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特許成立！特許番号　第3086677号 焼締還元電気炉は㈱誠興電機産業の特許製品です。

　作品焼成空間と加熱ﾋｰﾀｰ空間をｾﾗﾐｯｸｽ隔壁材により分離！　好きな温度で焼成雰囲気を自由に変えられます!!

1、 ﾋｰﾀｰ接触による感電事故、人や作品によるﾋｰﾀｰ破損を防止

2、 釉薬付着や薪、炭、灰との接触によるﾋｰﾀｰの変質及び断線を防止

3、 断熱材は全面ｾﾗﾐｯｸﾌｧｲﾊﾞｰ施工、省ｴﾈ、省ﾒﾝﾃ、低ﾗﾝﾆﾝｸﾞｺｽﾄ、均一温度分布 C13-PFG555K

4、 発熱線は還元用太線を使用し長寿命、ﾋｰﾀｰ交換も簡単、約1時間で全面張替可能

5、 昇温、冷却ｶｰﾌﾞも自由自在（複雑な多点（ 大20点）折れ線ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ入力が可能）　

P13-PEB335K

炉内写真

用途

型式／P13-(普及型）, C13-(ｶｽﾀﾑ型） P13-PEB335K-1Z　1SC C13-PFG555K-2Z　2SC C13-PFG775K-2Z　2SC

常用温度（℃）

炉内寸法；巾×奥行×高さ（ｍｍ） 340×340×500 490×490×500 690×690×500

制御方式／制御温度精度 　1ｿﾞｰﾝﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ式ｻｲﾘｽﾀ制御

電源電圧 ・電気容量 単相200V　・　5KW 単相/三相200V　・１0ＫＷ 単相/三相200V　・20ＫＷ

セラミック隔壁材（均熱板）

プログラム数／セグメント 1/16

重　　量（ｋｇ） 120 350 550

還元用付属品 棚板,支柱ｾｯﾄ

価格（税抜） 860,000 1,700,000 2,700,000
価格（税込１０％） 946,000 1,870,000 2,970,000

注：価格はR1．１２現在のものです。予告なしで価格変更する場合があります。

■工場　〒709-0464　岡山県和気郡和気町田原下１１０－１

TEL 0869-93-0388 FAX  0869-93-3312

電気炉事業部　 □本社　〒709-0463　岡山県和気郡和気町田原上960-2　

TEL.FAX共通 0869-93-0398

　ﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞｱﾄﾞﾚｽ ｈｔｔｐ：//ww3．tiki．ne．jｐ/~wakeseiko

本格還元電気炉P13,C13ｼﾘｰｽﾞ

株式会社　誠興電機産業　

　2ｿﾞｰﾝﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ式ｻｲﾘｽﾀ制御／±2℃以下（標準）
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株式会社　誠興電機産業　

安全第一！　焼締還元炉の特徴
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焼締還元用／焼締還元･炭化･還元・酸化

1300

高熱伝導性・高強度ｾﾗﾐｯｸ質／床・四側面　（五面加熱方式）

棚板、支柱ｾｯﾄ、蓋開閉用ｳｲﾝﾁ標準装備



　区　　分 Ｆ13-ｼﾘｰｽﾞ

　型　　式　　 PEB335K-1Z 1SC PEB335K-1Z 1SC 志野 PFG555K-2Z 2SC PFG775K-2Z 2SC F13-HB113K-3Z　30SC

　構　　成

　用　　途 大皿焼締還元用

　常用温度（℃）

　棚板寸法 □450×450 □300×300 □300×300

　棚板敷枚数 四枚敷 四枚敷

　炉内寸法　　 　幅 490 680 690

　(mm  )    　  奥行 490 680 690

　高　さ 500 500 350

　外形寸法　 　　幅 1260 1470 1570

　(mm  )  　　   奥行 1260 1460 1460

　高　さ 1100（2000） 1100（2170） 1220（2150）

　重量　　 (kg) 350 550 600

　制御方式 3ｿﾞｰﾝﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ式ｻｲﾘｽﾀ制御

　電気容量　；　KW 5 6 10 20 10

　電源電圧 ; V

　電流容量 ; A 25 30 50／(29) １00／(58) 50/（29）

　ﾋｰﾀｰ回路数 3

　制御ｿﾞｰﾝ 3

　熱電対　；Ｒ型 床・側面・天井×3本（制御用．過熱防止）

　加熱面数 床・四側面・天井（6面）

　ｾﾗﾐｯｸ隔壁材（均熱板）

　ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑﾊﾟﾀｰﾝ数

　1ﾊﾟﾀｰﾝ当りのｾｸﾞﾒﾝﾄ数

　全ｾｸﾞﾒﾝﾄ数

　ﾋｰﾀｰ形状

　ﾋｰﾀｰ材質

　ﾋｰﾀｰ太さ　；　φmm 2.6 2.9 2.6　又は　２．９

　ウインチ

　標準付属品

*　仕様は予告なく変更する場合があります。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 （　）はｳｲﾝﾁを含む寸法

