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OD600、核酸、蛋白質280、タンパク質アッセイの測定を選べる。また、
カスタマイズした測定も可能。
ニトリルグローブなどのグローブ着用時も操作可能。

石英ガラス/疎水性コートにより
ドロップを形成し、測定エラーを防ぐ

● 測定できる波長が190～1000 nmと広範囲
● DNA/RNA/タンパク質/細菌数の濃度がボタン1つで測定可能
● 1サンプルあたりの測定時間は3秒（CV値 1%未満）
● アームを下す際の衝撃を和らげているため、閉じたときの影響を軽減
● コンパクトでスペースセーブ

直観的なグラフィックインターフェース

EzDrop 1000
微量高精度分光光度計

キャンペーン価格（税抜）

￥1,080,000

タッチパネルによる操作

LEDアシストライトにより
溶液の滴下をサポート

石英ガラス

ナノハイドロ
フォビックレイヤー

リモートデモ
受付中

製品番号 製品名 価格（税抜）

J804001 EzDrop 1000 ￥1,350,000

■ 仕様 ■ ソフトウェア

■ 概要

サンプル量 最小 1 μl

サンプル数 1

経路長 0.5 mm/0.05 mm

光源 パルスキセノンフラッシュランプ

検出タイプ CMOS 2048エレメント

測定波長 190～1000 nm

帯域幅 1.3 nm

波長の精度 1.0 nm

スペクトラル分解能 1.5 nm（FWHM Hg 253.7 nm）

吸光度の精度 0.001 A（0.5 mm相当）

吸光度の精度誤差 3%（320 nmで0.97吸光度の時）

吸光度測定範囲（1 cm相当） 0.02～300 A

検出範囲
dsDNA：2～15000 ng/μL
BSA：0.10～400 mg/mL

検出部分の素材
ハイドロフォビックレイヤーコートの
ステレンス網と石英ガラス

測定時間 3秒未満

OS Linux

登録フォルダ数 50フォルダ

パスワード設定 可能

ディスプレイ 7インチのカラータッチパネル

データポート Type-AのUSBメモリー（1ポート）

寸法 縦 206×横 166×高さ 333 mm

重さ 3.5 kg未満

内部メモリ 32 GB

電源アダプター
インプットAC 100～240 V、50/60 Hz
アウトプットDC 24 V、2.08 A

品質保証 CEマーク、RoHS
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製品番号 製品名 価格（税抜） キャンペーン価格（税抜）

J846050 グライナー 卓上プレート遠心機 ￥99,000 ￥77,000

グライナー 卓上プレート遠心機

Greiner Plate Centrifuge
● PCR プレート及びマイクロプレート用遠心機
● 独自アングル設定、サンプル漏れ防止可能
● コンパクト設計、2 枚のプレートを同時に遠心可能

収納枚数 プレート2枚（スカート付PCRプレートであれば4枚まで搭載可能）

最大回転数 2,100 rpm

最大遠心力 400 RCF（g）

電源 100V, 50-60Hz

グライナー 卓上ミニ遠心機

Greiner Mini Centrifuge
● Clik-n-LokTM ローター装着システム
● 0.2ml 8 連チューブローター（4本掛け）、1.5/ 2.0 ml チューブ用ローター標準装備、各容量

の遠心可能
● 蓋の開閉による操作でON/OFFのコントロール可能

最大回転数  6,000 rpm

最大遠心力 2,000 RCF (g)

サイズ  14.5×18.5×12 cm（W×D×H）

重量 1 kg

電源 100-240V, 50/60Hz

収納サイズ 
1.5/2.0ml チューブ×8本
0.2ml 8連チューブ×4本

PCR8連用ローター、チューブアダプター 0.5ml 8 ヶ入り, 0.2ml 8 ヶ入り標準付属品

製品番号 製品名 価格（税抜） キャンペーン価格（税抜）

J843050 グライナー 卓上ミニ遠心機 ￥33,500 ￥25,800

売
れてます！

製品番号 製品名 価格（税抜） キャンペーン価格（税抜）

J844050 グライナー ボルテックスミキサー ￥33,000 ￥25,000

製品番号 製品名 価格（税抜） キャンペーン価格（税抜）

J844903 ボルテックスミキサー用フラットホームⅡ ￥5,600 ￥4,500

グライナー ボルテックスミキサー

Greiner Vortex Mixer

■ ボルテックスミキサー用フラットホームⅡ

● パワフルボルテックスミキサー
● Q-Drive 技術にてスムースなミキシングが可能
● ミキシング中でも機器本体は安定
● 回転数　200 ～ 3200 rpm

