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21.04

2mlと5mlの2種類のチューブに対応
■ ３次元の高速振動により細胞や組織を迅速に破砕します
■ 間欠タイマー機能により、破砕中にインターバルを設け、発熱を抑えます
■ 液体窒素で凍結させることにより、低温のまま破砕し、
　 熱に弱いタンパク質やRNAの分解を抑えます
■ 蓋が開くと自動的に運転を停止する安全機構付き
■ 65dB以下の静音設計

動　物 ：筋肉、心臓、血管、骨、歯、皮膚、耳、尻尾、
　　　　　小腸、大腸、肝臓、腎臓、脳、卵管、卵巣、
           脂肪、コラーゲンなど

植　物 ：葉、種、茎、節、実、花、根、根毛、枝、木材
　　　    （稲、シロイヌナズナ、米、野菜など）

微生物：酵母、枯草菌、糸状菌、大腸菌など

その他 ：土壌、食品、材料など

¥218,000
¥298,000価格

(税抜)

¥218,000¥218,000

プレート遠心機プレート遠心機

¥49,900
¥75,000価格

(税抜)

¥49,900¥49,900

卓上型ビーズ式破砕機卓上型ビーズ式破砕機

シェイクマン

■ 安価なパーソナル破砕機
■ セイフティーカバー付で、開けると自動停止する安全機能
■ 2つのボタンで簡単設定

1サンプルを強力破砕

2021.4.26 → 2021.7.9

●回転速度： 2,500rpm
●遠心力（RCF）： 500xg
●寸法： W190×D225×H185mm
●重量： 2.1kg

33

対応容器： 
・96ウェルPCRプレート
 （スカート付、セミスカート、スカートなし）
・384ウェルPCRプレート
・0.2ml×8/12連PCRストリップチューブ
・0.2ml PCRチューブ

BSR-M001

■ PCRプレート2枚を素早くスピンダウン
■ 約15秒の運転でスピンダウン可能
■ プレートの高さは約2.5cmまで対応可能
■ コンパクトで軽い（2.1kg）

26

●サンプル数： 2.0mlチューブ×1本
●振動数： 4,600rpm（固定式）
●設定時間： 1～16秒

●寸法： W217×D173×H180mm
●重量： 2.8kg

●サンプル数： 2.0ml×6本、5.0ml×2本
●振動数： 2,500～4,350rpm
 （4.00～7.00m/s　表示単位 切替可）
●設定時間： 1～90秒

●間欠タイマー： 1秒～90秒
●サイクル数： 10サイクル
●寸法： W220×D355×H210mm
●重量： 8.9kg

¥95,000
価格（税抜）

BMS-SMN01

6

PS-SMN06

BMS-SMN01

シェイクマン6

¥467,000¥467,000¥144,000¥144,000

¥49,900¥49,900

¥17,400¥17,400

¥89,800¥89,800
27

15

20

40

33

41

26

28

43

2323

ミニスターラーミニスターラー
BSR-PST01BSR-PST01
¥22,000¥22,000 ¥218,000¥218,000

26

¥198,000¥198,000

2,500 500

卓上型ローラー培養装置卓上型ローラー培養装置
BC-W348924-BBC-W348924-B

¥246,000¥246,000

破砕用ビーズと
一緒に振動させて
試料を破砕します

¥72,900¥72,900

¥35,800¥35,800

¥198,000¥198,000

¥238,000¥238,000

研究の効率アップ研究の効率アップ
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迅速に設定温度に到達できる
FastTemp機能付き

15,000 21,400
15,000 21,400

24本掛けの冷却遠心機

10℃

デジタルタイマー
制御

プレート遠心機エリート

卓上型冷却遠心機24R

手のひらサイズのため
軽くてコンパクトで
場所をとりません

6K 4K

¥37,800
価格（税抜）

BSR-Mini6000KC

¥37,800
価格（税抜）

BSR-Mini6000KT

¥17,400
¥29,900価格

(税抜)

¥17,400¥17,400

中速度遠心機

●1.5/2.0mlチューブ×12本用ローター
●0.2ml用アダプター×12個
●0.5/0.6ml用アダプター×12個
●チューブ保護カバー
※ローターはオートクレーブ可（121℃ 20分）

●1.5/2.0mlチューブ×24本用ローター
●0.2ml用アダプター×24個
●0.5/0.6ml用アダプター×24個
●チューブ保護カバー

¥72,900
¥99,900価格

(税抜)