なし 標準装備

棚板３枚（大穴、小穴、穴無　）支柱ｾｯﾄ各５個（L型-8、60、９０、125、225） 棚板各４枚（大穴、小穴、穴無）　支柱ｾｯﾄ各５個（L型-8、60、９０、125、225）

16 10

16 20

2.6

P13-ｼﾘｰｽﾞ（普及型）

2

1 2

Ｒ型熱電対　１本 Ｒ型熱電対　２本（中、下段）

C13-ｼﾘｰｽﾞ

　2ｿﾞｰﾝﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ式ｻｲﾘｽﾀ制御

床・四側面（５面）

1

900

1000

          焼締還元電気炉仕様一覧表   

制御盤一体型

一枚敷

1300

□300×300

焼締還元用（酸化、還元、焼締還元）

340

340
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スパイラル

3

高熱伝導性・／高強度ｾﾗﾐｯｸ質一床（４側面）

1

還元用発熱線/PX－C  or  PX-DS

単相200V 単相／(三相)・200V

500

1100

150
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炭、薪投入口

排気穴

棚板

発熱体

加熱空間

隔壁材

Ｐガス、空気導入口

焼締還元電気炉縦断面の図

三層断熱炉壁

焼成室

炭、薪投入口



４　壁部：

　　　　　　PFG-555K,775K,HB-773Kはｳｲﾝﾁﾌﾚｰﾑ上部より５０cm以上の高さ。

床、その周辺はｺﾝｸﾘｰﾄ、ﾚﾝｶﾞ、ﾀｲﾙ、不燃性ﾎﾞｰﾄﾞを敷く。電気炉はｺｰﾅｰ部に弊社が持参した耐火ﾚﾝｶﾞを敷き

その上に据える。

最低でも難燃構造が望ましい。また窯は電気製品なので、風雨が入らない構造や場所が望ましい。

熱､ｶﾞｽ、炎、煙が上昇する上部は熱遮断や火災防止を考えて不燃ﾎﾞｰﾄﾞや金属板を張り（注１）強制排気

（直径３０cm以上の換気扇等による）が必要。

　（注１）　PEB-335Kは窯の蓋より１m以上の高さ。

焼締還元電気炉設置基準

５　換気：

1　建屋：

２　窯の上部：

３　床：

壁は電気炉外周より３０cm以上離す。窯に向いた面は不燃性の材料が望ましい。

電気炉事業部

となる。七輪を大型化した物と考えて下さい。従って排ｶﾞｽ、排煙が行える方式や設備が必要です。

還元を掛ける場合、電気炉内部は温度上昇と伴に一酸化炭素ｶﾞｽが発生し、外部で燃焼し二酸化炭素（炭酸ｶﾞｽ）

（株）　　誠　興　電　機　産　業
貞國　誉

問い合わせ先 TEL 0869-93-0398    FAX0869-93-3312

携帯 090-7507-2941



◎＝お客様 ○＝弊社 ●＝専門業者

費用の発生 実施者 相談窓口 専門業者 届け出先

無 ◎ ○

無 ◎ ○

有 ◎ ○　●

有 ◎ ○　● 建築工務店 消防署＊２

有 ◎ ○　● 電気工事店 電力会社＊３

有＊４ ◎　○　● ○　● 運送会社

有＊４ ◎　○　● ○　● 運送会社

無 ○

有 ◎　○ ○

200

単相５Ｋｗ 単相６Ｋｗ 単相１０Ｋｗ 三相１０Ｋｗ 単相２０Ｋｗ 三相２０Ｋｗ

２５A ３０A ５０A ２９A １００A ５８A

８ｍ㎡ ８ｍ㎡ １４ｍ㎡ ８ｍ㎡ ２２ｍ㎡ １４ｍ㎡

５．５ｍ㎡ ５．５ｍ㎡ ８ｍ㎡ ５．５ｍ㎡ １４ｍ㎡ ８ｍ㎡

４０A ４０A 75A 50A 125A 75A

４０A ４０A 75A 50A 125A 75A

PEB-335K PEB-335K志野

１、　機種選定

２，　設置場所検討

３，　購入手続き（発注）

４，　設置（建屋）場所工事

