
  
 
 
 
 
 
 

Model 5031/5032 
 

5031/5032 Features 

> Excellent temperature stability, better than 
0.03 °C over 24 hours  

 

> Cooling capacity up to 6 0C below ambient 
 

> Temperature range 15 0C to 50 0C 
 

> Forced air circulation ensures uniform 
temperature 

 

> Large volume enclosure –  over 82 Liters 
 

>  Enclosure is fully EMI shielded 
 

> Convenient front access door. Side access 
hole for cables and probes 

 

> Perfect for Checking Temperature Coefficient 
of Precision Air Resistors 

 

> Fully Programmable Via the Optional IEEE-
488.2 Interface 

 
 

 

The 5031/5032 Air Baths provide a perfect 
environment under a wide range of operating 
temperatures for precision equipment such as the 
Guildline 9334A Resistance Standards. 

 

The air bath design consists of a painted shell outer cabinet 
that houses a stainless steel inner chamber.  Inside, two 
removable shelves allow precision resistance standards or 
other devices to be positioned and monitored.  Access to the 
chamber is via a full size hinged front door.  Cables can enter 
through a 69 mm (2.7”) diameter side opening.  Temperature 
monitoring is provided through the front panel display using a 
precision temperature probe. 
 

The Guildline Model 5031/5032 Air Baths are a superb choice 
for precision controlled operating environments without the 
mess and expense of fluid bath operation. 
 

Their uses include thermal stressing of precision materials, 
automatic calibration of thermistors and temperature 
elements, maintenance of a constant temperature 
environment for electrical references, and studies of the effect 
of temperature variation on electrical references. 

The Easy Solution For Precise Temperature Control 

Variable Temperature Air Bath 

G uildline Model 5031/5032 are precision air baths providing 
uniform constant temperature over a wide operating   

range.  With improved temperature coefficients of many 
products today, a high quality air bath can be an excellent 
alternative to traditional fluid baths. 
 

Considerable design effort has gone into producing a stable 
and uniform chamber temperature. This is achieved by forcing 
air between the front and rear shells of the chamber and then 
up through strategically located openings in the floor, which 
results in a uniform distribution over the entire chamber.   
 

Two circulation fans provide excellent circulation plus a 
measure of redundancy.  In the unlikely event of a fan failure, 
the second fan will continue to allow operation with some 
reduction in control precision until repair is possible.  
 

Unlike fluid baths, there are no expensive supplies to replenish, 
and operation is tidy and contained. This high quality unit can 
be operated on a bench or free-standing. These Air Baths have 
also been designed for ease of field maintenance through the 
use of modular components and sub-assemblies. 
 

These air baths utilize Peltier cooling which allows the 
operating temperature to be set up to 6 0C below ambient.  
Incandescent heaters allow operation up to 50 0C.  For 5031, 
temperature set point is selected using a front panel 4-decade 
digital switch to the nearest 0.010C;  for 5032, temperature is 
set via  front panel keyboard, or IEEE488.2 and RS232C 
interfaces to the nearest 0.0010C. 
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正確な温度管理の簡単な解決法
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Guildlineのモデル5031/5032は広い温度範囲で安定した均一な、しかも精密な温度管理ができるエアバスです。今日の温度係数が改善された多くの製品の内、高品質の気中型エアバスは伝統的な液体バスを置き換える優れた製品です。
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チャンバー内を一定で均一な温度を保たせるために多くの重要な設計努力がなされました。これは前面と後面のチャンバーシェルの間、そして床から戦略的に空間を取ってある下部を強制的に空気を対流させる事で実現できました。
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2台の空気循環用ファンは空気の流れを良くするだけではなく、冗長性も備えた設計になっています。可能性は低いのですが、万一、1台のファンが故障しても、もう1台のファンは回り続けるので、温度管理の精度は若干落ちるものの故障したファンを修理するまでエアバスの使用を継続することができます。
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液体バスと異なり、高価な消耗品の補充は不要で、使用で汚れることもありません。この高品質のエアバスはベンチの上に置く事も、床上に直に設置して使用する事もできます。また、現場での保守性を考慮し、モジュール部品やサブアセンブリーを使用した設計になっています。
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エアバスはペルチェ冷却を利用しているので外気温度より６℃まで下の温度を設定できます。ヒーターは白熱灯を使用していて、上の温度は５０℃まで設定可能です。モデル5031の場合、フロントパネル上の4桁の十進法デジタルスイッチにより０．０１℃の単位で温度設定ができ、モデル5032の場合はフロントパネルのキーボードあるいはIEEE488.2またはRS232Cインターフェイスにより０．0０１℃の単位で温度設定ができます。
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モデル５０３１/５０３２エアバスはGuildline 9334A標準抵抗のような精密機器のために、広い温度範囲に亘り完全な温度環境を提供します。
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エアバスはステンレス製の内部チャンバーと塗装された外側のキャビネットで構成されています。内部には取外し可能な二つの棚があり、精密な標準抵抗あるいはその他の機器を収納し、モニターが可能です。チャンバーへのアクセスはフルサイズの全面開閉ドアから行えます。ケーブルは側面の直径69mm(2.7”)の穴を通して入れる事ができます。温度は精密な温度プローブを使用し、全面パネルのディスプレイでモニターできます。
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Guildlineのモデル5031/5032エアバスは、厄介で費用のかかる液体バスを使用せずに、正確な温度管理を行うための優れた選択となります。
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使用用途としては、精密材料の熱応力試験、サーミスタあるいは温度素子の自動校正、電気標準のための一定温度環境の維持、あるいは温度変化が電気標準に与える効果の研究等があります。
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モデル５０３１/５０３２エアバスの特色
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>　優れた温度安定性：24時間で0.03℃以下の変動>　冷却能力：　外気温度より６℃まで低温>　温度範囲：　１５℃　～　５０℃>　強制空気循環により均一な温度>　大容量チャンバー：　８２リットル超>　完全な電磁波シールド筐体>　アクセスに便利な正面扉、ケーブルおよびプロ   ーブ用の側面穴>　精密気中抵抗の温度係数検査に最適>　オプションのIEEE-488.2インターフェイスを   通じプログラムでの完全なコントロール可



