
カタログNO.    　　     品　名　　　　　        　 　　 入数　　  価 格    　キャンペーン価格 
 01-01200     PRO200ホモジナイザー　  　  　          　1　　¥160,000　　  ¥128,000
 80-20000     PRO200スタンドアッセンブリー　        　　 1　　  ¥60,000　　    ¥48,000
 02-05075     5mm×75mmフラットボトムジェネレーター  　1　　¥172,000        ¥137,600
 02-07095     7mm×95mm鋸歯状ジェネレーター         　 1      ¥172,000        ¥137,600
 02-10115     10mm×115mm鋸歯状ジェネレーター   　   1      ¥188,000        ¥150,400
 02-20115     20mm×115mm鋸歯状ジェネレーター     　 1      ¥248,000        ¥198,400

マルチ-ジェン7XLジェネレーター

［仕様］
回   転   数 ： 5,000～35,000rpm
処   理   量 ： 300μL～1,000mL
電　　　力 ： 144W
重　　　量 ： 0.5kg
ノイズレベル ： 68dB
サ   イ    ズ ： W54×D50×H200mm＊ジェネレーターは別売です。

カタログNO.    　   　　品　名　       　    　 　 入数　   価 格     キャンペーン価格
07-07200       Multi-Gen モーターアダプター         1  　¥81,000　    ¥64,800
02-070MGXL6                                               6   ¥120,000       ¥96,000 
02-070MGXL12                                            12  ¥230,000     ¥184,000処理量目安（1.0mL～50mL）

Multi-Gen7XLジェネレーター 

マルチジェン7XLジェネレーター多サンプルの処理用に開発された脱
着の容易なジェネレーターです。ジェネレーターを交換しながら次々と
サンプルを処理できます。
材質は通常のジェネレーターと同じSUS316製のため耐久性が高く長
年使えます。 マルチ-ジェンアダプター

マルチ-ジェン７XL
（7mmオープンスロット状）

20%
OFF

15%
OFF

＊ジェネレーターは別売です。

［仕様］
回   転   数 ： 10,000～30,000rpm
処   理   量 ： 300μL～5,000mL
電　　　力 ： 576W

重　　　量 ： 1.4kg
ノイズレベル ： 72dB
サ    イ   ズ ： W69×D69×H228mm

300μℓから5ℓまで！ 
パワフルで汎用性の高いホモジナイザー

 01-01250      　PRO250ホモジナイザー　   　                     　　 ¥232,000 　 　　¥197,200
 80-25000   　　PRO250用スタンドアッセンブリー 　　              　    ¥60,000       　　¥51,000

カタログNO.　　　　    　　 品　名　　　　　　     　　　　 価 格　　    キャンペーン価格

 02-07095     　 7mm×95mm鋸歯状ジェネレーター       　　　     ¥172,000 　 　　¥146,200
 02-05075     　 5mm×75mmフラットボトムジェネレーター 　　   　  ¥172,000 　 　　¥146,200

 02-10115     　 10mm×115mm鋸歯状ジェネレーター       　　    ¥188,000 　 　　¥159,800
 02-20115     　 20mm×115mm鋸歯状ジェネレーター        　　　¥248,000 　 　　¥210,800
 02-20200     　 20mm×200mm鋸歯状ジェネレーター        　　　¥270,000 　 　　¥229,500
 02-30200     　 30mm×200mmオープンスロット状ジェネレーター    ¥338,000 　 　   ¥287,300

スピード調整つまみ

ON/OFFスイッチ

スピード調整

ON/OFFスイッチ

15%
OFF

・ PRO200ホモジナイザー×1台
・ Multi-Genモーターアダプター×1個
・ Multi-Gen7XLジェネレーター×12本
・ ジェネレーター分解工具×1式
・ ケース

［セット内容］

Multi-Gen7XL
ジェネレーター

カタログNO.    　　     　　　　品　名　　　　　      　入数　　  　価 格   　  キャンペーン価格
PK01200PMGXL     PRO200ホモジナイザーセット　  　  1式　　  ¥410,000 　   ¥348,500

PRO200ホモジナイザーの
マルチジェン7XLジェネレーターセットです。

PR200
ホモジナイザー

超音波ホモジナイザー
VC-50PB

ローテーター CRT-350

ボルテックスミキサー
VM-96A

4Lウォーターバス

ケミルミ撮影装置
マルチイメージャー

ラブバッグ

バイオハザードバッグ

2022年2月14日～2022年5月31日

GREETING CAMPAIGN

グリーティング
キャンペーン

掲載商品を対
象にグリーティングキャンペーンを行います。この機会に是非ご検討ください !!

PRO200メカニカルホモジナイザー

PRO200ホモジナイザーセット

PRO250ホモジナイザー

〒113-0033 東京都文京区本郷3-14-16 オフィス家田

〒001-0015 北海道札幌市北区北15条西2丁目2-11チケン北大前105号 

〒980-0821 宮城県仙台市青葉区春日町10-23第1春山ビル2階H号

〒564-0053 大阪府吹田市江の木町13-9 江坂シビル館Ⅱ401

〒861-8035 熊本県熊本市東区御領6-7-39

〒901-0146 沖縄県那覇市具志1丁目9番21号 CASA ZERO102号

TEL.03-3816-2861

TEL.090-2226-5660

TEL.022-395-9878

TEL.06-6338-1518

TEL.096-285-1907

TEL.090-2210-7721

FAX.03-3814-5347

TEL/FAX.011-709-2755

FAX.022-395-9879

FAX.06-6338-5626

FAX.096-285-1908

TEL/FAX.098-859-6271

（販売店）

E-mail: boeki@ieda-group.co.jp
https://www.ieda.co.jp/boeki/

●在庫の有無に関しましてはご注文前にお問い合わせください。
●本カタログに掲載された価格には消費税は含まれておりません。12
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6,000rpmのミニ遠心機、付属品いろいろ！！
［仕様］
遠心速度 ： 6,000rpm
遠 心  力 ： 2,000×G
容　　量 ： 1.5mL×6本
重　　量 ： 1.1kg
サ イ  ズ ： W158×D189×H122mm 

［仕様］
最高速度 : 3,000rpm/1,500rpm
モード : タッチ、連続
方　　式 : オービタル
回転半径 ： 4mm
重　　量 : 3.0kg
プラットフォーム寸法 : 76×76mm
本体寸法 : 154(W)×210(D)×84(H)mm

［標準付属品］
0.5mLチューブアダプター×6
0.2mLチューブアダプター×6
8連PCRチューブアダプター×1
スライド用アダプター×1

 カタログNO. 品　名 キャンペーン価格
 MINI-6K ミニ遠心機 Mini-6K  ¥32,000 ¥22,400 

価  格

安定感のある低いボディーでさまざまな形状の容器を攪拌できるボルテックスミキサーです。
チューブホルダーを使えば、複数サンプルをフリーハンドで攪拌できます。

さまざまな生物学的サンプルを効果的に攪拌します。
チューブ以外に、50mL、100ｍＬ、300ｍＬのフラスコも攪拌できます。

カタログNO. 品　　名 価 格 キャンペーン価格
VM-96A ボルテックスミキサー ¥45,000 ¥38,250
VMS0063 ポップオフプラットフォーム ¥5,000 ¥4,250
VMS0058 フラットプラットフォーム(標準付属) ¥5,000 ¥4,250
VMS0008JT マイクロプレートトレイ ¥5,000 ¥4,250
AAA36521 チューブホルダー 10mmφ×16本 ¥5,000 ¥4,250
AAA36522 チューブホルダー 12mmφ×9本 ¥5,000 ¥4,250
AAA36523 チューブホルダー 15mmφ×9本 ¥5,000 ¥4,250
AAA36524 チューブホルダー 20mmφ×5本 ¥5,000 ¥4,250
AAA36525 チューブホルダー 25mmφ×4本 ¥5,000 ¥4,250
AAA36526 チューブホルダー 8mmφ×18本, 10mmφ×28本 ¥5,000 ¥4,250

フラット
プラットフォーム

ポップオフ
プラットフォーム

マイクロ
プレートトレイ

［オプション］

30%
OFF

ミニ遠心機 Mini-6K

15%
OFF

15%
OFF

チューブホルダー付きディスク

1.5mL用 5mL用 15mL用 50mL用

カタログNO. 品　　名 仕　　様 価 格 キャンペーン価格
CRT-350 ローテーター（本体のみ） － ¥130,000 ¥110,500
AAA3E501 チューブホルダーディスク（1.5mL用） 1.5mLチューブ(外径10mm)×60本 ¥29,000 ¥24,650
AAA3E502 チューブホルダーディスク（5mL用） 5mLチューブ(外径12mm)×18本 ¥15,000 ¥12,750
AAA3E503 チューブホルダーディスク（15mL用） 15mLチューブ(外径10.5mm)×18本 ¥14,000 ¥11,900
AAA3E504 チューブホルダーディスク（50mL用） 50mLチューブ(外径29mm)×12本 ¥10,000 ¥8,500
AAA3E511 フラスコ用ディスク － ¥8,000 ¥6,800
AAA23550 50mLフラスコクランプ（ステンレス製） 最大搭載数13 ¥2,800 ¥2,380
AAA23551 100mLフラスコクランプ（ステンレス製） 最大搭載数8 ¥3,200 ¥2,720
AAA23556 300mLフラスコクランプ（ステンレス製） 最大搭載数6 ¥4,000 ¥3,400
AAA30570 50mLフラスコクランプ（プラスチック製） 最大搭載数13 ¥3,200 ¥2,720
AAA30571 100mLフラスコクランプ（プラスチック製） 最大搭載数8 ¥3,800 ¥3,230
AAA30574 300mLフラスコクランプ（プラスチック製） 最大搭載数6 ¥5,000 ¥4,250
AAA3E521 2段用ポスト － ¥10,000 ¥8,500

［仕様］
回転速度 : 2～70rpm
傾斜角度 : 0～90度
タイマー : 1分～99時間59分
サイズ : 320(Ｗ)×325(Ｄ)×463(Ｈ)ｍｍ
重　　量 : 7.5kg

ミニ遠心機 Mini-10K

10,000rpmのミニ遠心機です。
［仕様］
遠心速度 ： 10,000rpm
遠 心  力 ：   5,000×G
容　　量 ： 1.5mL×6本
重　　量 ： 1.6kg
サ イ  ズ ： W158×D189×H122mm

［標準付属品］
0.5mLチューブアダプター×6
0.2mLチューブアダプター×6

キャンペーン価格 カタログNO.    　　　  品　名　   　  　　　価  格    
¥24,500  MINI-10K　　 ミニ遠心機 Mini-10K  　　¥35,000    

（ステンレス製）2段用ポスト

フラスコ用クランプフラスコ用ディスク
アイスオンⅡ

アイスオンⅠ （プラスチック製）

チューブホルダー各種

30%
OFF

15mLコニカル(段差） 50mLコニカル 遠心チューブ
（150～250mL）

SUS-15 15mLコニカルチューブ（12本立て） 1 ¥8,200
SUS-15S 15mLコニカルチューブ（12本立て）段差付き 1 ¥8,200
SUS-50 50mLコニカルチューブ（6本立て） 1 ¥6,400
SUS-250 150～250mL遠心チューブ（6本立て）60mmφ 1 ¥9,800