● 試験管などのミキシング可能
● 直径：7.5cm

サイズ 13×16×17 cm（W×D×H）

重量 3.8 kg

電源 115V, 60Hz, 180W

J844903

売
れてます！

使用方法は
YouTubeで
ご確認頂け
ます。

使用方法は
YouTubeで
ご確認頂け
ます。
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6本のピペットを整理でき、さらに99%のコンタミネーションを防ぐことができる世界初のピペッ
トスタンドです。
この新しいUVスタンドは254nm UVライトにピペットシャフトを完全に照射することのできる高
効率リフレクター /コンセントレイターを用いています。この照射により好ましくない汚染菌を
分解し、PCRや他の感受性の高い手順におけるクロスコンタミネーションを防ぎます。 
主なピペットメーカーのシングルチャンネルピペットをUVスタンドの中に置くだけで、28分間で
自動的に除菌できます。 
DNA分解能力を有するUV-Cにピペットシャフトを360°照射することで、クリーンなピペットに仕
上げます。

キャパシティー 6本立て　主なピペットメーカーへ適応　0.2 µl -1000 µl 各機種

ランプ
254nm, 殺菌能力の高いUV-C 放射
ロングライフ水銀ランプ（2,000時間）

サイクルタイム 28分間で自動的に作業終了

外装素材 UV耐性ポリカーボネイト

リフレクター（反射鏡) 鏡面、アルミニウムコート、ポリエステルフィルム

サイズ 直径17cm,  高さ33cm

電源 100V-240V,  50/60Hz, 1A

お手持ちのピペットをより安心してお使い戴くために！

回転ピペットスタンド UVランプ付き
グライナー UV スタンド

世界発！世界発！UVスタンド登場UVスタンド登場！！製品番号 製品名／規格 価格（税抜） キャンペーン価格（税抜）

J804801 回転ピペットスタンド UVランプ付き ￥58,000 ￥49,000

製品番号 製品名／規格 価格（税抜） キャンペーン価格（税抜）

J847025 アクリル製ピペットラック ￥17,400 ￥9,800

使用方法は
YouTubeで
ご確認頂け
ます。

グライナー電動ピペッター

Greiner Sapphire-Maxipette

製品番号 製品名 価格（税抜） キャンペーン価格（税抜）

J847050 Sapphire-Maxipette ￥32,800 ￥23,000

● 自立型デザイン
● ピペットホルダー標準装備
● 180gの軽量タイプ

● UV耐性
● 短い充電時間
● 3カラー（青、紫、赤）によるバッテリーの状態を確認可能

対応可能ピペットサイズ 1-100 mlサイズ

吸引スピード >7.5 ml / 秒

充電時間 約4時間

電源 AC100-240V 50/60 Hz

パワージャック mini-USB

フィルター 疎水性 25 mm (直径) / 0.2 um

バッテリー リチウムイオン 3.7 V / 1,100 mAh

本体重量 180 g

イチ
！押し

※在庫が無くなり次第販売終了品

アクリル製ピペットラック
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● エルゴデザインフックそして軽量・ＵＶ耐性ボディ
● 見やすいカウンター設計
● 確実なクリック容量設定
● 取り外し可能なチップイジェクター
● ユニバーサルシャフト
● イジェクターポジションの設定可能
● 押しやすいラージサイズプッシュボタン
● シリアル管理
● デュアルポジションイジェクター
　（2μl ／ 10μl機種用）

Sapphire Pipettor シングルチャンネル
本体フルオートクレーブ対応 3年保証

シールガイドOリングセット及びチップホルダーを除く

製品番号 製品名／規格 価格（税抜）
キャンペーン
価格（税抜）

容量範囲
(μL)

容量
(μL)

Systematic error Random error プッシュ
ボタン(μL) (%) (μL) (%)