 
 
 
 
 

Specifications 5031 5032 

Chamber Temperature Range 15 0C to 50 0C, or up to 60C below ambient 

Temperature Set Point Accuracy ± 0.060C over 24 hours. ± 0.08 0C over 1 year 

Set Point Resolution 0.01 0C 0.001 0C 

Temperature Stability ± 0.030C over 24 hours, ± 0.06 0C over 1 year 

Temperature Uniformity ± 0.2 0C relative to chamber center, 5 cm min from walls 

Temperature Attenuation ± 0.04 0C/ 0C of ambient temperature 

Heating Rate 60C/hour 250C/hour 

Cooling Rate 5 0C/hour, above ambient temperature 

2 0C/hour, below ambient temperature 

Cold Power On Stabilization 6 hours to within ±0.10C of set point 3 hours to within ±0.10C of set point 

Maximum Power Dissipation of unit 
under test (set point above ambient)  

5W maximum 

Temperature Monitor Accuracy NA ± 0.025 0C 

Temperature Monitor Resolution NA 0.0010C 

Over Temperature Protection Automatic shutdown if temperature exceeds 55 0C ± 4 0C 
 

General Specifications 
Chamber Dimensions 610 H x 381 W x 356 D mm (24 H x 15 W x 14 D inches) 

Chamber Capacity 82 dm3  (2.9 cu. ft) 

Exterior Dimensions 864 H x 533 W x 660 D mm (34 H x 21 W x 26 D inches) 

Weight   78 kg (172 lbs) 

Power Supply 115V, 230V  ± 10% 

50Hz, 60Hz ± 10%  

200 VA 

Environment:   Operating 

                                   Storage 

18 0C to 40 0C, 20% to 50% RH 

-20 0C to 60 0C, 15% to 80% RH 

 
 
 
 
 
 

Accessories: 

5031/5032 
 

Variable Temperature Air Bath 

Performance Specifications 

Ordering Information 
Specifications 

5031/5032 V1.1  Copyright © 2004.03.09  Guildline Instruments Limited. All rights reserved.  Subject to change without notice. 

Guildline is distributed by: 

Guildline Instruments Limited 
P.O. Box 99 
21 Gilroy Street 
Smiths Falls, Ontario Canada K7A 4S9 
Phone: (613) 283-3000 
FAX: (613) 283-6082 
Web: www.guildline.ca 

5031 Temperature Air Bath, manual, front panel temperature 
setting 

5032 Temperature Air Bath, temperature setting via 
IEEE488.2/RS232 or manual, front panel setting 

TM5031  Technical Manual (included) 
Certificate of Calibration (included) 

  Report of Calibration (extra charge) 
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新規スタンプ
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可変温度エアバス

Hideo　Kobo
テキストボックス
性能仕様
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仕様
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チャンバー温度範囲
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設定温度精度
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設定温度分解能
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温度安定度
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温度均一度
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温度減衰
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加熱速度
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冷却速度
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安定時冷却力
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UUTの最大エネルギー消散(環境温度より高い設定温度時)
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温度モニター精度
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温度モニター分解能
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異常温度保護機能
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チャンバーサイズ
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チャンバー容量
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外形サイズ
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重量
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電源
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環境：使用時　　　保管時
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オーダー情報

Hideo　Kobo
テキストボックス
5031        可変温度エアバス、マニュアル、フロントパネルでの温度設定5032        可変温度エアバス、マニュアル、フロントパネルでの温度設定　　　　 及びIEEE488.2/RS232経由での設定TM5031  技術マニュアル、校正証書　　　　（有償オプション：　校正レポート）
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一般仕様