カタログNO. タイプ 入数 価 格 キャンペーン価格
¥6,560
¥6,560
¥5,120
¥7,840

20%
OFF

折り曲げ加工で作ったステンレスワイヤー製の
コニカルチューブ用ラックです。
チューブ間が広く、ワイヤーの切り口が
無いため安全です。

氷の上に置くことでラック全体を保冷する冷却ラック
です。1.5mLチューブ用とPCRチューブ用があります。

日本で最も親しまれているラブバッグを
大幅ディスカウントいたします。

サイズ

S (305×660mm）
SS (250×370mm）

M(405×660mm)
L (610×810mm）

ラブバッグSS

ラブバッグS、M、L

8001 ラブバッグS 200枚 ¥11,000
8002 ラブバッグM 200枚 ¥20,000
8003 ラブバッグL 200枚 ¥28,000

カタログNO. 品名 入数 価 格 キャンペーン価格

¥7,700
¥14,000
¥19,600

ー  　
¥2,660

9903 ラブバッグSS用スタンド 1台 ¥4,800
8000 ラブバッグSS 100枚 ¥3,800

サイドに1.5mLと0.5mLの
チューブがセットできます。

S,M,L用付属品

・滅菌テープ1巻
・結束バンド200本

※SSには付きません。

※ラックは別売です。

15%
OFF

IO-1　アイスオンⅠ（1.5mL×24本） 　　　　　　  1台　 ¥4,200
IO-2　アイスオンⅡ（0.2mL×96本、1.5mL×4本、0.5mL×6本）　1台　 ¥9,000

カタログNO. 品　名 入数 価 格 キャンペーン価格
¥3,570
¥7,650

[仕様]
サイズ ： 140×140×53mm
材　質 ： ポリプロピレン製
耐熱性 ： -90℃～121℃まで

80100 　　　　　単品（白） 5 ¥6,000
SB100 5色（白、青、赤、オレンジ、パープル） 5 ¥6,000

カタログNO. タイプ 入数  価 格 キャンペーン価格

¥4,500
¥4,500

25%
OFF

2mLまでのチューブを
100本保存できます。

液体窒素まで使用できるフリーザー用ラックです。
2mLまでのチューブが使用可能で、
81本用と25本用があります。

しなやかで丸めやすい廃棄用バッグ
しなやかで丸めやすいポリエチレン製のバイオハザードバッグです。
卓上サイズでクリーンベンチ内で少量のチップやチューブを廃棄するのに
最適です。

ラブバッグSS、S、M、L  バイオハザードバッグ ミニ遠心機 Mini-6K ミニ遠心機 Mini-10K

ストレッジボックス クライオボックス25/81

アイスオン ステンレスワイヤーラック

ボルテックスミキサー VM-96A

ローテーター CRT-350 

30%
OFF

耐熱温度 ： 121℃
サ イ ズ ： 210×275ｍｍ

25%
OFF

8004Ｎ 　　 バイオハザードバッグＮ  200枚 ¥4,000
9908Ｎ 　　　　BHB用スタンド 1 ¥4,800

カタログNO. 品名 入数  価 格 キャンペーン価格

¥3,000
ー     

 カタログNO. 　カラー キャンペーン価格
CB81 ブルー、レッド、イエロー   ¥6,000 ¥4,500

 価格
  　3

CB25 ブルー、レッド、イエロー   ¥5,500 ¥4,120  6（各2）

 入数

25%
OFF

大
好
評

[仕様］
サイズ：131×131×52mm／75×75×52mm
材　質：ポリカーボネイト製
耐熱性：液体窒素～100℃（オートクレーブ不可）
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6,000rpmのミニ遠心機、付属品いろいろ！！
［仕様］
遠心速度 ： 6,000rpm
遠 心  力 ： 2,000×G
容　　量 ： 1.5mL×6本
重　　量 ： 1.1kg
サ イ  ズ ： W158×D189×H122mm 

［仕様］
最高速度 : 3,000rpm/1,500rpm
モード : タッチ、連続
方　　式 : オービタル
回転半径 ： 4mm
重　　量 : 3.0kg
プラットフォーム寸法 : 76×76mm
本体寸法 : 154(W)×210(D)×84(H)mm

［標準付属品］
0.5mLチューブアダプター×6
0.2mLチューブアダプター×6
8連PCRチューブアダプター×1
スライド用アダプター×1

 カタログNO. 品　名 キャンペーン価格
 MINI-6K ミニ遠心機 Mini-6K  ¥32,000 ¥22,400 

価  格

安定感のある低いボディーでさまざまな形状の容器を攪拌できるボルテックスミキサーです。
チューブホルダーを使えば、複数サンプルをフリーハンドで攪拌できます。

さまざまな生物学的サンプルを効果的に攪拌します。
チューブ以外に、50mL、100ｍＬ、300ｍＬのフラスコも攪拌できます。

カタログNO. 品　　名 価 格 キャンペーン価格
VM-96A ボルテックスミキサー ¥45,000 ¥38,250
VMS0063 ポップオフプラットフォーム ¥5,000 ¥4,250
VMS0058 フラットプラットフォーム(標準付属) ¥5,000 ¥4,250
VMS0008JT マイクロプレートトレイ ¥5,000 ¥4,250
AAA36521 チューブホルダー 10mmφ×16本 ¥5,000 ¥4,250
AAA36522 チューブホルダー 12mmφ×9本 ¥5,000 ¥4,250
AAA36523 チューブホルダー 15mmφ×9本 ¥5,000 ¥4,250
AAA36524 チューブホルダー 20mmφ×5本 ¥5,000 ¥4,250
AAA36525 チューブホルダー 25mmφ×4本 ¥5,000 ¥4,250
AAA36526 チューブホルダー 8mmφ×18本, 10mmφ×28本 ¥5,000 ¥4,250

フラット
プラットフォーム

ポップオフ
プラットフォーム

マイクロ
プレートトレイ

［オプション］

30%
OFF

ミニ遠心機 Mini-6K

15%
OFF

15%
OFF

チューブホルダー付きディスク

1.5mL用 5mL用 15mL用 50mL用

カタログNO. 品　　名 仕　　様 価 格 キャンペーン価格
CRT-350 ローテーター（本体のみ） － ¥130,000 ¥110,500
AAA3E501 チューブホルダーディスク（1.5mL用） 1.5mLチューブ(外径10mm)×60本 ¥29,000 ¥24,650
AAA3E502 チューブホルダーディスク（5mL用） 5mLチューブ(外径12mm)×18本 ¥15,000 ¥12,750
AAA3E503 チューブホルダーディスク（15mL用） 15mLチューブ(外径10.5mm)×18本 ¥14,000 ¥11,900
AAA3E504 チューブホルダーディスク（50mL用） 50mLチューブ(外径29mm)×12本 ¥10,000 ¥8,500
AAA3E511 フラスコ用ディスク － ¥8,000 ¥6,800
AAA23550 50mLフラスコクランプ（ステンレス製） 最大搭載数13 ¥2,800 ¥2,380
AAA23551 100mLフラスコクランプ（ステンレス製） 最大搭載数8 ¥3,200 ¥2,720
AAA23556 300mLフラスコクランプ（ステンレス製） 最大搭載数6 ¥4,000 ¥3,400
AAA30570 50mLフラスコクランプ（プラスチック製） 最大搭載数13 ¥3,200 ¥2,720
AAA30571 100mLフラスコクランプ（プラスチック製） 最大搭載数8 ¥3,800 ¥3,230
AAA30574 300mLフラスコクランプ（プラスチック製） 最大搭載数6 ¥5,000 ¥4,250
AAA3E521 2段用ポスト － ¥10,000 ¥8,500

［仕様］
回転速度 : 2～70rpm
傾斜角度 : 0～90度
タイマー : 1分～99時間59分
サイズ : 320(Ｗ)×325(Ｄ)×463(Ｈ)ｍｍ
重　　量 : 7.5kg

ミニ遠心機 Mini-10K

10,000rpmのミニ遠心機です。
［仕様］
遠心速度 ： 10,000rpm
遠 心  力 ：   5,000×G
容　　量 ： 1.5mL×6本
重　　量 ： 1.6kg
サ イ  ズ ： W158×D189×H122mm

［標準付属品］
0.5mLチューブアダプター×6
0.2mLチューブアダプター×6

キャンペーン価格 カタログNO.    　　　  品　名　   　  　　　価  格    
¥24,500  MINI-10K　　 ミニ遠心機 Mini-10K  　　¥35,000    

（ステンレス製）2段用ポスト

フラスコ用クランプフラスコ用ディスク
アイスオンⅡ

アイスオンⅠ （プラスチック製）

チューブホルダー各種

30%
OFF

15mLコニカル(段差） 50mLコニカル 遠心チューブ
（150～250mL）

SUS-15 15mLコニカルチューブ（12本立て） 1 ¥8,200
SUS-15S 15mLコニカルチューブ（12本立て）段差付き 1 ¥8,200
SUS-50 50mLコニカルチューブ（6本立て） 1 ¥6,400
SUS-250 150～250mL遠心チューブ（6本立て）60mmφ 1 ¥9,800

カタログNO. タイプ 入数 価 格 キャンペーン価格
¥6,560
¥6,560
¥5,120
¥7,840

20%
OFF

折り曲げ加工で作ったステンレスワイヤー製の
コニカルチューブ用ラックです。
チューブ間が広く、ワイヤーの切り口が
無いため安全です。

氷の上に置くことでラック全体を保冷する冷却ラック
です。1.5mLチューブ用とPCRチューブ用があります。

日本で最も親しまれているラブバッグを
大幅ディスカウントいたします。

サイズ

S (305×660mm）
SS (250×370mm）

M(405×660mm)
L (610×810mm）

ラブバッグSS

ラブバッグS、M、L

8001 ラブバッグS 200枚 ¥11,000
8002 ラブバッグM 200枚 ¥20,000
8003 ラブバッグL 200枚 ¥28,000

カタログNO. 品名 入数 価 格 キャンペーン価格

¥7,700
¥14,000
¥19,600

ー  　
¥2,660

9903 ラブバッグSS用スタンド 1台 ¥4,800
8000 ラブバッグSS 100枚 ¥3,800

サイドに1.5mLと0.5mLの
チューブがセットできます。

S,M,L用付属品

・滅菌テープ1巻
・結束バンド200本

※SSには付きません。

※ラックは別売です。

15%
OFF

IO-1　アイスオンⅠ（1.5mL×24本） 　　　　　　  1台　 ¥4,200
IO-2　アイスオンⅡ（0.2mL×96本、1.5mL×4本、0.5mL×6本）　1台　 ¥9,000

カタログNO. 品　名 入数 価 格 キャンペーン価格
¥3,570
¥7,650

[仕様]
サイズ ： 140×140×53mm
材　質 ： ポリプロピレン製
耐熱性 ： -90℃～121℃まで

80100 　　　　　単品（白） 5 ¥6,000
SB100 5色（白、青、赤、オレンジ、パープル） 5 ¥6,000

カタログNO. タイプ 入数  価 格 キャンペーン価格

¥4,500
¥4,500

25%
OFF

2mLまでのチューブを
100本保存できます。

液体窒素まで使用できるフリーザー用ラックです。
2mLまでのチューブが使用可能で、
81本用と25本用があります。

しなやかで丸めやすい廃棄用バッグ
しなやかで丸めやすいポリエチレン製のバイオハザードバッグです。
卓上サイズでクリーンベンチ内で少量のチップやチューブを廃棄するのに
最適です。