５，　電気配線工事（一次側）

電気炉設置の手順について、通常の流れを下記に表します。

しかし、機種選定や設置に関しましては専門的な知識を必要としますので、ご不明な点は弊社までお問い合わせください。

　　　手　　　順

焼締還元電気炉導入簡易ﾏﾆｭｱﾙ

＊１　直径３０cm以上の換気扇、焼締還元焼成時には更に排気ﾌｰﾄﾞが必要

地域により費用が異なります。（発注時打合わせ）６，　電気炉配送

引き込み電源

備　　　考

別途ご相談ください。

カタログ，使用一覧参照

不燃（耐火）構造、排気装置＊１

発注時には前払金が必要

防災設備（ｶﾞｽ漏れ警報機、消火器等）

一次側：（下欄参照）

＊２　設置面積２㎡以上の場合。但し個人は除く。

搬入経路、搬入場所により費用が異なります。

（発注時打合わせ）

据付後の通電ﾁｪｯｸと取扱説明書による操作説明

漏電遮断機（感度電流100/200/500mA)切替式

ｱｰｽ線（第３種設置工事、専用ｱｰｽ）

８，　通電，操作説明（据付当日）

７，　電気炉搬入工事

過電流遮断機（ﾉーﾋｭーｽﾞﾌﾞﾚｰｶｰ）

９，　立会試運転、試験焼成

PFG-555K

PHB-773K

ｱｰｽ線太さ

漏電遮断容量

ﾉｰﾋｭｰｽﾞﾌﾞﾚｰｶｰ

対象機種

＊３　工事図面提出、工事完了後検査有り。

＊４　お客様ご自身による配送、搬入の場合は費用は発生しません。

PFG-775K

２００Ｖ電源電圧

設置電気炉

電流容量

引込線太さ
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電力会社 お客様 誠興電機産業

漏電遮断器

　（電気工事会社）

感度電流100/200/500mA切替

尚、不明な点が御座いましたら電気炉事業部　貞國までご連絡ください。

ｹｰﾌﾞﾙ５ｍ

手元ｽｲｯﾁBOX主幹電源BOX

焼締還元電気炉　電気工事　責任分担図

         TEL、FAX　　0869-393-0398　　携帯　090-7507-2941ｱｰｽは必ず行ってください。

問い合わせ先

（株）　　誠　興　電　機　産　業

        電気炉事業部 　 

         〒709-0463　　　岡山県和気郡和気町田原上960-2

ｱｰｽ

漏電遮断機が２カ所以上ある場合、

主幹電源BOXの所が早く作動する事のないようにしてください。



本社、工場　　　　TEL 0869-93-0388　　 FAX0869-93-3312　

問い合わせ先

はお客様の手配事項

〒709-0463　　　岡山県和気郡和気町田原上960-2（株）　　誠　興　電　機　産　業

TEL,FAX,メール等で弊社に連絡願います。

弊社より見積書及び未記入の注文書を送付致します。

注文書に記入捺印の上（FAX,郵送）にてお送り下さい。

見積依頼

書類送付

前入金確認後直ちに注文確認書をお送り致します。これより窯の制作を開始致します。

出　　荷

尚、不明な点が御座いましたら電気炉事業部　貞國までご連絡ください。

出荷前日

注　　文

注文確認書

前入金

電気炉の出荷予定日、搬入方法、設置等の確認のご連絡を致します。

焼締還元電気炉見積から出荷迄の手続き

納期確認

注文書発送後、一週間以内にお振込下さい。

弊社から質問 電気炉の設置希望日、、設置場所、搬入方法等打ち合わせのご連絡を致します。

＊設置日を変更される場合は、お早めに連絡をお願い致します。

出荷前日迄に、残りの金額をお振込下さい。

無事故で安全、確実に設置致します。

〒709-0464　　　岡山県和気郡和気町田原下110-1

電気炉事業部 　 TEL 0869-393-0398　携帯090-7507-2941


