Isis

®

Sleek. Effective.

「スマートなデザインと効率性を追求したNew Isis」

パブリック・コマーシャルスペースに、より快適で大きな空気循

特長

環を創出するためBig Ass Fansの「Isis®」が生まれ変りました。
流体力学を取り入れた航空機翼形状の大型羽根が、ゆっくり
静かに、「ふわりとした優しい爽風」と「パワフルな空気循環」
を生み出し、年間を通じコンスタントに費用対効果に優れた
快適性を実現します。
Big Ass Fansの産業用モデル同等の強度、流体効率を実現
しながらも、軽量化と小型化に成功。よりスタイリッシュな外観
が、天井高3.7m以上のダイニング、フィットネス、オフィス空間
にマッチします。ダイレクトドライブ方式（特許保有）を採用し、
より静音運転を実現する等、デザインだけでなく、構造・機能
的にも進化しました。

(877) BIG-FANS | www.BIGASSFANS.coM

• 軽量、平らな天井と傾斜天井に設置可能。
必要最低天井高さ3.7m
• 静音性‐静かで落ち着きのあるスペースに
• 工業スペック部材使用
• サイズ展開 直径2.4m、3.0m、3.7m
・ 新形状8枚羽根とウィングレット
•

長期保証10年

• 屋外防滴モデル（有償オプション）

Isis

®

TECHNICAL
SPECIFICATIONS（技術スペック）

27.0 in
(686 mm)

14.7 in
12.7 in
(368 mm) (318 mm)

(A)

技術スペック
モデル型式

8 ft (2.4 m)

10 ft (3.0 m)

12 ft (3.7 m)

IS08

IS10

IS12

8 ft (2.4 m)

ファン直径(A)

10 ft (3.0 m)

81 lb (37 kg)

重量

120 RPM

最高回転数（回転/分）
羽根本数

12 ft (3.7 m)

88 lb (40 kg)

95 lb (43 kg)

80 RPM

55 RPM

Accessories
コントローラー

付属部品

120V*

コントローラー 240V

3.42 in
(87 mm)

特許保有羽根8本

羽根表面仕上
ウィングレット (標準色)

Isis 専用ウィングレット (黒)

初動ドライブ

3.9/2.4 A
110–125 VAc, 60 Hz, 1 Φ, 10 A
200-250 VAc, 50 Hz, 1Φ, 10 A

入力電源・ブレーカ-

Isis wall switch (white)

コントローラー(標準色)
1

< 35 dBA
1 ft (0.3 m)

標準吊下延長チューブ
吊下延長チューブ長さ

3.42 in
(87 mm)

ギアレスダイレクトドライブモータ-

最大負荷電流値(120V/240V)

静粛性(最速回転時)

4.79 in
(121.7 mm)

クリアアノダイズ

1.76 in
(44.7 mm)
*標準JISワンボックスにフィット
白色化粧カバー付き

Standard Colors*

有償カラーオプション

2 ft (0.61 m) – 15 ft (4.6 m)
10 ft (3.05 m)床面～ファン最低部分

必要設置クリアランス

2 ft (0.61 m) ファン羽根先端横・周辺
2 ft (.61 m) 天井面～羽根先端
ETL/Intertek certified to ANSI/UL 507 and
cSA c22.2 No. 113

取得認証
2

メーカー保証

認定施工会社による施工の場合10年-

騒音、ノイズは、ファン高さ6m、ファン直下より水平6mの距離で測定されたものです。
認定設置業者による設置の場合にのみ10年間のメーカー保証が付与されます。
例外適用あり。詳しくは設置・操作マニュアルを参照ください
2

Covered by one or more of the following U.S. Patents: 6,244,821; 6,589,016; 6,817,835; 6,939,108; 7,252,478; 7,284,960; D587,799; D607,988; 7,654,798;
D635,237; 7,934,907; D641,075; D642,674; 8,075,273; D650,893; 8,079,823; 8,147,182; 8,147,204; 8,152,453; 8,162,613 and other patents pending.
An ISO 9001:2008 certified company.
©2013 Delta T corporation dba the Big Ass Fan company. All rights reserved.

Modern white
*基本カラーは
.

Raven Black

白銀色（クリアアノダイズ）

chestnut Brown

TECHNICAL
SPECIFICATIONS
outdoor series

27.0 in
(686 mm)

14.7 in
12.7 in
(368 mm) (318 mm)

(A)

Technical Specifications

8 ft (2.4 m)

Model number

IS083

Fan diameter (A)

8 ft (2.4 m)

Fan weight (as shown)

81 lb (37 kg)

Maximum speed

120 RPM

Number and type of airfoils

8 patented airfoils

Airfoil finish

Clear anodized aluminum

Winglet (standard finish)

Isis winglet (black)

Prime mover

Gearless direct drive motor

Full load amps

3.9 A

Input power and required breaker

110–125 VAC, 60 Hz, 1 Φ, 10 A
200-250 VAC, 50 Hz, 1Φ, 10 A

Controller (standard color)

Isis wall switch (white)

1

Sound level (max speed)

1 ft (0.3 m)

Extension tube length options

2 ft (0.61 m) – 15 ft (4.6 m)

Minimum airfoil clearances required

10 ft (3.05 m) above floor
2 ft (.61 m) on sides
2 ft (.61 m) below ceiling deck

Certifications

ETL/Intertek certified to ANSI/UL 507 and
CSA C22.2 No. 113
Suitable for wet locations

Warranty

Controller 120V*

4.79 in
(121.7 mm)

1.76 in
(44.7 mm)
*Fits standard electrical box
White cover plate included

< 35 dBA

Standard extension tube length

2

Accessories

10-year warranty with factory installation

1

Sound level measured at a blade height of 20 ft (6.1 m) and 20 ft (6.1 m) horizontally from center of fan.
2
10 year parts with factory installation. Hub and airfoils lifetime. Certain exclusions may apply. See complete warranty for details
and non-factory installation warranty periods.

Covered by one or more of the following U.S. Patents: 6,244,821; 6,589,016; 6,817,835; 6,939,108; 7,252,478; 7,284,960; D587,799; D607,988; 7,654,798;
D635,237; 7,934,907; D641,075; D642,674; 8,075,273; D650,893; 8,079,823; 8,147,182; 8,147,204; 8,152,453; 8,162,613 and other patents pending.
An ISO 9001:2008 certified company.
©2013 Delta T Corporation dba the Big Ass Fan Company. All rights reserved.

Standard Colors*

Modern White

Raven Black

Chestnut Brown

*Base model is anodized aluminum
Ask about other custom color options and other alternative finishes.