ラブバッグSS、S、M、L  バイオハザードバッグ ミニ遠心機 Mini-6K ミニ遠心機 Mini-10K

ストレッジボックス クライオボックス25/81

アイスオン ステンレスワイヤーラック

ボルテックスミキサー VM-96A

ローテーター CRT-350 

30%
OFF

耐熱温度 ： 121℃
サ イ ズ ： 210×275ｍｍ

25%
OFF

8004Ｎ 　　 バイオハザードバッグＮ  200枚 ¥4,000
9908Ｎ 　　　　BHB用スタンド 1 ¥4,800

カタログNO. 品名 入数  価 格 キャンペーン価格

¥3,000
ー     

 カタログNO. 　カラー キャンペーン価格
CB81 ブルー、レッド、イエロー   ¥6,000 ¥4,500

 価格
  　3

CB25 ブルー、レッド、イエロー   ¥5,500 ¥4,120  6（各2）

 入数

25%
OFF

大
好
評

[仕様］
サイズ：131×131×52mm／75×75×52mm
材　質：ポリカーボネイト製
耐熱性：液体窒素～100℃（オートクレーブ不可）
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ペルチェ式クーリング＆ヒーティングユニット！

サーモセル
（プログラム機能付き）

サーモセル・ミキシングブロック
（ミキシング機能付き）

・ 素早い加温冷却速度
・ ペルチェにより軽量、コンパクトで優れた熱効率を実現
・ 幅広いアプリケーションのために７種類のブロックを用意

20%
OFF

15%
OFF

さまざまなチューブに合わせていろいろなブロックが交換可能な
ブロックインキュベーターです！
・ 0.1℃単位で温度設定可能
・ 高精度なフィードバック温度制御システム
・ 透明カバーで中の確認が可能

CHB-350T ヒーティングブロック
CHB0030 0.2ml用ブロック(0.2ml×96本)
CHB0029 0.5mL用ブロック(0.5ml×48本)
CHB0045 1.5/2.0mL用ブロック(1.5/2.0ml×30本)
CHB0031 15mL用ブロック(15ml×15本)
CHB0033 50mL用ブロック(50ml×6本)

 カタログNO. 品　　名 　　　　　　　　   価 格
¥135,000
  ¥39,000
  ¥20,000
  ¥20,000
  ¥25,000
  ¥30,000

キャンペーン価格

¥114,750
¥33,150
¥17,000
¥17,000
¥21,250
¥25,500

［仕様］
温度範囲 ： 室温+5～130℃
温度精度 ： ±0.1℃（80℃時）
温度設定 ： 0.1℃（デジタル表示）
温度分布 ： ±0.2℃（80℃時）
タイマー ： 1分～99時間59分
加温時間 ： 15分(室温→130℃）
サイズ ： 249Ｗ×330Ｄ×250Ｈｍｍ
重　　量 ： 3.7kg

［特長］
・ Hot-Lid 付きBlock-Unitは5種類から選択可能
・ ＰＣ接続により、温度・時間などプログラムが可能
・ 高性能なTE（ペルチェ）を使用
・ ブロックインキュベーター最高クラスの加温冷却速度

20%
OFF

キャンペーン価格
¥96,000
¥96,000
¥96,000
¥96,000
¥96,000

CHB-T2-A　サーモQ（1.5mL×15本、0.5mL×20本ブロック） ¥120,000
CHB-T2-B　サーモQ（1.5mL×35本ブロック） ¥120,000
CHB-T2-C　サーモQ（0.5mL×54本ブロック） ¥120,000
CHB-T2-D　サーモQ（0.2mL×96本ブロック） ¥120,000
CHB-T2-E　サーモQ（2.0mL×35本ブロック） ¥120,000

カタログNO. 品　名 価 格

［仕様］
温度範囲 ： 0℃～100℃
温度精度 ： ±0.5℃
加温時間 ： 12分以下（RT→100℃）
冷却時間 ： 12分以下（RT→4℃）

大
好
評

1.5mL×40本

1.5mL×24本＆0.5mL×26本

0.5mL×54本 0.2mL×96本

マイクロプレートウォーターバス

15mmφ試験管×24本

GE J

A DB C

CHB-202 サーモセル ¥98,000
MB-101 サーモセル・ミキシングブロック ¥185,000
CHB-202A 1.5mL用ブロック ¥32,000
CHB-202B 0.5mL用ブロック ¥32,000
CHB-202C 0.2mL用ブロック ¥32,000
CHB-202H 2.0mL用ブロック ¥32,000
CHB-202D 試験管用ブロック ¥32,000
CHB-202E ウォーターバスブロック ¥32,000
CHB-202G ミックスブロック ¥46,000
CHB-202J プレート用ブロック ¥32,000

 カタログNO. 品　名   価 格 キャンペーン価格
¥78,400
¥148,000
¥25,600
¥25,600
¥25,600
¥25,600
¥25,600
¥25,600
¥36,800
¥25,600

［仕様］
温度範囲 ： 室温-14℃～100℃
攪拌速度 ： 300rpm～1,500rpm
タ イ マー ： 1分～99時間59分
加温時間 ： 12分（20→100℃）
冷却時間 ： 8分（室温→RT-10℃）
  15分（100→10℃） 

［仕様］
温度範囲 ： 0℃～100℃
タ イ マー ： 1分～99時間59分
加温時間 ： 35分以下（20→100℃）
冷却時間 ： 25分以下（20→0℃）
　　　　　 50分以下（100→0℃）

［仕様］
回転速度 ：  50～300rpm
回転運動 ：  10mmオービタル
重　　量 ：  7.2kg
使用環境 ：  4～45℃、湿度70％まで
最大負荷 ：  3kg
タ イ マー ： 1分～99時間59分
本体サイズ ：  W280×D270×H110mm

25%
OFF

PP06-250PP12-100

PP-1

UP-1

コンパクト設計でインキュベーター内で使用可能！
回転はスムーズで耐久性があり超低音設計。

※250mLフラスコ用プラットフォームは300mLフラスコも接続可能

カタログNO.        　  品　名　　           　  　入数　 　 価 格　 　　キャンペーン価格
OS-100　  　オービタルシェーカー   　       　　1　  ¥120,000    　　 ¥90,000　
PP-1　 　　  フラットプラットフォーム        　　　1　    ¥10,000     　　  ¥7,500 
PP12-100　  100mLフラスコ用プラットフォーム  1　    ¥30,000    　　 ¥22,500
PP06-250　  250mLフラスコ用プラットフォーム  1　    ¥25,000    　　 ¥18,750
PP-SP　  　  スプリングワイヤープラットフォーム   1　    ¥35,000    　　 ¥26,250
UP-1　     　 ユニバーサルプラットフォーム   　   1　    ¥29,000    　　 ¥21,750

ユーザーのニーズに合わせて最適化された攪拌を実現した
ロッキングシェーカーとウェイビングシェーカーです。
ロッキングはシーソー運動の攪拌で、
ウェイビングは首振り運動の攪拌です。

カタログNO. 品　　名 入数 価 格 キャンペーン価格
CRS-350 ロッキングシェーカー 1 ¥120,000 ¥99,600
CWS-350 ウェイビングシェーカー 1 ¥120,000 ¥99,600
AAA38501 ラバーマット 1 ¥8,000 ¥6,640
AAA38502 ディンプルマット 1 ¥8,000 ¥6,640
AAA38503 ユニバーサルハーネス 1 ¥10,000 ¥8,300

［特長］
▪ロッキング及びウェーブ方式から用途に応じて選択
▪低速でも安定した制御が可能
▪２～６０°Cでの使用が可能

ロッキング ウェイビング

or

［ロッキングシェーカー仕様］
振盪方式 : ロッキング
振盪速度 : 5～100rpm
調節角度 : 7°～13°
タイマー : 1分～99時間
重　　量 : 3.7kg
本体寸法 : W280×D334×H164mm
プラットフォーム寸法 : W276×D276mm

［ウェイビングシェーカー仕様］
振盪方式 : ウェイビング
振盪速度 : 8～100rpm
調節角度 : 0°～13°
タイマー : 1分～99時間
重　　量 : 3.7kg
本体寸法 : W280×D334×H164mm
プラットフォーム寸法 : W276×D276mm

CHB0030 CHB0029 CHB0045

CHB0031 CHB0033

プログラムブロックインキュベーター！
ホットリッド付きなので微量サンプルのロスが防げます!

PP-SP

コンパクトなので温度上昇が早く大変便利です。
空焚き防止機能付き。

フラスコトレー PP製フタ

オプション 20%
OFF

消費電力 ： 500W
バス容量 ： 4L
本体寸法：（W）200×（D）370×（H）250mm
バス内寸：（W）135×（D）238×（H）146mm

［仕様］
温度範囲 ： 室温+10℃～100℃
温度精度 ： ±0.2℃
ヒ ー タ ー ： 480W
加温速度 ： 80分以下（20→95℃） 

N3-4 　　4Lウォーターバス ¥85,000
N3-4PP 　　PP製フタ ¥15,000
N3-4F 　　フラスコトレー ¥18,000

カタログNO. 品　名 価 格 キャンペーン価格
¥68,000
¥12,000
¥14,400

オービタルシェーカー OS-100

ロッキングシェーカー ＆ ウェイビングシェーカー

4Ｌウォーターバス N3-4

サーモＱ『未来型Dry Bath』

サーモセル ＆ サーモセル ・ ミキシングブロック

ヒーティングブロック ・ Heating Blocks

オプション

オプション

ラバーマット ユニバーサルハーネスディンプルマット

17%
OFF
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ペルチェ式クーリング＆ヒーティングユニット！

サーモセル
（プログラム機能付き）

サーモセル・ミキシングブロック
（ミキシング機能付き）

・ 素早い加温冷却速度
・ ペルチェにより軽量、コンパクトで優れた熱効率を実現
・ 幅広いアプリケーションのために７種類のブロックを用意

20%
OFF

15%
OFF

さまざまなチューブに合わせていろいろなブロックが交換可能な
ブロックインキュベーターです！
・ 0.1℃単位で温度設定可能
・ 高精度なフィードバック温度制御システム
・ 透明カバーで中の確認が可能

CHB-350T ヒーティングブロック
CHB0030 0.2ml用ブロック(0.2ml×96本)
CHB0029 0.5mL用ブロック(0.5ml×48本)
CHB0045 1.5/2.0mL用ブロック(1.5/2.0ml×30本)
CHB0031 15mL用ブロック(15ml×15本)
CHB0033 50mL用ブロック(50ml×6本)

 カタログNO. 品　　名 　　　　　　　　   価 格
¥135,000
  ¥39,000
  ¥20,000
  ¥20,000
  ¥25,000
  ¥30,000

キャンペーン価格

¥114,750
¥33,150
¥17,000
¥17,000
¥21,250
¥25,500

［仕様］
温度範囲 ： 室温+5～130℃
温度精度 ： ±0.1℃（80℃時）
温度設定 ： 0.1℃（デジタル表示）
温度分布 ： ±0.2℃（80℃時）
タイマー ： 1分～99時間59分
加温時間 ： 15分(室温→130℃）
サイズ ： 249Ｗ×330Ｄ×250Ｈｍｍ
重　　量 ： 3.7kg

［特長］
・ Hot-Lid 付きBlock-Unitは5種類から選択可能
・ ＰＣ接続により、温度・時間などプログラムが可能
・ 高性能なTE（ペルチェ）を使用
・ ブロックインキュベーター最高クラスの加温冷却速度