¥72,900¥72,900

マルチローター搭載

6000/4000rpm切替式 遠心機

さらに
ミニ遠心機Mini6000

KSと

まとめてご購入すると 　　　お得です!!
ミニボルテックスミキサーをミニ遠心機Mini6000

KSと

まとめてご購入すると 　　　お得です!!
ミニボルテックスミキサーを

■ 最大容量： 1.5/2.0mlマイクロチューブ24本
■ 最大21,400xgの高い遠心力
■ 繊細なサンプルを保護するためのソフトブレーキ機能付き
■ 0.2ml 8連ストリップ×4個用ローターもあります（オプション）

●回転速度： 2,200rpm
●遠心力（RCF）： 480xg
●設定時間： 1秒～10分
●寸法： W290×D360×H140mm
●重量： 3.6kg

■ 100～14,000xgの可変式
■ 20秒～99分のタイマー設定
　 ショートスピン/連続回転も可
■ 蓋が開いている時は運転しない安全機構搭載

●回転速度： 500～14,500rpm（可変式）
●遠心力（PCF）： 100～14,000xg（可変式）
●設定時間： 20秒～99分 / 連続 /ショートスピン
●寸法： W230×D270×H155mm
●重量： 4.8kg

■ 1つのローターで0.2ｍｌ,05ml,
    1.5/2.0mlチューブを使用可能
■ ローターの交換が必要ありません
■ 蓋が開いたら回転が止まる安全機構付き

●回転速度： 6,000rpm / 4,000rpm （切替可）
●遠心力（RCF）： 2,000xg / 1,200xg
●処理本数： 1.5/2.0ml×6本、0.5/0.6ml×6本
　　　　　  0.2ml 8連ストリップ×2個
●寸法： W135×D147×H120mm
●重量： 0.7kg

■ 1.5/2.0mlチューブを8本遠心できます
■ 0.2ml 8連を4本使用可能
■ 付属アダプターは0.2ml、0.5/0.6ml×8本
■ 蓋が開いたら回転が止まる安全機構付き

●回転速度： 6,000rpm / 4,000rpm （切替可）
●遠心力（RCF）： 2,000xg / 1,200xg
●処理本数： 1.5/2.0ml×8本、0.5/0.6ml×8本
　　　　　  0.2ml×8本、0.2ml 8連ストリップ×4個
●寸法： W135×D147×H107mm
●重量： 0.7kg

■ 小型機で5mlエッペンドルフチューブを簡単に遠心
■ 48ウェル50μl 定量PCRプレートを2枚遠心
　（対応プレートサイズ：49×43mm）

●プレート用アダプター
●0.2mlチューブ用アダプター

対応容器： 
・96ウェルPCRプレート
 （スカート付、セミスカート、スカートなし）
・384ウェルPCRプレート
・0.2ml×8/12連PCRストリップチューブ
・0.2ml PCRチューブ

BSR-M001E

■ タイマー制御ができるPCRプレート用遠心機
■ 回転速度： 最大2,200rpm
■ ロータースイング方式
■ 0.2mlチューブ用アダプターも標準付属
■ 蓋が開いている時は運転しない安全機構搭載

【製品番号： BSR-iCEN24R】
●冷却機能： 有
●設定温度範囲: －10℃～＋40℃
●寸法： W300×D500×H320mm
●重量： 30kg

【製品番号： BSR-iCEN24】
●冷却機能： 無
●寸法： W240×D340×H230mm
●重量： 13kg

【共通仕様】
●回転速度： 500～15,000rpm（可変式）
●遠心力（RCF）： 100～21,400xg（可変式）
●設定時間： 1秒～99分59秒 / ショートスピン

BSR-Mini15K

軽く、小さく、静か、しかも強力、12本架

¥119,000
¥150,000価格

(税抜)

¥119,000¥119,000

BSR-Mini6000KT

●1.5/2.0mlチューブ×8本用ローター
●0.2ml 8連×4個用ローター
●0.5/0.6mlチューブ用アダプター×8個
●0.2mlチューブ用アダプター×8個

BSR-Mini6000KC

BSR-Mini6000KS

¥35,300
¥59,700価格

(税抜)

¥35,300¥35,300

ミニボルテックスミキサー
BSR-VM100Bについては
11ページをご確認ください

ミニミニセット
BSR-Mini-SET
ミニミニセット
BSR-Mini-SET

2,200 480

¥498,000
¥598,000価格

(税抜)

¥498,000¥498,000 ¥238,000
¥280,000価格

(税抜)

¥238,000¥238,000

BSR-iCEN24R
BSR-iCEN24

27

41

16
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5mlチューブを4本遠心

3

●回転速度： 6,000rpm / 4,000rpm （切替可）
●遠心力（RCF）： 2,000xg / 1,200xg
●処理本数： 5.0ml×4本、
　　　　　  48well 50μl 定量PCRプレート×2枚
●寸法： W135×D147×H120mm
●重量： 0.7kg