シ
ン
グ
ル
チ
ャ
ン
ネ
ル

89000002 Sapphire Pipette 0.2-2μL ￥32,800 ￥23,800 0.2-2

0.2 ± 0.026 ± 13.2% ≤ 0.013 ≤ 6.6%

1 ± 0.030 ± 3.00% ≤ 0.014 ≤ 1.40%

2 ± 0.033 ± 1.65% ≤ 0.015 ≤ 0.77%

89000010 Sapphire Pipette 1.0-10μL ￥32,800 ￥23,800 1-10

1 ± 0.035 ± 3.5% ≤ 0.013 ≤ 1.3%

5 ± 0.083 ± 1.66% ≤ 0.033 ≤ 0.66%

10 ± 0.110 ± 1.1% ≤ 0.044 ≤ 0.44%

89000020 Sapphire Pipette 2-20μL ￥31,800 ￥22,200 2-20

2 ± 0.11 ± 5.5% ≤ 0.033 ≤ 1.65%

10 ± 0.12 ± 1.20% ≤ 0.055 ≤ 0.55%

20 ± 0.20 ± 1.0% ≤ 0.066 ≤ 0.33%

89000100 Sapphire Pipette 10-100μL ￥31,800 ￥22,200 10-100

10 ± 0.39 ± 3.9% ≤ 0.11 ≤ 1.1%

50 ± 0.44 ± 0.88% ≤ 0.13 ≤ 0.26%

100 ± 0.80 ± 0.8% ≤ 0.17 ≤ 0.17%

89000200 Sapphire Pipette 20-200μL ￥31,800 ￥22,200 20-200

20 ± 0.55 ± 2.75% ≤ 0.22 ≤ 1.1%

100 ± 0.88 ± 0.88% ≤ 0.28 ≤ 0.28%

200 ± 1.60 ± 0.8% ≤ 0.33 ≤ 0.17%

89001000 Sapphire Pipette 100-1000μL ￥31,800 ￥22,200 100-1000

100 ± 3.3 ± 3.3% ≤ 0.7 ≤ 0.66%

500 ± 4.4 ± 0.88% ≤ 1.1 ≤ 0.22%

1000 ± 8.0 ± 0.8% ≤ 1.7 ≤ 0.17%

89000500 Sapphire Pipette 500-5000μL ￥35,000 ￥25,000 500-5000

500 ± 13 ± 2.64% ≤ 3.3 ≤ 0.66%

2500 ± 17 ± 0.68% ≤ 5.5 ≤ 0.22%

5000 ± 33 ± 0.66% ≤ 8.8 ≤ 0.18%

89010000 Sapphire Pipette 1000-10000μL ￥35,000 ￥25,000 1000-10000

1000 ± 33 ± 3.3% ≤ 6.6 ≤ 0.66%

5000 ± 44 ± 0.88% ≤ 11.0 ≤ 0.22%

10000 ± 60 ± 0.6% ≤ 17.6 ≤ 0.18%

超軽量・フルオートクレーブ対応

3種類のイジェクター
ポジション設定可能、右利き、
左利きどちらの方にも対応

見やすいカウンター設計

ラボ作業管理に便利

チップイジェクター
クリック式取り外し機構で、チップイジェ
クターが落ちてくる事もなく、ピペッター
下部の分解が容易になっています。
ステンレス腐食が気になるお客様へ
プラスティックイジェクターを
ご用意しております。
別途お問い合わせ
ください。

アプリケーション
PCR, DNA sequencing
molecular biology, immunology

※ 超微量タイプの機種、容量0.2ul 以下の精度・再現性は、サンプリング技術と作業環境に大きく影響致します。

デモOK
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製品番号 製品名 価格（税抜） キャンペーン価格（税抜）

J848051 グライナーミニドライバス サーモリッド付き ￥68,000 ￥54,400
848050 グライナー ミニドライバス ￥40,000 ￥32,000

製品番号 製品名 価格（税抜） キャンペーン価格（税抜）

848916 1.5ml×15本用ブロック　 ￥15,000 ￥11,250
848923 2.0ml×15本用ブロック ￥15,000 ￥11,250
848902 0.2ml×40本 orPCR8ストリップ×5 ￥15,000 ￥11,250

