが、納期は概ね受注後約 1 ヶ月となります。

品番

品名

FFTC-v2

Transport container

FFTC-GAUGE

Screw reference piece

FFTC-VCPP

Vacuum port

FFTC-BLDB

Assembly base

数量

備考

FFTC-QZHLD-AP φ10 Quartz container holder
FFTC-QZHLD-BP

φ15 Quartz container holder

FFTC-QZSPC

A spacer for Quartz container holder

FFTC-PIN-FM

Sample pin fixture

FFTC-PIN-01

Sample pin (straight)

FFTC-PIN-02

Sample pin (stepped)

FFTC-QZC-1

Quartz container 1mm-depth

FFTC-QZC-2

Quartz container 2mm-depth

FFTC-QZC-3

Quartz container 3mm-depth

 The product specifications are subject to alteration without notice for the purpose of product improvement.
 Please feel free to contact us for prices and delivery.