20%
OFF

キャンペーン価格
¥96,000
¥96,000
¥96,000
¥96,000
¥96,000

CHB-T2-A　サーモQ（1.5mL×15本、0.5mL×20本ブロック） ¥120,000
CHB-T2-B　サーモQ（1.5mL×35本ブロック） ¥120,000
CHB-T2-C　サーモQ（0.5mL×54本ブロック） ¥120,000
CHB-T2-D　サーモQ（0.2mL×96本ブロック） ¥120,000
CHB-T2-E　サーモQ（2.0mL×35本ブロック） ¥120,000

カタログNO. 品　名 価 格

［仕様］
温度範囲 ： 0℃～100℃
温度精度 ： ±0.5℃
加温時間 ： 12分以下（RT→100℃）
冷却時間 ： 12分以下（RT→4℃）

大
好
評

1.5mL×40本

1.5mL×24本＆0.5mL×26本

0.5mL×54本 0.2mL×96本

マイクロプレートウォーターバス

15mmφ試験管×24本

GE J

A DB C

CHB-202 サーモセル ¥98,000
MB-101 サーモセル・ミキシングブロック ¥185,000
CHB-202A 1.5mL用ブロック ¥32,000
CHB-202B 0.5mL用ブロック ¥32,000
CHB-202C 0.2mL用ブロック ¥32,000
CHB-202H 2.0mL用ブロック ¥32,000
CHB-202D 試験管用ブロック ¥32,000
CHB-202E ウォーターバスブロック ¥32,000
CHB-202G ミックスブロック ¥46,000
CHB-202J プレート用ブロック ¥32,000

 カタログNO. 品　名   価 格 キャンペーン価格
¥78,400
¥148,000
¥25,600
¥25,600
¥25,600
¥25,600
¥25,600
¥25,600
¥36,800
¥25,600

［仕様］
温度範囲 ： 室温-14℃～100℃
攪拌速度 ： 300rpm～1,500rpm
タ イ マー ： 1分～99時間59分
加温時間 ： 12分（20→100℃）
冷却時間 ： 8分（室温→RT-10℃）
  15分（100→10℃） 

［仕様］
温度範囲 ： 0℃～100℃
タ イ マー ： 1分～99時間59分
加温時間 ： 35分以下（20→100℃）
冷却時間 ： 25分以下（20→0℃）
　　　　　 50分以下（100→0℃）

［仕様］
回転速度 ：  50～300rpm
回転運動 ：  10mmオービタル
重　　量 ：  7.2kg
使用環境 ：  4～45℃、湿度70％まで
最大負荷 ：  3kg
タ イ マー ： 1分～99時間59分
本体サイズ ：  W280×D270×H110mm

25%
OFF

PP06-250PP12-100

PP-1

UP-1

コンパクト設計でインキュベーター内で使用可能！
回転はスムーズで耐久性があり超低音設計。

※250mLフラスコ用プラットフォームは300mLフラスコも接続可能

カタログNO.        　  品　名　　           　  　入数　 　 価 格　 　　キャンペーン価格
OS-100　  　オービタルシェーカー   　       　　1　  ¥120,000    　　 ¥90,000　
PP-1　 　　  フラットプラットフォーム        　　　1　    ¥10,000     　　  ¥7,500 
PP12-100　  100mLフラスコ用プラットフォーム  1　    ¥30,000    　　 ¥22,500
PP06-250　  250mLフラスコ用プラットフォーム  1　    ¥25,000    　　 ¥18,750
PP-SP　  　  スプリングワイヤープラットフォーム   1　    ¥35,000    　　 ¥26,250
UP-1　     　 ユニバーサルプラットフォーム   　   1　    ¥29,000    　　 ¥21,750

ユーザーのニーズに合わせて最適化された攪拌を実現した
ロッキングシェーカーとウェイビングシェーカーです。
ロッキングはシーソー運動の攪拌で、
ウェイビングは首振り運動の攪拌です。

カタログNO. 品　　名 入数 価 格 キャンペーン価格
CRS-350 ロッキングシェーカー 1 ¥120,000 ¥99,600
CWS-350 ウェイビングシェーカー 1 ¥120,000 ¥99,600
AAA38501 ラバーマット 1 ¥8,000 ¥6,640
AAA38502 ディンプルマット 1 ¥8,000 ¥6,640
AAA38503 ユニバーサルハーネス 1 ¥10,000 ¥8,300

［特長］
▪ロッキング及びウェーブ方式から用途に応じて選択
▪低速でも安定した制御が可能
▪２～６０°Cでの使用が可能

ロッキング ウェイビング

or

［ロッキングシェーカー仕様］
振盪方式 : ロッキング
振盪速度 : 5～100rpm
調節角度 : 7°～13°
タイマー : 1分～99時間
重　　量 : 3.7kg
本体寸法 : W280×D334×H164mm
プラットフォーム寸法 : W276×D276mm

［ウェイビングシェーカー仕様］
振盪方式 : ウェイビング
振盪速度 : 8～100rpm
調節角度 : 0°～13°
タイマー : 1分～99時間
重　　量 : 3.7kg
本体寸法 : W280×D334×H164mm
プラットフォーム寸法 : W276×D276mm

CHB0030 CHB0029 CHB0045

CHB0031 CHB0033

プログラムブロックインキュベーター！
ホットリッド付きなので微量サンプルのロスが防げます!

PP-SP

コンパクトなので温度上昇が早く大変便利です。
空焚き防止機能付き。

フラスコトレー PP製フタ

オプション 20%
OFF

消費電力 ： 500W
バス容量 ： 4L
本体寸法：（W）200×（D）370×（H）250mm
バス内寸：（W）135×（D）238×（H）146mm

［仕様］
温度範囲 ： 室温+10℃～100℃
温度精度 ： ±0.2℃
ヒ ー タ ー ： 480W
加温速度 ： 80分以下（20→95℃） 

N3-4 　　4Lウォーターバス ¥85,000
N3-4PP 　　PP製フタ ¥15,000
N3-4F 　　フラスコトレー ¥18,000

カタログNO. 品　名 価 格 キャンペーン価格
¥68,000
¥12,000
¥14,400

オービタルシェーカー OS-100

ロッキングシェーカー ＆ ウェイビングシェーカー

4Ｌウォーターバス N3-4

サーモＱ『未来型Dry Bath』

サーモセル ＆ サーモセル ・ ミキシングブロック

ヒーティングブロック ・ Heating Blocks

オプション

オプション

ラバーマット ユニバーサルハーネスディンプルマット

17%
OFF
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キャンペーン価格

IP112300A グローバルシャッターCMOSカメラ 1230万画素 ¥630,000 ¥498,000
IP109000A グローバルシャッターCMOSカメラ 900万画素 ¥420,000 ¥328,000
IP105000A グローバルシャッターCMOSカメラ 500万画素 ¥320,000 ¥248,000
IP103100A グローバルシャッターCMOSカメラ 310万画素 ¥250,000 ¥198,000
IP101500A グローバルシャッターCMOSカメラ 150万画素 ¥210,000 ¥168,000

カタログNO. 品　　名  　　　　　　　 仕様　　        価 格       キャンペーン価格    

［仕様］
センサー  ： 裏面照射CMOS Sony IMX291
HDMI出力 ： 1920×1080 30fps (ズーム機能付）
コントロール ： カメラ内蔵ソフト、マウス操作
静止画保存     ：600万画素(SDカード）
動画保存 ： 1920×1080　30fps(SDカード)
動画保存形式：AVI

お持ちの顕微鏡にCマウントで接続するだけで簡単に使用できる顕微鏡用カメラです。
CCDカメラから直接HDMIケーブルでモニターに画像を表示する事ができ、
フルHD 30fpsだから高解像度でもリアルタイム画像にもたつきがありません。
PC不要で直接モニターを見ながらマウスで操作が可能 ！
蛍光撮影にさらに強くなりました。 11.6inch Full HDモニタープレゼント !

スタンドでもカメラ固定でも使える2wayの高精細Full HDモニターを
プレゼントいたします。
省スペースで色再現性も良く顕微鏡モニターとして最適です。

TC-ⅡPlusM11.6HR 　 　　キャンペーンセット　 　　　¥290,000
ExFocus 　　　　　　Cマウントアダプタ（各社有り） 　　¥30,000
SM01 　　　　　　　マイクロメーター 0.1mm目盛 　　　¥6,000
SM001 　　　  　　　マイクロメーター 0.01mm目盛 　　 ¥9,000

カタログNO. 　　　　　　　品　　名 　　        　　価 格

Mosaic V2.0ソフトウェア

撮影しながらステージを動かすだけで画像を
つなぎ合わせ１枚の広視野画像を合成します。

リアルタイムでフォーカスのあった画像をつな
ぎ合わせ1枚の全てにフォーカスの合った画像
を作ります。

リアルタイムステッチング機能 リアルタイムディープス機能

ToupViewソフトウェア

解析結果をエクセルシートにソート、レポート
作成が出来ます。

自動カウント機能

画像をつなぎ合わせ１枚の広視野画像を
合成します。

ステッチング機能

　タイプ 　　    　　　　　　　仕　様　　　　  　　　　　　　　特　長   
Michrome5Pro 500万画素/グローバルシャッター 高感度、動きに強い、万能モデル
Michrome20 2000万画素/ローリングシャッター 低倍率広視野撮影向き、ビニング
Michrome6 630万画素/ローリングシャッター 高感度で低価格の万能モデル

カタログNO. 品　　名     　　　　　仕様　　　　  価 格      キャンペーン価格
Michrome5Pro MichromeCMOSカメラ 500万画素 ¥380,000 　¥298,000
Michrome20 MichromeCMOSカメラ 2000万画素 ¥310,000 ¥248,000
Michrome6 MichromeCMOSカメラ 630万画素 ¥250,000 ¥198,000

　タイプ 　　    　　  　仕　様　　　　  　　　　　　　　特　長   
IP112300A 1230万画素/23fps 低倍での広視野撮影、高解像度での微弱蛍光撮影
IP109000A 900万画素/34fps １inchセンサーで余分なレンズ不要、お勧めモデル
IP105000A 500万画素/35fps 性能と金額のバランスの良いモデル
IP103100A 310万画素/53fps 一般撮影に十分な解像度、リーズナブルで高性能
IP101500A 150万画素/164fps 2×2ビニングで300fps、高速で動く被写体の撮影

フレームレートが早く明視野から蛍光撮影までオールマイティーに使えるCMOSカメラです。用途に合わせた3タイプの
カメラで研究現場のさまざまな用途のために開発したMosaic V2.0ソフトウェアが標準で付属します。 

フレームレートが早く超高感度のグローバルシャッターCMOSカメラで、全モデル同ピクセルサイズのため高解像度
タイプほどセンサーサイズが大きくなります。選択の基準は解像度とフレームレートです。 ToupView ソフトウェア
が標準で付属します。

¥230,000
ー　　
ー　　
ー　　

20%
OFF

20%
OFF

JIS R3505(1994年)クラスAの〔体積の許容誤差〕で製作しています。

JIS R3505(1994年)クラスAの〔体積の許容誤差〕で製作しています。

ガラス製なので耐酸性があり、
底部は厚みがあり安定感があります。

ガラス製の比重計用シリンダーです。
台座が丸型なので、保管場所を取りません。

50%
OFF

50%
OFF

40%
OFF

40%
OFF

カタログNO. 形状 容量（mL） 目盛容量（mL） 価 格 キャンペーン価格
00000910A 円筒型 10 1 ¥1,410
00000911 円筒型 20 1 ¥1,410
00000912A 円筒型 50 2 ¥1,800
00000913A 円筒型 100 2.5 ¥2,400
00000914 円筒型 200 5 ¥3,550
00000904 円錐型 30 1 ¥2,100