グライナー ミニドライバス

Greiner Mini Dry Bath
● サンプル蒸発及びチューブ蓋への結露防止（サーモリッド付き）
● コンパクト設計、手のひらサイズ
● ブロック交換可能
● 腐食防止加工のアルミブロック使用

製品番号 J848051 848050
サイズ（W× D×H） 10.5×15×11.5 cm 11.2×15×10 cm

重量 1 kg

電源 100-240V, 50-60 Hz, 50W

温度精度 ± 0.3℃ ± 0.5℃

温度設定 0.1℃単位

■ ブロック

※ブロックは、含まれておりません。

※本体価格にブロック、チューブは含まれておりません。

酵素反応、イムノアッセイ等に対応

用 途

NewNew

848050

J848051

サーモリッド付き

小型旋回振とう機

ROTO-MINI Plus

製品番号 製品名 価格（税抜） キャンペーン価格（税抜）

J804501 小型旋回振とう機 ￥78,000 ￥62,400

● コンパクト設計
● 軽量設計、持ち運びが容易
● 異なるサイズのチューブの振とう可能
● 回転プレートを容易に交換可能
● 回転スピード調節可能（5-70rpm）
● 使用環境温度　室温+5℃～ 60℃

Mix 機能：振とう
Pause機能：動作停止
Rock 機能：シーソー状態

モード

チューブホルダー
（標準装備）

1.5/2.0 ml×2枚、5-7 ml×2枚、
15ml 遠心管用×2枚、
50ml遠心管用×1枚

サイズ 27.5×15.2×16.5 cm（W×D×H）

重量 1.4 kg

消費電力 100V. 50/60 Hz
製品番号 製品名 価格（税抜）

J804591 チューブホルダー   1.5/2.0ml×11 本掛け（2枚入り） ￥9,800

J804592 チューブホルダー　5-7ml tube×5本掛け（2枚入り) ￥9,800

J804594 チューブホルダー　50ml×6 本掛け（1枚入り） ￥8,000

■ アクセサリー（チューブホルダー）

※キャンペーン対象外

※実際の製品には、チューブは含まれておりません。
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製品番号 製品名/規格 材質 滅菌 包装 販売単位 価格 キャンペーン価格（税抜） 単価（税抜）

187201※ PPチューブ 丸底 17x100mm 14ml PP 100x15 1500入 PP × 100×15袋 1500 ￥24,400 ￥10,000 ￥6.7

136101※ PS試験管 丸底 14x100mm 10ml PS × 1400×1袋 1400 ￥22,700 ￥9,000 ￥6.4

307321※ PEキャップ 14mm ナチュラル PE 100x1袋 100入 PE × 100×14袋 1400 ￥9,800 ￥4,620 ￥3.3

J616778※ セーフティロック 6162xx用 ブルー PP × 100×1袋 100 ￥5,250 ￥1,600 ￥1.6

J799120※ 操作ラック 96本立 0.5/1.5/2.0mlチューブ用 PP × 　 10 ￥21,000 ￥7,000 ￥700

J802210※ PCRワークステーション PP × 　 2 ￥9,500 ￥2,200 ￥1,100

J493204※ キュービックラック 15ml & 50ml用 ブルー PP × 5 ￥10,500 ￥4,000 ￥800

※在庫が無くなり次第販売終了品

J616778

J802210

187201 136101

J799120

マイクロチューブ関連, 試験管

J493204

307321

リアクションチューブ

622201616261

製品番号 製品名/規格 材質 滅菌 包装 販売単位 価格 キャンペーン価格（税抜） 単価（税抜）

667201 リアクションチューブ U底 0.5ml　ナチュラル PP × 1000×5袋 5000 ￥35,300 ￥15,000 ￥3.0

616261 滅菌リアクションチューブ U底 1.5ml ナチュラル 
(ミクロスピッツ) PP ○

500本/包×2包 1000 ￥4,200 ￥2,200 ￥2.2

500本/包×8包 4000 ￥16,800 ￥8,000 ￥2.0

622201 リアクションチューブ 目盛付き 5ml ナチュラル PP PP × 100×10袋 1000 ￥29,000 ￥14,000 ￥14.0

667201



■お願いおよび注意事項
【価格】価格は参考であり、販売店様からの実際の販売価格ではございません。実際の販売価格は、ご注文の際に販売店様にてご確認下さい。記載の価格は 2022 年 4月1日現在
の価格です。予告なしに改定される場合がございますので、ご注文の際にご確認下さい。記載の価格には消費税は含まれておりません。
【使用範囲】記載の商品は全て、「研究用器材・機器」です。人や動物の医療用としては使用しないよう、十分ご注意ください。