●5.0mlチューブ×4本用ローター
●48well 50μl
　　定量PCRプレート×2枚用ローター

製品番号 ポアサイズ 価格（税抜）

￥15,000
￥12,500
￥12,500

BC-AMS-12501 25μm

BC-AMS-14001 40μm

BC-AMS-17001 70μm

ローテイト

5/15ml Rotate
チューブラック

簡単に使える細胞濾過器具

¥18,900
¥24,000価格

(税抜)

¥18,900¥18,900
BMS-D151

BC-764021
¥6,500価格

(税抜)

5mlおすすめアクセサリー5mlおすすめアクセサリー

40本対応

15本対応

冷却加熱
アルミブロック
冷却加熱
アルミブロック

ミニセルストレーナーミニセルストレーナー

ローテイト

5/15ml Rotate
チューブラック

50個入
（個包装）

1,200
2,000

4,000
6,000

1,200
2,000

4,000
6,000

1,200
2,000

4,000
6,000

冷却機能冷却機能



BSR-004-01
BSR-004-02
BSR-004-03
BSR-004-04
BSR-004-06
BSR-004-07
BSR-004-31

A-Tブロック
B-Tブロック
C-Tブロック
D-Tブロック
F-Tブロック
G-Tブロック
J-Tブロック

0.2ml×40本(8連ストリップ×5本)

0.5ml×24本

1.5ml×15本

2.0ml×15本

15ml×4本

50ml×2本

5.0ml（φ15mm）×4本

¥12,000
¥12,000
¥12,000
¥12,000
¥12,000
¥12,000
¥17,000

製品番号 価格（税抜）製品名

BSR-004-32 K-Tブロック 1.2～2.0mlクライオチューブ×11本 ¥17,000
BSR-004-33 L-Tブロック 2種（0.2ml×24本+1.5ml×5本） ¥15,000

●特注アルミブロックの製作も可能です。
　お気軽にご相談ください。

BSR-M002 / BSR-MiniTC / BSR-MiniT / BSR-MiniT100H
BSR-MiniT-H2C / BSR-MiniT-H3対象製品 ：

NEW

スタンダードタイプ

¥59,900
価格（税抜）

BSR-MiniT100H

4

● ブロックは別売りです

¥31,800
¥45,800価格

(税抜)

¥31,800¥31,800

¥35,800
¥62,800価格

(税抜)

¥35,800¥35,800
● ブロックは別売りです

5

99プログラム メモリー可

● ブロックは別売りです

BSR-MK2000-2HL

¥165,000
価格（税抜）

¥78,000
価格（税抜）

BSR-MK2000-2E

● ブロックは別売りです

●温度範囲： 室温+5℃～100℃
●加熱時間： 15分以内 （20℃→100℃）
●設定時間： 1秒～999秒/1分～999分/連続
●消費電力： 35W
●寸法: W120×D155×H115mm （フタ付）
●重量： 0.7kg

■ 99件のプログラムを記憶できます
■ プログラム毎に温度/時間を4セクション登録でき、
　 温度を変化させることができます
■ 最大99サイクルまで繰り返し可能

●温度範囲： 室温+5℃～100℃
●加熱時間： 15分以内 （20℃→100℃）
●設定時間： 1分～99時間59分
●消費電力： 45W
●寸法: W120×D155×H120mm （フタ付）
●重量： 0.8kg

●温度範囲： 0℃～100℃
●加熱時間： 20分以内 （20℃→100℃）
●冷却時間： 25分以内 （20→0℃））
●設定時間： 1秒～999秒/1分～999分/連続
●消費電力： 60W
●寸法: W110×D162×H140mm （フタ付）
●重量： 1.0kg

■ 加熱フタの働きで均一な加熱・保温が可能
■ 加熱フタによりチューブからの蒸発が少ない
■ 9プログラムを記憶できます
■ 0.2ml専用機種

■ 9プログラムを記憶できます
■ 各プログラムに2つの温度/時間を登録でき、
　 途中で温度を変化させることができます

■ 小型なのに0℃まで冷却可能
■ 種類豊富なアルミブロック
■ 9プログラムを記憶できます
■ 各プログラムに2つの温度/時間を登録でき、
　 途中で温度を変化させることができます

小型なのに冷却も可能！
実験の幅が広がります
小型なのに冷却も可能！
実験の幅が広がります

●温度範囲： 室温+5℃～100℃
●設定時間： 1分～99時間59分
●対応ブロック： 2ブロック
　　　（BH01～BH08、BH14ブロック専用）
●寸法: W225×D420×H150mm
●重量： 5.5kg