¥840
¥840
¥1,080
¥1,440
¥2,130
¥1,260

カタログNO. 容量（mL） 許容誤差（mL） TS栓 価 格 キャンペーン価格
00000202C 10 ±0.025 9 ¥1,900
00000203 20 ±0.04 9 ¥1,900
00000204 25 ±0.04 9 ¥1,900
00000207C 50 ±0.06 13 ¥1,950
00000208C 100 ±0.1 13 ¥2,000
00000209C 200 ±0.15 16 ¥2,700
00000210C 250 ±0.15 16 ¥3,200
00000211C 300 ±0.15 16 ¥7,500
00000212C 500 ±0.25 19 ¥3,600
00000213C 1000 ±0.4 22 ¥4,450
00000214 2000 ±0.6 27 ¥8,500

¥950
¥950
¥950
¥970
¥1,000
¥1,350
¥1,600
¥3,750
¥1,800
¥2,220
¥4,250

カタログNO. 容量（mL） 許容誤差（mL） 価 格 キャンペーン価格
00000402C 10 ±0.1 ¥1,150
00000403C 20 ±0.2 ¥1,250
00000404C 25 ±0.25 ¥1,580
00000405C 50 ±0.5 ¥1,650
00000406C 100 ±0.5 ¥1,950
00000407C 200 ±1.0 ¥2,400
00000408C 250 ±1.25 ¥2,600
00000410C 500 ±2.5 ¥4,500
00000411C 1000 ±5.0 ¥9,600

¥570
¥620
¥790
¥820
¥970
¥1,200
¥1,300
¥2,250
¥4,800

カタログNO. 容量（mL） 価 格 キャンペーン価格
00001001 50 ¥1,360
00001002 100 ¥1,600
00001003 200 ¥1,900
00001004 250 ¥2,100
00001005 300 ¥2,700
00001006 500 ¥3,500
00001007 1000 ¥6,700

¥810
¥960
¥1,140
¥1,260
¥1,620
¥2,100
¥4,020

メスシリンダー

メスフラスコ

流量計・円筒型 流量計・円錐型

生地シリンダー

高解像度で蛍光撮影に最適！

タイリング用途に最適！

顕微鏡用カメラ ・ Michrome CMOSカメラ （Mosaic ソフト付き）

顕微鏡用カメラ ・ CMOSカメラ （ToupView ソフト付き）

顕微鏡用HDMIカメラ ・ TrueChrome Ⅱ Plus

生地シリンダー(目盛なしシリンダー)

液量計(円筒型、円錐型)

メスフラスコ(全量フラスコ)

メスシリンダー
20%
OFF
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キャンペーン価格

IP112300A グローバルシャッターCMOSカメラ 1230万画素 ¥630,000 ¥498,000
IP109000A グローバルシャッターCMOSカメラ 900万画素 ¥420,000 ¥328,000
IP105000A グローバルシャッターCMOSカメラ 500万画素 ¥320,000 ¥248,000
IP103100A グローバルシャッターCMOSカメラ 310万画素 ¥250,000 ¥198,000
IP101500A グローバルシャッターCMOSカメラ 150万画素 ¥210,000 ¥168,000

カタログNO. 品　　名  　　　　　　　 仕様　　        価 格       キャンペーン価格    

［仕様］
センサー  ： 裏面照射CMOS Sony IMX291
HDMI出力 ： 1920×1080 30fps (ズーム機能付）
コントロール ： カメラ内蔵ソフト、マウス操作
静止画保存     ：600万画素(SDカード）
動画保存 ： 1920×1080　30fps(SDカード)
動画保存形式：AVI

お持ちの顕微鏡にCマウントで接続するだけで簡単に使用できる顕微鏡用カメラです。
CCDカメラから直接HDMIケーブルでモニターに画像を表示する事ができ、
フルHD 30fpsだから高解像度でもリアルタイム画像にもたつきがありません。
PC不要で直接モニターを見ながらマウスで操作が可能 ！
蛍光撮影にさらに強くなりました。 11.6inch Full HDモニタープレゼント !

スタンドでもカメラ固定でも使える2wayの高精細Full HDモニターを
プレゼントいたします。
省スペースで色再現性も良く顕微鏡モニターとして最適です。

TC-ⅡPlusM11.6HR 　 　　キャンペーンセット　 　　　¥290,000
ExFocus 　　　　　　Cマウントアダプタ（各社有り） 　　¥30,000
SM01 　　　　　　　マイクロメーター 0.1mm目盛 　　　¥6,000
SM001 　　　  　　　マイクロメーター 0.01mm目盛 　　 ¥9,000

カタログNO. 　　　　　　　品　　名 　　        　　価 格

Mosaic V2.0ソフトウェア

撮影しながらステージを動かすだけで画像を
つなぎ合わせ１枚の広視野画像を合成します。

リアルタイムでフォーカスのあった画像をつな
ぎ合わせ1枚の全てにフォーカスの合った画像
を作ります。

リアルタイムステッチング機能 リアルタイムディープス機能

ToupViewソフトウェア

解析結果をエクセルシートにソート、レポート
作成が出来ます。

自動カウント機能

画像をつなぎ合わせ１枚の広視野画像を
合成します。

ステッチング機能

　タイプ 　　    　　　　　　　仕　様　　　　  　　　　　　　　特　長   
Michrome5Pro 500万画素/グローバルシャッター 高感度、動きに強い、万能モデル
Michrome20 2000万画素/ローリングシャッター 低倍率広視野撮影向き、ビニング
Michrome6 630万画素/ローリングシャッター 高感度で低価格の万能モデル

カタログNO. 品　　名     　　　　　仕様　　　　  価 格      キャンペーン価格
Michrome5Pro MichromeCMOSカメラ 500万画素 ¥380,000 　¥298,000
Michrome20 MichromeCMOSカメラ 2000万画素 ¥310,000 ¥248,000
Michrome6 MichromeCMOSカメラ 630万画素 ¥250,000 ¥198,000

　タイプ 　　    　　  　仕　様　　　　  　　　　　　　　特　長   
IP112300A 1230万画素/23fps 低倍での広視野撮影、高解像度での微弱蛍光撮影
IP109000A 900万画素/34fps １inchセンサーで余分なレンズ不要、お勧めモデル
IP105000A 500万画素/35fps 性能と金額のバランスの良いモデル
IP103100A 310万画素/53fps 一般撮影に十分な解像度、リーズナブルで高性能
IP101500A 150万画素/164fps 2×2ビニングで300fps、高速で動く被写体の撮影

フレームレートが早く明視野から蛍光撮影までオールマイティーに使えるCMOSカメラです。用途に合わせた3タイプの
カメラで研究現場のさまざまな用途のために開発したMosaic V2.0ソフトウェアが標準で付属します。 

フレームレートが早く超高感度のグローバルシャッターCMOSカメラで、全モデル同ピクセルサイズのため高解像度
タイプほどセンサーサイズが大きくなります。選択の基準は解像度とフレームレートです。 ToupView ソフトウェア
が標準で付属します。

¥230,000
ー　　
ー　　
ー　　

20%
OFF

20%
OFF

JIS R3505(1994年)クラスAの〔体積の許容誤差〕で製作しています。

JIS R3505(1994年)クラスAの〔体積の許容誤差〕で製作しています。

ガラス製なので耐酸性があり、
底部は厚みがあり安定感があります。

ガラス製の比重計用シリンダーです。
台座が丸型なので、保管場所を取りません。

50%
OFF

50%
OFF

40%
OFF

40%
OFF

カタログNO. 形状 容量（mL） 目盛容量（mL） 価 格 キャンペーン価格
00000910A 円筒型 10 1 ¥1,410
00000911 円筒型 20 1 ¥1,410
00000912A 円筒型 50 2 ¥1,800
00000913A 円筒型 100 2.5 ¥2,400
00000914 円筒型 200 5 ¥3,550
00000904 円錐型 30 1 ¥2,100

¥840
¥840
¥1,080
¥1,440
¥2,130
¥1,260

カタログNO. 容量（mL） 許容誤差（mL） TS栓 価 格 キャンペーン価格
00000202C 10 ±0.025 9 ¥1,900
00000203 20 ±0.04 9 ¥1,900
00000204 25 ±0.04 9 ¥1,900
00000207C 50 ±0.06 13 ¥1,950
00000208C 100 ±0.1 13 ¥2,000
00000209C 200 ±0.15 16 ¥2,700
00000210C 250 ±0.15 16 ¥3,200
00000211C 300 ±0.15 16 ¥7,500
00000212C 500 ±0.25 19 ¥3,600
00000213C 1000 ±0.4 22 ¥4,450
00000214 2000 ±0.6 27 ¥8,500

¥950
¥950
¥950
¥970
¥1,000
¥1,350
¥1,600
¥3,750
¥1,800
¥2,220
¥4,250

カタログNO. 容量（mL） 許容誤差（mL） 価 格 キャンペーン価格
00000402C 10 ±0.1 ¥1,150
00000403C 20 ±0.2 ¥1,250
00000404C 25 ±0.25 ¥1,580
00000405C 50 ±0.5 ¥1,650
00000406C 100 ±0.5 ¥1,950
00000407C 200 ±1.0 ¥2,400
00000408C 250 ±1.25 ¥2,600
00000410C 500 ±2.5 ¥4,500
00000411C 1000 ±5.0 ¥9,600

¥570
¥620
¥790
¥820
¥970
¥1,200
¥1,300
¥2,250
¥4,800

カタログNO. 容量（mL） 価 格 キャンペーン価格
00001001 50 ¥1,360
00001002 100 ¥1,600
00001003 200 ¥1,900
00001004 250 ¥2,100
00001005 300 ¥2,700
00001006 500 ¥3,500
00001007 1000 ¥6,700

¥810
¥960
¥1,140
¥1,260
¥1,620
¥2,100
¥4,020

メスシリンダー

メスフラスコ

流量計・円筒型 流量計・円錐型

生地シリンダー

高解像度で蛍光撮影に最適！

タイリング用途に最適！

顕微鏡用カメラ ・ Michrome CMOSカメラ （Mosaic ソフト付き）

顕微鏡用カメラ ・ CMOSカメラ （ToupView ソフト付き）

顕微鏡用HDMIカメラ ・ TrueChrome Ⅱ Plus

生地シリンダー(目盛なしシリンダー)

液量計(円筒型、円錐型)

メスフラスコ(全量フラスコ)

メスシリンダー
20%
OFF
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倒立顕微鏡セット例正立顕微鏡セット例

［ユニット構成］
・スライドユニット
・コントロールユニット
・ACアダプター

お持ちの顕微鏡に取り付けるだけで蛍光顕微鏡にはやがわり！
顕微鏡組み込みモデル（BT-ExMi）

［特長］
・ 励起光源は
  （U:365nm/ B:470nm/ G:530nm）から選択
・ 励起光源は３色まで搭載可能
・ コントロールユニットはon/offと照度調節
・ フィルターはバンドパスフィルターか
  ハイパスフィルターから選択

［特長］
◆LEDユニットをスライドして励起光源とフィルターの切り替えが同時にできます。
◆サンプルを動かすことなく2色励起の観察撮影ができます。
◆対物レンズへ固定、手元スペースが大きく開放され作業の邪魔になりません。
◆透過光と470nmと530nmで3色観察撮影が簡単に切り替え可能です。
◆オプションで高性能フィルターをご用意しています。（お問い合わせ）