株式会社グライナー・ジャパン
〒 107-0052 東京都港区赤坂 2-17-44
TEL 03-3505-8875　FAX 03-3505-8945
URL https://www.gbo.com/ja_JP.html

グライナー・ジャパン取扱店

キャンペーン　　　　　専用注文書H0401

販売店様へお願い：
本キャンペーンをご利用の際は必ず専用注文書をご利用ください。
勝手なご依頼になりますが、当社社内システムの管理上、専用注文書以外でのご注文時は本キャンペーンは非適用とし、商品発送後のキャンペーン適用へのご変更は
お断りさせて頂きます。ご理解賜ります様よろしくお願いします。

お客様へお願い：キャンペーン製品購入後の返品はお受けできませんのでご了承ください。

● お客様ご記入欄

お名前

ご勤務先

ご所属

ご住所

TEL

e-mail

●販売店記入欄

販売店名

販売店担当者

支店・営業所

発注番号

TEL

FAX 03-3505-8945
キャンペーン期間：2022年4月1日 ～ 6月30日

Document Number 202204003

※キャンペーン対象外

製品番号 製品名 / 規格 / 包装単位
キャンペーン価格

（税抜）
ご発注数

J804001 EzDrop 1000 ￥1,080,000

J843050 グライナー 卓上ミニ遠心機 ￥25,800

J844050 グライナー ボルテックスミキサー ￥25,000

J844903 ボルテックスミキサー用フラットホームⅡ ￥4,500

J846050 グライナー 卓上プレート遠心機 ￥77,000

J804801 回転ピペットスタンド UVランプ付き ￥49,000

J847050 Sapphire-Maxipette ￥23,000

J847025 アクリル ピペットラック ￥9,800

89000002

Sapphire Pipette

0.2-2μL  ￥23,800

89000010 1.0-10μL  ￥23,800

89000020 2-20μL ￥22,200

89000100 10-100μL ￥22,200

89000200 20-200μL ￥22,200

89001000 100-1000μL ￥22,200

89000500 500-5000μL ￥25,000

89010000 1000-10000μL ￥25,000

J848051 グライナーミニドライバス 
サーモリッド付き ￥54,400

848050 グライナー ミニドライバス ￥32,000

848916 グライナーミニドライバス ブロック
1.5ml×15本用ブロック  ￥11,250

製品番号 製品名 / 規格 / 包装単位
キャンペーン価格

（税抜）
ご発注数

848923 グライナーミニドライバス ブロック
2.0ml×15本用ブロック ￥11,250

848902 グライナーミニドライバス ブロック
0.2ml×40本 orPCR8ストリップ×5 ￥11,250

J804501 小型旋回振とう機 ￥62,400

J804591※ チューブホルダー 1.5/2.0m×11本掛け ￥9,800

J804592※ チューブホルダー 5-7ml tube×5本掛け ￥9,800

J804594※ チューブホルダー 50ml×6本掛け ￥8,000

187201 PPチューブ 丸底 17x100mm 14ml ￥10,000

136101 PS試 管 丸底 14x100mm 10ml ￥9,000

307321
（1400）

PEキャップ 14mm ￥4,620

J616778 セーフティロック 6162xx用 ￥1,600

J799120 操作ラック 96本立 ￥7,000

J802210 PCRワークステーション ￥2,200

J493204 キュービックラック 15ml & 50ml用 ￥4,000

667201 リアクションチューブ U底 0.5ml ￥15,000

616261
（1000）

滅菌リアクションチューブ U底 1.5ml ￥2,200

616261
（4000）

滅菌リアクションチューブ U底 1.5ml ￥8,000

622201 リアクションチューブ 目盛付き 5ml ￥14,000
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