●温度範囲： 室温+5℃～105℃
●設定時間： ～99時間59分
●加熱時間： 20分以内（20℃→105℃）
●対応ブロック： 2ブロック
●寸法: W215×D365×H150mm
●重量： 2.9kg

●温度範囲： 室温+5℃～105℃
●設定時間： ～99時間59分
●加熱時間： 20分以内（20℃→105℃）
●対応ブロック： 1ブロック
●寸法: W190×D250×H130mm
●重量： 1.6kg

タッチパネル搭載

加熱フタ搭載

■ 広範囲な設定温度
■ ブロックの交換が簡単
■ 過熱防止機構搭載

加熱フタ タイプ

BSR-MiniT100HBSR-M002

冷却タイプ

BSR-MiniTC

1ブロック タイプ

BSR-MK2000-1
2ブロック 個別制御タイプ

BSR-MK2000-2E

2ブロック 高機能タイプ

BSR-MK2000-2HL
■ 加熱フタ、タッチパネル搭載の高機能タイプ
■ 加熱フタにより均一な加熱・保温が可能
■ タッチパネルで簡単操作
■ 温度変化がグラフで確認できます

対応容器： 
0.2/0.5ml PCRチューブ、
1.5/2.0mlサンプリングチューブ、
96/384ウェルPCRプレート

■ 2ブロックを個別に制御できます
■ 2つのブロックを別々の実験に使用することもできます
■ ブロックに温度差をつけてチューブを入れ替えれば、
　 素早い温度変化を再現することも可能です

¥39,800
¥48,000価格

(税抜)

¥39,800¥39,800
● ブロックは別売りです
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BSR-BH01
BSR-BH02

BSR-BH06
BSR-BH05
BSR-BH04
BSR-BH03

¥23,000
¥20,000
¥20,000

¥20,000
¥20,000
¥20,000

BSR-BH10
BSR-BH09
BSR-BH08
BSR-BH07

BSR-BH12
BSR-BH11

BSR-BH20
BSR-BH19
BSR-BH18
BSR-BH17
BSR-BH16
BSR-BH15
BSR-BH14

BSR-BH22
BSR-BH21

BSR-BH24
BSR-BH25

¥36,000
¥20,000

¥20,000
¥20,000
¥20,000

¥23,000
¥23,000

¥20,000

¥20,000
¥20,000

¥20,000
¥20,000
¥20,000
¥20,000

¥20,000

¥20,000
¥20,000

製品番号 製品名 内容 価格（税抜）
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アルミブロック

rpm
【Max. Speed】

● ブロックは別売りです

¥198,000
¥278,000価格

(税抜)

¥198,000¥198,000

BSR-MS100

¥133,000
¥178,000価格

(税抜)

¥133,000¥133,000

BSR-MSC100BSR-MSC100

7

BSR-MK20

6

8Ｌ BGA-N38

BGA-N34

99.9

山形フタフラスコトレイφ15mm/φ18mm
チューブラック

¥87,000
¥97,000価格

(税抜)

¥87,000¥87,000

¥74,000
¥83,000価格

(税抜)

¥74,000¥74,000

● フタは別売りです

● フタは別売りです

● ブロックは別売りです

¥96,000
¥120,000価格

(税抜)

¥96,000¥96,000

■ 温度管理をしながらシェイキング可能
■ 幅広い設定温度 ： 0℃～100℃
■ 5つの設定値でプログラム運転が可能
■ 温度や加熱時間の設定が簡単
■ 設定値と現在の状況を同時に表示
■ 低速回転時も音が静か
■ 過熱防止の安全機構搭載

●製品番号: BGA-HCB201
●設定温度： 0℃～100℃
●設定時間: 1分～99時間59分
●温度精度： ±0.5℃以内
●加熱時間： 35分以内 （20℃→100℃）
●冷却時間： 25分以内 （100℃→20℃）
●使用ブロック： 1ブロック（全7種）
●電源： AC100V, 50/60Hz, 120W
●寸法: W200×D300×H150mm
●重量： 3.3kg

●製品番号: BSR-MS100
●温度範囲： 室温＋5℃～100℃
●温度精度： ±0.5℃以内 （40℃の場合）
●加熱時間： 15分以内 （20℃→100℃）
●振とう速度： 200～1,500rpm
●振とう幅： 2mm

●設定時間: 1分～99時間59分
●使用ブロック： 1ブロック （全12種）
●電源： AC100V, 50/60Hz, 150W
●寸法: W220×D300×H185mm
●重量： 7.5kg