 カタログNO. タイプ 価 格 キャンペーン価格
BT-ExSMH　　　　　　　実体倒立兼用モデル　　　　　　¥248,000 ¥198,000

実体顕微鏡に取り付けることが出来ます。励起光源は470nmと530nmを標準装備

搭載例

20%
OFF

20%
OFF［仕様］

搭  載  波  長 ：  青色（470nm）、緑色（530nm）
励  起  範  囲 ：  10ｍｍ～20mmφ
観察フィルター ： オレンジ、レッド
取り付け可能径 ： φ65mm 
サ　  イ 　 ズ ：  W160×D140×H50mm

リミテッドステージⅡ
（切り出し対応モデル）

110-1 Limited-STAGE 本体のみ ¥185,000
110-2 Limited-STAGE-UV 本体＋ECX15M ¥310,000
110-5 Limited-STAGE-100 本体＋LED100 ¥305,000
110-6 Limited-STAGE-VP 本体＋920 ¥450,000
110-7 Limited-STAGE-UVVP 本体＋ECX15M＋920 ¥580,000
110-8 Limited-STAGE-100VP 本体＋LED100＋920 ¥570,000
406 コンパクトフォトプリンターシステム  ¥28,000

カタログNO. 品　　名 内　　容 価 格 キャンペーン価格
¥160,000
¥270,000
¥256,000
¥390,000
¥500,000
¥485,000
ー　　

《Limited-STAGE》

リミテッドステージ

220mm
220m

m

440mm

ステージ2000

260mm 340mm

540mm

高感度デジタルカメラ採用
　 1眼レフミラーレス

8インチ液晶モニター

114 STAGE-2000 本体のみ ¥550,000
114-2 STAGE-2000-UV 本体＋ECX15M ¥690,000
114-5 STAGE-2000-100 本体＋LED100 ¥670,000
114-4 STAGE-2000VP 本体＋920 ¥720,000
114-6 STAGE-2000VP-UV 本体＋920＋ECX15M ¥860,000
114-7 STAGE-2000VP-100 本体＋920＋LED100 ¥860,000
114-3 STAGE-2000CP 本体＋406 ¥560,000
114-8 STAGE-2000CP-UV 本体＋406＋ECX15M ¥700,000
114-9 STAGE-2000CP-100 本体＋406＋LED100 ¥680,000

カタログNO. 品　　名 内　　容 価 格 キャンペーン価格
¥425,000
¥555,000
¥520,000
¥585,000
¥715,000
¥680,000
¥450,000
¥590,000
¥546,000

《STAGE-2000》

116-1 Limited-STAGEⅡ 本体のみ ¥220,000
116-2 Limited-STAGEⅡ-UV 本体＋ECX15M ¥350,000
116-5 Limited-STAGEⅡ-100 本体＋LED100 ¥340,000
116-6 Limited-STAGEⅡ-VP 本体＋920 ¥490,000
116-7 Limited-STAGEⅡ-UVVP 本体＋ECX15M＋920 ¥620,000
116-8 Limited-STAGEⅡ-100VP 本体＋LED100＋920 ¥610,000
406 コンパクトフォトプリンターシステム  ¥28,000

カタログNO. 品　　名 内　　容 価 格 キャンペーン価格
¥189,000
¥300,000
¥285,000
¥420,000
¥530,000
¥515,000
ー　　

《Limited-STAGEⅡ》

感熱式
プリンター

コンパクト
プリンター

UVトランス
イルミネーター

406 ECX15M LED100920

LEDトランス
イルミネーター

どこでも手軽に使えるハンディー式励起光源 全５色!

［特長］
• 小さくても強力照射、
  さらに均一性が増してリニューアル
• コントラストを高める
  LowPassフィルター 組込み式
• 励起波長が増えて
  多くの蛍光物質に対応しました。
• 660nmで、インフラレッドなど
  近赤外線蛍光の観察が可能

［用途］
• マウスなどの発現観察
• 植物の発現観察
• 電気泳動のバンドの確認

［蛍光色素対応］

UV Sirius,EBFP
B EtBr,SYBRgreen,Gelgreen,SYPROruby
C EYFPなど
G RFP,mcherry,KusabiraOrangeなど
DR Infraredの観察

ExF-UV Exフラッシュライト UV（365nm） 1 ¥48,000
ExF-B Exフラッシュライト B（470nm） 1 ¥40,000
ExF-C Exフラッシュライト C（505nm） 1 ¥40,000
ExF-G Exフラッシュライト G（530nm） 1 ¥40,000
ExF-DR Exフラッシュライト DR（660nm） 1 ¥48,000
BT-LP730 高性能ハイパスフィルター（730nm）50×50mm 1 ¥58,000

カタログNO. 品　名 入数 価 格 キャンペーン価格
¥38,000
¥32,000
¥32,000
¥32,000
¥38,000
¥46,000

UV（365nm）／B（470nm）／C（505nm）／G（530nm）／DR（660nm） 20%
OFF

さらにシャープカットゴーグル プレゼント !

（ExF-DRを除く）

BT-ExMi□ 顕微鏡用蛍光ユニット 1色セット（UBGから1色選択） ¥338,000
BT-ExMi□□ 顕微鏡用蛍光ユニット 2色セット（UBGから2色選択） ¥503,000
BT-ExMiUBG 顕微鏡用蛍光ユニット 3色セット（UBGの3色付き） ¥720,000

 カタログNO. 品　名 価 格 キャンペーン価格
¥268,000
¥398,000
¥568,000

[仕様]
CMOSセンサー ： 裏面照射SonyIMX307C
センサーサイズ ： 1/2.8inch(5.57×3.13)
ピクセルサイズ ： 2.9×2.9μm
解 　像 　度 ： 200万画素〔1920×1080)
フレームレート  ： 60fps(1920×1080）

使い勝手がよくコストパフォーマンスが高い
顕微鏡カメラです。   （コンピューター不要）

［特徴］
・Sony裏面照射CMOSセンサーで画像もきれいです。
・感度が高く普通の蛍光画像も撮影できます。
・カメラに直接マウスをつないでコントロールできます。
・コンピューターの設置場所を必要としません。
・フレームレートが早くストレスがありません。

20%
OFF

デジタルカメラを使ったゲル撮影装置です。
操作は簡単で、ピンボケを一切排除したシステムです！

実体顕微鏡用 蛍光ユニット

顕微鏡用 蛍光ユニット

顕微鏡用カメラ ・ SuperShot

Ex Flash Light

Limited-STAGE & Limited STAGEⅡ & STAGE-2000

NEW
11.6inch Full HDモニター付いてます !

コンパクトなモニターなのでカメラ固定で使えます。
別売のスタンドを使えば、顕微鏡の横置きで使えます。

SuperShot        　　　SuperShot顕微鏡用HDMIカメラ         ¥190,000
ExFoccus 　　　   Cマウントアダプタ(各社有り)　　　　  ¥30,000
STAND  　　　       　 モニタースタンド                      ¥10,000
SM01                          マイクロメーター0.1mm目盛　　　　     ￥6,000
SM-D                    マイクロメーター0.1/0.01mm混合目盛　　 ￥10,000

 カタログNO. 品　名 価 格 キャンペーン価格
¥152,000

ー　  
ー　  
ー　  
ー　  

13～22%
OFF
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倒立顕微鏡セット例正立顕微鏡セット例

［ユニット構成］
・スライドユニット
・コントロールユニット
・ACアダプター

お持ちの顕微鏡に取り付けるだけで蛍光顕微鏡にはやがわり！
顕微鏡組み込みモデル（BT-ExMi）

［特長］
・ 励起光源は
  （U:365nm/ B:470nm/ G:530nm）から選択
・ 励起光源は３色まで搭載可能
・ コントロールユニットはon/offと照度調節
・ フィルターはバンドパスフィルターか
  ハイパスフィルターから選択

［特長］
◆LEDユニットをスライドして励起光源とフィルターの切り替えが同時にできます。
◆サンプルを動かすことなく2色励起の観察撮影ができます。
◆対物レンズへ固定、手元スペースが大きく開放され作業の邪魔になりません。
◆透過光と470nmと530nmで3色観察撮影が簡単に切り替え可能です。
◆オプションで高性能フィルターをご用意しています。（お問い合わせ）

 カタログNO. タイプ 価 格 キャンペーン価格
BT-ExSMH　　　　　　　実体倒立兼用モデル　　　　　　¥248,000 ¥198,000

実体顕微鏡に取り付けることが出来ます。励起光源は470nmと530nmを標準装備

搭載例

20%
OFF

20%
OFF［仕様］

搭  載  波  長 ：  青色（470nm）、緑色（530nm）
励  起  範  囲 ：  10ｍｍ～20mmφ
観察フィルター ： オレンジ、レッド
取り付け可能径 ： φ65mm 
サ　  イ 　 ズ ：  W160×D140×H50mm

リミテッドステージⅡ
（切り出し対応モデル）

110-1 Limited-STAGE 本体のみ ¥185,000
110-2 Limited-STAGE-UV 本体＋ECX15M ¥310,000
110-5 Limited-STAGE-100 本体＋LED100 ¥305,000
110-6 Limited-STAGE-VP 本体＋920 ¥450,000
110-7 Limited-STAGE-UVVP 本体＋ECX15M＋920 ¥580,000
110-8 Limited-STAGE-100VP 本体＋LED100＋920 ¥570,000
406 コンパクトフォトプリンターシステム  ¥28,000

カタログNO. 品　　名 内　　容 価 格 キャンペーン価格
¥160,000
¥270,000
¥256,000
¥390,000
¥500,000
¥485,000
ー　　

《Limited-STAGE》

リミテッドステージ

220mm
220m

m

440mm

ステージ2000

260mm 340mm

540mm

高感度デジタルカメラ採用
　 1眼レフミラーレス

8インチ液晶モニター

114 STAGE-2000 本体のみ ¥550,000
114-2 STAGE-2000-UV 本体＋ECX15M ¥690,000
114-5 STAGE-2000-100 本体＋LED100 ¥670,000
114-4 STAGE-2000VP 本体＋920 ¥720,000
114-6 STAGE-2000VP-UV 本体＋920＋ECX15M ¥860,000
114-7 STAGE-2000VP-100 本体＋920＋LED100 ¥860,000
114-3 STAGE-2000CP 本体＋406 ¥560,000
114-8 STAGE-2000CP-UV 本体＋406＋ECX15M ¥700,000
114-9 STAGE-2000CP-100 本体＋406＋LED100 ¥680,000

カタログNO. 品　　名 内　　容 価 格 キャンペーン価格
¥425,000
¥555,000
¥520,000
¥585,000
¥715,000
¥680,000
¥450,000
¥590,000
¥546,000

《STAGE-2000》

116-1 Limited-STAGEⅡ 本体のみ ¥220,000
116-2 Limited-STAGEⅡ-UV 本体＋ECX15M ¥350,000
116-5 Limited-STAGEⅡ-100 本体＋LED100 ¥340,000
116-6 Limited-STAGEⅡ-VP 本体＋920 ¥490,000
116-7 Limited-STAGEⅡ-UVVP 本体＋ECX15M＋920 ¥620,000
116-8 Limited-STAGEⅡ-100VP 本体＋LED100＋920 ¥610,000
406 コンパクトフォトプリンターシステム  ¥28,000

カタログNO. 品　　名 内　　容 価 格 キャンペーン価格
¥189,000
¥300,000
¥285,000
¥420,000
¥530,000
¥515,000
ー　　

《Limited-STAGEⅡ》

感熱式
プリンター

コンパクト
プリンター

UVトランス
イルミネーター

406 ECX15M LED100920

LEDトランス
イルミネーター

どこでも手軽に使えるハンディー式励起光源 全５色!

［特長］
• 小さくても強力照射、
  さらに均一性が増してリニューアル
• コントラストを高める
  LowPassフィルター 組込み式
• 励起波長が増えて
  多くの蛍光物質に対応しました。
• 660nmで、インフラレッドなど
  近赤外線蛍光の観察が可能

［用途］
• マウスなどの発現観察
• 植物の発現観察
• 電気泳動のバンドの確認

［蛍光色素対応］

UV Sirius,EBFP
B EtBr,SYBRgreen,Gelgreen,SYPROruby
C EYFPなど
G RFP,mcherry,KusabiraOrangeなど
DR Infraredの観察

ExF-UV Exフラッシュライト UV（365nm） 1 ¥48,000
ExF-B Exフラッシュライト B（470nm） 1 ¥40,000
ExF-C Exフラッシュライト C（505nm） 1 ¥40,000
ExF-G Exフラッシュライト G（530nm） 1 ¥40,000
ExF-DR Exフラッシュライト DR（660nm） 1 ¥48,000
BT-LP730 高性能ハイパスフィルター（730nm）50×50mm 1 ¥58,000

カタログNO. 品　名 入数 価 格 キャンペーン価格
¥38,000
¥32,000
¥32,000
¥32,000
¥38,000
¥46,000

UV（365nm）／B（470nm）／C（505nm）／G（530nm）／DR（660nm） 20%
OFF

さらにシャープカットゴーグル プレゼント !

（ExF-DRを除く）

BT-ExMi□ 顕微鏡用蛍光ユニット 1色セット（UBGから1色選択） ¥338,000
BT-ExMi□□ 顕微鏡用蛍光ユニット 2色セット（UBGから2色選択） ¥503,000
BT-ExMiUBG 顕微鏡用蛍光ユニット 3色セット（UBGの3色付き） ¥720,000

 カタログNO. 品　名 価 格 キャンペーン価格
¥268,000
¥398,000
¥568,000

[仕様]
CMOSセンサー ： 裏面照射SonyIMX307C
センサーサイズ ： 1/2.8inch(5.57×3.13)
ピクセルサイズ ： 2.9×2.9μm
解 　像 　度 ： 200万画素〔1920×1080)
フレームレート  ： 60fps(1920×1080）

使い勝手がよくコストパフォーマンスが高い
顕微鏡カメラです。   （コンピューター不要）

［特徴］
・Sony裏面照射CMOSセンサーで画像もきれいです。
・感度が高く普通の蛍光画像も撮影できます。
・カメラに直接マウスをつないでコントロールできます。
・コンピューターの設置場所を必要としません。
・フレームレートが早くストレスがありません。

20%
OFF

デジタルカメラを使ったゲル撮影装置です。
操作は簡単で、ピンボケを一切排除したシステムです！

実体顕微鏡用 蛍光ユニット

顕微鏡用 蛍光ユニット

顕微鏡用カメラ ・ SuperShot

Ex Flash Light

Limited-STAGE & Limited STAGEⅡ & STAGE-2000

NEW
11.6inch Full HDモニター付いてます !

コンパクトなモニターなのでカメラ固定で使えます。
別売のスタンドを使えば、顕微鏡の横置きで使えます。

SuperShot        　　　SuperShot顕微鏡用HDMIカメラ         ¥190,000
ExFoccus 　　　   Cマウントアダプタ(各社有り)　　　　  ¥30,000
STAND  　　　       　 モニタースタンド                      ¥10,000
SM01                          マイクロメーター0.1mm目盛　　　　     ￥6,000
SM-D                    マイクロメーター0.1/0.01mm混合目盛　　 ￥10,000

 カタログNO. 品　名 価 格 キャンペーン価格
¥152,000

ー　  
ー　  
ー　  
ー　  

13～22%
OFF
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［仕様］
庫 内 灯 ： LED白色ライト
本体寸法 ： W270×D270×H580
付 属 品 ： ゲルトレー
オプション ： LED落射励起光源

［特長］
・ オプションのLED光源を接続
  すれば蛍光撮影も可能
・ 3面開放扉付きのドックタイプ
・ ズーム機能付きでさまざまな
  大きさのゲルに対応します。 DP-LED2B LED落射励起光源（470nm）2灯付き ¥60,000

DP-LED4B LED落射励起光源（470nm）4灯付き ¥120,000

 カタログNO. 品　　名 価 格 キャンペーン価格
¥48,000
¥90,000

デジプリントDOC専用オプション

DP-T130z デジプリントDOC/CCD ¥628,000
 カタログNO. 品　　名 価 格 キャンペーン価格

¥498,000

デジプリントDOC/CCD

LTi-ExLB LED透過イルミネーターL ¥148,000
UP-X898MD/RPset モノクロフォトプリンター ¥225,000
CP1300/IPset コンパクトフォトプリンター ¥25,000

 カタログNO. 品　　名 価 格

オプション

CCDカメラを使った高性能ゲル撮影装置で
定量性のある撮影が可能です。 ・ 多機能のコントロールソフト（MISVSⅡ）をタブレットPCに内蔵

・ 扉付きのフードタイプなのでゲルの出し入れも簡単
・ イルミネーターの光源に合わせてLED用とUV用の2タイプ
・ 軽量でコンパクト設計なので移動も簡単
・ 撮影範囲：180×160mm

［仕様］
カ メ ラ ：130万画素 CMOS
レ ン ズ ：ズームレンズ （ 4～48mm ） 
本体寸法：W220×D220×H580

LED100  LED透過イルミネーター ¥120,000
UP-X898MD/RPset モノクロフォトプリンター ¥225,000
CP1300/IPset コンパクトフォトプリンター ¥25,000

カタログNO. 品　　名 価 格

オプション

DP-MiniCCDz LD ズームレンズタイプ LED用 ¥460,000
DP-MiniCCDz UV ズームレンズタイプ UV用 ¥498,000
※LED用とUV用は付属するフィルターが異なります。

カタログNO. 品　　名 価 格 キャンペーン価格
¥368,000
¥398,000

デジプリントミニCCD

オプション
カタログNO. 品　　名 価 格
Blue Set 青色LED励起光源(励起470nm、590nmフィルター付き） ¥138,000
Green Set 緑色LED励起光源(励起530nm、620nmフィルター付き） ¥138,000
DeepRed Set 赤色LED励起光源(励起660nm、710nmフィルター付き） ¥148,000
Mi-LTiB 収納式LED透過イルミネーター（470nm） ¥100,000

本体
カタログNO.  　  　　　　　 　品　　名 　   　　　　　　　　　価 格　     キャンペーン価格
MiⅡ-140CB マルチイメージャーⅡ ChemiBox 140万画素 ¥1,280,000
MiⅡ-600CB マルチイメージャーⅡ ChemiBox 600万画素 ¥1,980,000
MiⅡ-140MB マルチイメージャーⅡ MultiBox 140万画素 ¥1,580,000
MiⅡ-600MB マルチイメージャーⅡ MultiBox 600万画素 ¥2,280,000

¥909,000
¥1,360,000
¥1,128,000
¥1,580,000

▪多種類の撮影モード
▪サンプルステージ5段調節
▪白色LED標準搭載
▪青LED励起光源、 フィルターターレット標準搭載
▪LED励起光源は2種類追加搭載可能

MultiBox

W320×D310×H600mm

▪ケミルミ専用暗ボックス
▪サンプルステージ4段調節
▪白色LED標準搭載
▪フィルタートレー装着可能

ChemiBox

W270×D270×H600mm

13０Ｗモデル

５００Ｗ，７５０Ｗモデル

3mmプローブ標準付属
VCX-130PB

6mmプローブ標準付属
VCX-130

タ　イ　プ
出　　　力

標準プローブ

タイマー

パルサー

プッシュボタン

価　　　格

VCX-130
130W

6mm

○

○

×

¥630,000

VCX-130PB
130W

3mm

×

×

○

¥560,000

タ　イ　プ
出　　　力

標準プローブ

タイマー

パルサー

プログラム

温度コントロール

価　　　格

VCX-500
500W

13mm

○

○

○

○

¥880,000

VCX-750
750W

13mm

○

○

○

○

¥950,000

VC-505
500W

13mm

○

○

×

×

¥780,000

＊温度コントロールにはオプションの温度プローブが必要です。

プレゼント
キャンペーン

クランプ＆サポートスタンド
830-00118 830-00109

2mm（630-0423）
3mm（630-0422）
6mm（630-0435）

ステップ型プローブ

ステップ型プローブ（2mm,3mm,6mmどれか）を1本、または
クランプ＆サポートスタンドをプレゼント！

＋or

テーパーマイクロチップ（3mm,5mm,6.5mmどれか）を1本、
またはクランプ＆サポートスタンドをプレゼント！

13mmタップ型
プローブ標準付属 

VC-505
13mmタップ型
プローブ標準付属

VCX-500/750

[特長]

プレゼント
キャンペーン

テーパーマイクロチップ
830-00116 830-00109

クランプ＆サポートスタンド

3mm（630-0418）
5mm（630-0419）
6.5mm（630-0420）

＋or

＊3mmプローブ標準付属
VC-50PB

５０Ｗモデル

タ　イ　プ
出　　　力

標準プローブ

タイマー

パルサー

プッシュボタン

価　　　格

VC-50PB
50W

3mm

×

×

○

¥400,000

キャンペーン価格 ¥315,000

21%
OFF

ハンディータイプのVC-50PBをディスカウントいたします！
少量サンプルのみのアプリケーションに最適です。

オプションプローブ

2mm ( 630-0423 ) 処理量目安150μL～5mL
3mm ( 630-0422 ) 処理量目安250μL～10mL
6mm ( 630-0435 ) 処理量目安10mL～50mL

超音波ホモジナイザー ・ VCX-500/750、VC-505

超音波ホモジナイザー ・ VCX-130、VCX-130PB

超音波ホモジナイザー ・ VC-50PB

ケミルミ撮影装置 ・ MultiImagerⅡ

デジプリントDOC/CCD

デジプリントミニCCD 20%
OFF

20%
OFF以上

20%
OFFドックタイプなので内部にLED光源をプラスできる高性能ゲル撮影装置です。

用途に合せて3種類の高感度冷却CCDカメラと2種類の本体

［MultiBox標準付属］

　蛍光撮影用4穴
フィルターターレット

青色LED励起光源
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［仕様］
庫 内 灯 ： LED白色ライト
本体寸法 ： W270×D270×H580
付 属 品 ： ゲルトレー
オプション ： LED落射励起光源

［特長］
・ オプションのLED光源を接続
  すれば蛍光撮影も可能
・ 3面開放扉付きのドックタイプ
・ ズーム機能付きでさまざまな
  大きさのゲルに対応します。 DP-LED2B LED落射励起光源（470nm）2灯付き ¥60,000

DP-LED4B LED落射励起光源（470nm）4灯付き ¥120,000

 カタログNO. 品　　名 価 格 キャンペーン価格
¥48,000
¥90,000

デジプリントDOC専用オプション

DP-T130z デジプリントDOC/CCD ¥628,000
 カタログNO. 品　　名 価 格 キャンペーン価格

¥498,000

デジプリントDOC/CCD

LTi-ExLB LED透過イルミネーターL ¥148,000
UP-X898MD/RPset モノクロフォトプリンター ¥225,000
CP1300/IPset コンパクトフォトプリンター ¥25,000