●製品番号: BSR-MK20
●温度範囲： －10℃～100℃
●温度精度： ±0.5℃以内
●加熱時間： 15分以内 （20℃→100℃）
●冷却時間： 15分以内 （20℃→－10℃）

●設定時間: 1分～99時間59分
●使用ブロック： 1ブロック （全12種）
●電源： AC100V, 50/60Hz, 200W
●寸法: W220×D295×H185mm
●重量： 4.9kg

●製品番号: BSR-MSC100
●温度範囲： 0℃～100℃ （室温20℃未満）
　　　　　  4℃～100℃ （室温25℃未満）
　　　　　10℃～100℃ （室温30℃未満）
●温度精度： ±0.5℃以内 （40℃の場合）
●加熱時間： 15分以内 （20℃→100℃）
●冷却時間： 15分以内 （100℃→20℃）

●振とう速度： 200～1,500rpm
●振とう幅： 2mm
●設定時間: 1分～99時間59分
●使用ブロック： 1ブロック（全12種）
●電源： AC100V, 50/60Hz, 250W
●寸法: W220×D300×H185mm
●重量： 8.5kg

■ 温度管理をしながらシェイキング可能
■ 幅広い設定温度 ： 0℃～100℃
■ 温度や加熱時間の設定が簡単
■ 設定値と現在の状況を同時に表示
■ 低速回転時も音が静か
■ 過熱防止の安全機構搭載

■ マイクロプロセッサによる正確な温度制御
■ 幅広い設定温度 ： －10℃～100℃
■ 5つの設定値でプログラム運転が可能
■ 温度や加熱時間の設定が簡単
■ 設定値と現在の状況を同時に表示
■ 過熱防止の安全機構搭載

● ブロックは別売りです

2

2

●製品番号: BGA-N34
●設定温度： 室温＋10℃～100℃
●温度精度: ±0.2℃
●温度精度： ±0.5℃ （室温～80℃）
●加熱時間： 80分以内 （20℃→95℃）
●ヒーター容量： 480W
●槽内寸法： W135×D238×H146mm
●外形寸法: W200×D370×H250mm
●重量： 6.5kg

●製品番号: BGA-N38
●設定温度： 室温＋5℃～99.9℃
●温度精度: ±0.2℃
●温度精度： ±0.5℃ （室温～80℃）
●加熱時間： 100分以内 （30℃→95℃）
●ヒーター容量： 600W
●槽内寸法： W265×D325×H150mm
●外形寸法: W285×D445×H316mm
●重量： 10.5kg

■ 使いやすい4リットルタイプ
■ 室温+10℃～100℃の幅広い温度設定
■ マイクロプロセッサとPID制御を組み合わせた
　 高精度のサーモスタットで構成されています
■ 高温時は0.2℃までの正確な温度コントロール
■ 過熱防止の安全機構搭載

■ 大容量の8リットルタイプ
■ 室温+5℃～99.9℃の幅広い温度設定
■ マイクロプロセッサとPID制御を組み合わせた
　 高精度のサーモスタットで構成されています
■ 高温時は0.2℃までの正確な温度コントロール
■ 過熱防止の安全機構搭載

■ 温度の安定性に優れたPID制御
■ ペルチェを使用した幅広い温度設定
■ 軽量・コンパクト設計
■ 用途に合わせてブロック交換（7種類）

10

10

28
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¥68,000

¥278,000
¥178,000
¥145,000

BSR-001-03
BSR-001-04

BSR-001-02
BSR-001-01

BSR-001-05
BSR-001-06
BSR-001-07
BSR-001-08
BSR-001-09
BSR-001-10
BSR-001-11
BSR-001-12
BSR-001-13

¥22,000
¥22,000

¥22,000
¥22,000

¥22,000
¥22,000
¥26,000
¥26,000
¥22,000
¥22,000
¥22,000
¥26,000
¥22,000

Cブロック
Dブロック

Bブロック
Aブロック

Eブロック
Fブロック
Gブロック
Hブロック
I ブロック
Jブロック
Kブロック
Lブロック
Mブロック

1.5ml×35本
2.0ml×35本

0.5ml×54本
0.2ml×96本

0.5ml×15本+1.5ml×20本
φ12mm×24本
15ml×12本
50ml×6本
103×67×30mm水槽
マイクロプレート×1
φ13mm×24本
ディープウェルプレート×1
5mlエッペンドルフチューブ×15本

本体
本体

本体
本体

冷却型ドライバスインキュベーター
ドライバスインキュベーター

サーモシェイカー
冷却型サーモシェイカーBSR-MSC100

BSR-MS100
BSR-MK20
BSR-MK10

製品番号 製品名 内容 価格（税抜）

¥25,000

¥97,000
¥25,000
¥25,000

BGA-201G
BGA-201J

BGA-201E
BGA-201D

¥35,000
¥35,000

¥25,000
¥25,000

ブロックG
ブロックJ

ブロックE
ブロックD

ミックス 0.5ml×26本+1.5ml×24本
マイクロプレート×1

73×115×H38mm水槽
φ15mm試験管×24本

0.5ml×54本
0.2ml×96本

1.5ml×40本
本体

ブロックB
ブロックC

ブロックA
ヒート＆クールブロックBGA-HCB201

BGA-201A
BGA-201B
BGA-201C

製品番号 製品名 内容 価格（税抜）

¥11,000

¥83,000
¥14,000
¥14,000

BGA-N34-003 ¥11,000山形フタ 4L用 PP製

ステンレス製
ステンレス製

ステンレス製
本体

φ18mm×41本チューブラック
フラスコトレイ 4L用

φ15mm×41本チューブラック
ウォーターバス 4LBGA-N34

BGA-N34-001A
BGA-N34-001B
BGA-N34-002

製品番号 製品名 内容 価格（税抜）

¥14,000

¥120,000
¥16,000
¥16,000

BGA-N38-003 ¥15,000山形フタ 8L用 PP製

ステンレス製
ステンレス製

ステンレス製
本体

φ18mm×76本チューブラック
フラスコトレイ 8L用

φ15mm×76本チューブラック
ウォーターバス 8LBGA-N38

BGA-N38-001A
BGA-N38-001B
BGA-N38-002

製品番号 製品名 内容 価格（税抜）

A B C D

E F G H

I J K L M

¥116,000
¥145,000価格

(税抜)

¥116,000¥116,000
● ブロックは別売りです
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【BSR-MB100-4A】
●対応プレート： 最大4枚
●消費電力： 250W
●寸法: W350×D330×H180mm
●重量： 9.1kg

8

プレート脱着が簡単！

BSR-MK10
0-4Aは

ディープウェルプレートも使用可能！BSR-MK10
0-4Aは

ディープウェルプレートも使用可能！

BSR-MK100-2A

¥110,000
価格（税抜）

BSR-MB100-4A

¥199,000
価格（税抜）

BSR-MB100-2A

¥159,000
価格（税抜）

BSR-MK100-4A

¥139,000
価格（税抜）

BSR-MK100-4A

¥84,900
¥99,900価格

(税抜)

¥84,900¥84,900

BSR-OS300

BSR-SPP-1 BSR-SUP-1BSR-SPP-2 BSR-SUP-2

¥198,000
¥268,000価格

(税抜)

¥198,000¥198,000
プラットフォームBSR-SPP-1標準付属さらに

オービタルシェイカー

9

●設定時間： 1分～99時間59分
●振とう速度： 50～250rpm
●振とう幅： 20mm
●最大荷重： 2.5kg
●消費電力： 50W
●寸法: W300×D280×H110mm
●重量： 6.4kg

■ 小さくても強力
■ 速度と時間をデジタル表示
■ ブラシレスモーター使用でメンテナンスフリー
■ インキュベーター内で使用可能
■ プラットフォームの交換が簡単

■ 旋回方向の切り替えが可能
■ 速度と時間をデジタル表示
■ ブラシレスモーター使用でメンテナンスフリー
■ インキュベーター内で使用可能

●設定時間： 1分～99時間59分
●振とう速度： 50～250rpm
●振とう幅： 15mm
●最大荷重： 8.0kg
●消費電力： 45W
●寸法: W345×D320×H145mm
●重量： 16.8kg

20

2

3

15

■ 一定温度を保ったまま振とう可能
■ 設定値と現在の状況を同時にデジタル表示
■ マイクロプロセッサによる正確な温度/時間/速度の管理
■ プレートの脱着が簡単

【BSR-MB100-2A】
●対応プレート： 最大2枚
●消費電力： 120W
●寸法: W280×D275×H150mm
●重量： 6.1kg

■ 温度/時間/速度を簡単設定
■ 設定値と現在の状況を同時にデジタル表示
■ マイクロプロセッサによる正確な温度/時間の管理
■ プレートの脱着が簡単

【BSR-MK100-4A】
●対応プレート： 最大4枚
●消費電力： 250W
●寸法: W350×D330×H180mm
●重量： 8.0kg

【BSR-MK100-2A】
●対応プレート： 最大2枚
●消費電力： 120W
●寸法: W280×D275×H150mm
●重量： 4.0kg

■ 振とう速度 最大1,500prm
■ ブラシレスモーターで使用でメンテナンスフリー
■ マイクロプロセッサによる正確な速度/時間の管理
■ 時間と速度デジタル表示