 カタログNO. 品　　名 価 格

オプション

CCDカメラを使った高性能ゲル撮影装置で
定量性のある撮影が可能です。 ・ 多機能のコントロールソフト（MISVSⅡ）をタブレットPCに内蔵

・ 扉付きのフードタイプなのでゲルの出し入れも簡単
・ イルミネーターの光源に合わせてLED用とUV用の2タイプ
・ 軽量でコンパクト設計なので移動も簡単
・ 撮影範囲：180×160mm

［仕様］
カ メ ラ ：130万画素 CMOS
レ ン ズ ：ズームレンズ （ 4～48mm ） 
本体寸法：W220×D220×H580

LED100  LED透過イルミネーター ¥120,000
UP-X898MD/RPset モノクロフォトプリンター ¥225,000
CP1300/IPset コンパクトフォトプリンター ¥25,000

カタログNO. 品　　名 価 格

オプション

DP-MiniCCDz LD ズームレンズタイプ LED用 ¥460,000
DP-MiniCCDz UV ズームレンズタイプ UV用 ¥498,000
※LED用とUV用は付属するフィルターが異なります。

カタログNO. 品　　名 価 格 キャンペーン価格
¥368,000
¥398,000

デジプリントミニCCD

オプション
カタログNO. 品　　名 価 格
Blue Set 青色LED励起光源(励起470nm、590nmフィルター付き） ¥138,000
Green Set 緑色LED励起光源(励起530nm、620nmフィルター付き） ¥138,000
DeepRed Set 赤色LED励起光源(励起660nm、710nmフィルター付き） ¥148,000
Mi-LTiB 収納式LED透過イルミネーター（470nm） ¥100,000

本体
カタログNO.  　  　　　　　 　品　　名 　   　　　　　　　　　価 格　     キャンペーン価格
MiⅡ-140CB マルチイメージャーⅡ ChemiBox 140万画素 ¥1,280,000
MiⅡ-600CB マルチイメージャーⅡ ChemiBox 600万画素 ¥1,980,000
MiⅡ-140MB マルチイメージャーⅡ MultiBox 140万画素 ¥1,580,000
MiⅡ-600MB マルチイメージャーⅡ MultiBox 600万画素 ¥2,280,000

¥909,000
¥1,360,000
¥1,128,000
¥1,580,000

▪多種類の撮影モード
▪サンプルステージ5段調節
▪白色LED標準搭載
▪青LED励起光源、 フィルターターレット標準搭載
▪LED励起光源は2種類追加搭載可能

MultiBox

W320×D310×H600mm

▪ケミルミ専用暗ボックス
▪サンプルステージ4段調節
▪白色LED標準搭載
▪フィルタートレー装着可能

ChemiBox

W270×D270×H600mm

13０Ｗモデル

５００Ｗ，７５０Ｗモデル

3mmプローブ標準付属
VCX-130PB

6mmプローブ標準付属
VCX-130

タ　イ　プ
出　　　力

標準プローブ

タイマー

パルサー

プッシュボタン

価　　　格

VCX-130
130W

6mm

○

○

×

¥630,000

VCX-130PB
130W

3mm

×

×

○

¥560,000

タ　イ　プ
出　　　力

標準プローブ

タイマー

パルサー

プログラム

温度コントロール

価　　　格

VCX-500
500W

13mm

○

○

○

○

¥880,000

VCX-750
750W

13mm

○

○

○

○

¥950,000

VC-505
500W

13mm

○

○

×

×

¥780,000

＊温度コントロールにはオプションの温度プローブが必要です。

プレゼント
キャンペーン

クランプ＆サポートスタンド
830-00118 830-00109

2mm（630-0423）
3mm（630-0422）
6mm（630-0435）

ステップ型プローブ

ステップ型プローブ（2mm,3mm,6mmどれか）を1本、または
クランプ＆サポートスタンドをプレゼント！

＋or

テーパーマイクロチップ（3mm,5mm,6.5mmどれか）を1本、
またはクランプ＆サポートスタンドをプレゼント！

13mmタップ型
プローブ標準付属 

VC-505
13mmタップ型
プローブ標準付属

VCX-500/750

[特長]

プレゼント
キャンペーン

テーパーマイクロチップ
830-00116 830-00109

クランプ＆サポートスタンド

3mm（630-0418）
5mm（630-0419）
6.5mm（630-0420）

＋or

＊3mmプローブ標準付属
VC-50PB

５０Ｗモデル

タ　イ　プ
出　　　力

標準プローブ

タイマー

パルサー

プッシュボタン

価　　　格

VC-50PB
50W

3mm

×

×

○

¥400,000

キャンペーン価格 ¥315,000

21%
OFF

ハンディータイプのVC-50PBをディスカウントいたします！
少量サンプルのみのアプリケーションに最適です。

オプションプローブ

2mm ( 630-0423 ) 処理量目安150μL～5mL
3mm ( 630-0422 ) 処理量目安250μL～10mL
6mm ( 630-0435 ) 処理量目安10mL～50mL

超音波ホモジナイザー ・ VCX-500/750、VC-505

超音波ホモジナイザー ・ VCX-130、VCX-130PB

超音波ホモジナイザー ・ VC-50PB

ケミルミ撮影装置 ・ MultiImagerⅡ

デジプリントDOC/CCD

デジプリントミニCCD 20%
OFF

20%
OFF以上

20%
OFFドックタイプなので内部にLED光源をプラスできる高性能ゲル撮影装置です。

用途に合せて3種類の高感度冷却CCDカメラと2種類の本体

［MultiBox標準付属］

　蛍光撮影用4穴
フィルターターレット

青色LED励起光源
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カタログNO.    　　     品　名　　　　　        　 　　 入数　　  価 格    　キャンペーン価格 
 01-01200     PRO200ホモジナイザー　  　  　          　1　　¥160,000　　  ¥128,000
 80-20000     PRO200スタンドアッセンブリー　        　　 1　　  ¥60,000　　    ¥48,000
 02-05075     5mm×75mmフラットボトムジェネレーター  　1　　¥172,000        ¥137,600
 02-07095     7mm×95mm鋸歯状ジェネレーター         　 1      ¥172,000        ¥137,600
 02-10115     10mm×115mm鋸歯状ジェネレーター   　   1      ¥188,000        ¥150,400
 02-20115     20mm×115mm鋸歯状ジェネレーター     　 1      ¥248,000        ¥198,400

マルチ-ジェン7XLジェネレーター

［仕様］
回   転   数 ： 5,000～35,000rpm
処   理   量 ： 300μL～1,000mL
電　　　力 ： 144W
重　　　量 ： 0.5kg
ノイズレベル ： 68dB
サ   イ    ズ ： W54×D50×H200mm＊ジェネレーターは別売です。

カタログNO.    　   　　品　名　       　    　 　 入数　   価 格     キャンペーン価格
07-07200       Multi-Gen モーターアダプター         1  　¥81,000　    ¥64,800
02-070MGXL6                                               6   ¥120,000       ¥96,000 
02-070MGXL12                                            12  ¥230,000     ¥184,000処理量目安（1.0mL～50mL）

Multi-Gen7XLジェネレーター 

マルチジェン7XLジェネレーター多サンプルの処理用に開発された脱
着の容易なジェネレーターです。ジェネレーターを交換しながら次々と
サンプルを処理できます。
材質は通常のジェネレーターと同じSUS316製のため耐久性が高く長
年使えます。 マルチ-ジェンアダプター

マルチ-ジェン７XL
（7mmオープンスロット状）

20%
OFF

15%
OFF

＊ジェネレーターは別売です。

［仕様］
回   転   数 ： 10,000～30,000rpm
処   理   量 ： 300μL～5,000mL
電　　　力 ： 576W

重　　　量 ： 1.4kg
ノイズレベル ： 72dB
サ    イ   ズ ： W69×D69×H228mm

300μℓから5ℓまで！ 
パワフルで汎用性の高いホモジナイザー

 01-01250      　PRO250ホモジナイザー　   　                     　　 ¥232,000 　 　　¥197,200
 80-25000   　　PRO250用スタンドアッセンブリー 　　              　    ¥60,000       　　¥51,000

カタログNO.　　　　    　　 品　名　　　　　　     　　　　 価 格　　    キャンペーン価格

 02-07095     　 7mm×95mm鋸歯状ジェネレーター       　　　     ¥172,000 　 　　¥146,200
 02-05075     　 5mm×75mmフラットボトムジェネレーター 　　   　  ¥172,000 　 　　¥146,200

 02-10115     　 10mm×115mm鋸歯状ジェネレーター       　　    ¥188,000 　 　　¥159,800
 02-20115     　 20mm×115mm鋸歯状ジェネレーター        　　　¥248,000 　 　　¥210,800
 02-20200     　 20mm×200mm鋸歯状ジェネレーター        　　　¥270,000 　 　　¥229,500
 02-30200     　 30mm×200mmオープンスロット状ジェネレーター    ¥338,000 　 　   ¥287,300

スピード調整つまみ

ON/OFFスイッチ

スピード調整

ON/OFFスイッチ

15%
OFF

・ PRO200ホモジナイザー×1台
・ Multi-Genモーターアダプター×1個
・ Multi-Gen7XLジェネレーター×12本
・ ジェネレーター分解工具×1式
・ ケース

［セット内容］

Multi-Gen7XL
ジェネレーター

カタログNO.    　　     　　　　品　名　　　　　      　入数　　  　価 格   　  キャンペーン価格
PK01200PMGXL     PRO200ホモジナイザーセット　  　  1式　　  ¥410,000 　   ¥348,500

PRO200ホモジナイザーの
マルチジェン7XLジェネレーターセットです。

PR200
ホモジナイザー

超音波ホモジナイザー
VC-50PB

ローテーター CRT-350

ボルテックスミキサー
VM-96A

4Lウォーターバス

ケミルミ撮影装置
マルチイメージャー

ラブバッグ

バイオハザードバッグ

2022年2月14日～2022年5月31日

GREETING CAMPAIGN

グリーティング
キャンペーン

掲載商品を対
象にグリーティングキャンペーンを行います。この機会に是非ご検討ください !!

PRO200メカニカルホモジナイザー

PRO200ホモジナイザーセット

PRO250ホモジナイザー

〒113-0033 東京都文京区本郷3-14-16 オフィス家田

〒001-0015 北海道札幌市北区北15条西2丁目2-11チケン北大前105号 

〒980-0821 宮城県仙台市青葉区春日町10-23第1春山ビル2階H号

〒564-0053 大阪府吹田市江の木町13-9 江坂シビル館Ⅱ401

〒861-8035 熊本県熊本市東区御領6-7-39

〒901-0146 沖縄県那覇市具志1丁目9番21号 CASA ZERO102号

TEL.03-3816-2861

TEL.090-2226-5660

TEL.022-395-9878

TEL.06-6338-1518

TEL.096-285-1907

TEL.090-2210-7721

FAX.03-3814-5347

TEL/FAX.011-709-2755

FAX.022-395-9879

FAX.06-6338-5626

FAX.096-285-1908

TEL/FAX.098-859-6271

（販売店）

E-mail: boeki@ieda-group.co.jp
https://www.ieda.co.jp/boeki/

●在庫の有無に関しましてはご注文前にお問い合わせください。
●本カタログに掲載された価格には消費税は含まれておりません。12

東 京 本 社

札幌営業所

仙台営業所

大阪営業所

熊本営業所

沖縄営業所