BSR-MX100-4A

BSR-MK100-2A / 4A

BSR-MB100-2A / 4A BSR-OS200

●設定時間： 1分～99時間59分
●旋回速度： 200～1,500rpm （標準プレート）
　　200～1,000rpm （ディープウェルプレート）
●旋廻幅： 3mm

●対応プレート: 最大4枚
●消費電力： 50W
●寸法: W295×D275×H120mm
●重量： 5.5kg

【共通仕様】
●温度範囲： 室温+5℃～70℃
●温度精度： ±0.5℃
●加熱時間： 25分以内 （室温→70℃）
●設定時間： 1分～99時間59分

【共通仕様】
●温度範囲： 室温+5℃～70℃
●温度精度： ±0.5℃
●加熱時間： 25分以内 （室温→70℃）
●設定時間： 1分～99時間59分
●振とう速度： 100～1,200rpm
●振とう幅： 2mm

26

¥97,800
¥115,000価格

(税抜)

¥97,800¥97,800

15

15

スプリングプラットフォーム

　　　　　　が新登場

BSR-PP-1
BSR-PP06-250
BSR-PP12-100

BSR-OS200

¥25,000

¥115,000

¥25,000
¥25,000

¥20,000

製品番号 製品名 / 内容 価格（税抜）

¥35,000

オービタルシェイカー（本体）
フラット型プラットフォーム（ノンスリップマット付）
250-300mlフラスコプラットフォーム（クランプ6個付）
100-150mlフラスコプラットフォーム（クランプ12個付）
ユニバーサルプラットフォーム（可変式フォルダー付）
スプリングプラットフォーム

BSR-UP-1
BSR-MP-1

BSR-SPP-1
BSR-SPP-2
BSR-SH100

BSR-OS300

¥20,000

¥268,000

¥2,500
¥2,200

¥20,000

製品番号 製品名 / 内容 価格（税抜）

¥3,200

オービタルシェイカー（本体）
フラット型プラットフォーム（ノンスリップマット付）
フラスコプラットフォーム
50-100mlフラスコクランプ
200-250mlフラスコクランプ

1000mlフラスコクランプ

ユニバーサルプラットフォーム（縦可変式フォルダー付）

BSR-SH250
BSR-SH500
BSR-SH1000
BSR-SUP-1
BSR-SUP-2

ユニバーサルプラットフォーム（横可変式フォルダー付）

500mlフラスコクランプ
¥4,000

¥40,000
¥40,000



¥29,800価格
(税抜) ¥19,800¥19,800¥19,800

¥398,000価格
(税抜) ¥238,000¥238,000¥238,000

¥39,800
価格（税抜）

BC-813021

ボルテクサー

11

■ 試薬や検査薬の混合、撹拌、反応促進に最適
■ 最大2,500rpmで強力撹拌
■ 設定速度/時間が見やすいLED表示
■ ブラシレスモーター採用でメンテナンスフリー
■ 吸盤により機器の振動やスライドを防止します

チューブ50本を同時に撹拌可能！
大容量ボルテックスミキサー

■ 小さいけれど強力撹拌
■ 振動速度： アナログ可変式
■ タッチスタートで便利

手のひらサイズなのでコンパクトで軽量、
実験台の上でも場所をとりません。

■ 試験管・チューブ1本用
■ チューブ接触部径： 50mm

■ 複数試験管・複数チューブ・フラスコ用
■ チューブ接触部径： 80mm

強力でしかも静かな設計
タッチスタート/連続回転の選択が可能

BSR-MTV100

ヘッド交換不要の多機能ボルテックスミキサー

2,500
●設定時間： 1分～99時間59分
●振とう速度： 500～2,500rpm
●速度精度： ±25rpm
●振とう幅： 3.6mm

●最大荷重： 4.5kg
●消費電力： 300W
●寸法： W385×D240×H430mm
●重量： 15.0kg

BSR-VM2000C BSR-VM2000

BSR-VM100B

【共通仕様】
●振動速度： 最大3,000rpm
 （アナログ可変式）

●振動幅： 5.0mm
●寸法： W130×D180×H165mm
●重量： 3.8kg

●振動速度： 最大3,200rpm
 （アナログ可変式）
●振動幅： 4.5mm
●寸法： W110×D113×H81mm
●重量： 0.9kg ¥39,800価格

（税抜） ¥39,800価格
（税抜）

ボルテックスミキサー

多機能撹拌装置

■ 7種類のチューブ、96プレートなど様々な用途に使用可能
■ 三段階のスピード調節（1,000-2,000-3,000rpm）
■ らくらく操作で、本体の清掃も簡単
■ 省スペース

■ 7種類のチューブ、96プレートなど様々な用途に使用可能
■ 三段階のスピード調節（1,000-2,000-3,000rpm）
■ らくらく操作で、本体の清掃も簡単
■ 省スペース

●振動速度： 1,000/2,000/3,000rpm
●振動幅： 3.7mm
●振動モード： 断続/オフ/連続の3モード切替
●寸法： W173×D190×H197mm
●重量： 3.93kg

【利用可能なチューブやプレート】
●アッセイプレート×1枚
●50ml コニカルチューブ×2本
●15ml コニカルチューブ×2本

●5ml チューブ×2本
●1.5/2.0ml マイクロチューブ×4本
●0.5ml マイクロチューブ×6本
●0.2ml マイクロチューブ×24本

3,000

3,000

3,200

￥5,000

￥398,000

￥5,000
￥5,000
￥5,000
￥5,000
￥5,000
￥5,000

製品番号 製品名 内容 価格（税抜）

10

小型インキュベーター

BC-W348924-B

¥246,000
価格（税抜）

卓上型インキュベーター

■ ペルチェとヒーターによる送風循環方式を採用
■ 温度分布精度±0.3℃と安定した庫内環境
■ 強化ガラス製の観察窓と保温に効果的な内扉を装備

■ 小型ながら22リットルと大容量
■ 自然対流エアジャケット壁面加熱方式を採用
■ 小型なので2段、3段積み重ねて使用することもできます
■ ガラス窓付と窓なしの2種類から選べます

温度 0℃～60℃

内容積 13リットル

内容積 22リットル

温度 室温+5℃～80℃
ガラス窓付

送風式インキュベーター 小型低温インキュベーター

¥123,000
¥165,000価格

(税抜)

¥123,000¥123,000
¥310,000価格

(税抜)

¥232,000¥232,000¥232,000

内容積 14リットル

温度 室温+5℃～210℃

■ 送風循環方式なので安定した温度分布を実現
■ 最大210℃の幅広い温度範囲
■ インキュベーターとしてだけでなく乾燥器としても使用可能

BMS-MI01G
（ガラス窓付）

BMS-MI01
（窓なし）

内容積 22リットル

温度 室温+5℃～100℃
窓なし

内　装

ケーブル導入口
サービスコンセント

タイマー機能
運転機能

棚　板 / 段　数
電　源

2枚（耐荷重：約10kg）/ 4段（ピッチ58mm）
AC100V　1A

定値運転 / タイマー運転

安全装置 自己診断機能 / 独立過昇防止器 / 安全ブレーカー

ステンレス鋼板 （SUS304）

右側面 φ34mm×1ヶ（蓋付）
AC100V　2A

オートスタート / オートストップ / SVスタート

省スペース・省エネ設計

日本製日本製

BMS-MI03CBMS-MI02F

¥79,800¥79,800¥79,800
¥120,000価格

(税抜)

¥89,800¥89,800¥89,800
¥135,000価格

(税抜)

2525

3333

●外形寸法： W390×D380×H470mm
●庫内寸法： W270×D250×H210mm
●重量： 約19kg

●外形寸法： W390×D380×H472mm
●庫内寸法： W274×D250×H190mm
●重量： 21.5kg

●外形寸法： W390×D380×H472mm
●庫内寸法： W284×D290×H270mm
●重量： 約17kg

■ 接着性細胞の培養向け
■ コンパクトなサイズで、限られたスペースの実験室やインキュベーター、冷蔵室内に設置できます
■ ガラス、プラスチックのローラーボトルが使用可能
■ 直径108～121mm、長さ290mmまでのボトル容器に対応
■ デッキキットを2段追加して、最大6本までローラーボトルを搭載できます

細胞培養を効率よく行うための、ボトル回転細胞培養システム

●ボトル搭載本数： 2本　（最大6本）
●ボトル径： φ108～121mm
●ボトル長： ＜290mm
●回転速度： 0.1～3.8rpm
●消費電力： 14W
●寸法： W320×D325×H180mm
●重量： 8kg

卓上型ローラー培養装置

¥246,000
¥77,000
¥48,00040本（2本×20）

1セット
本体

ローラーボトル PS/850cm²/Plug-Cap
追加デッキキット
卓上型ローラー培養装置BC-W348924-B

BC-W348930-CH
SPL-55085

製品番号 製品名 内容 価格（税抜）

● SPLローラーボトルは別売りです

40

33



2,200

■ 4,500rpmとパワフルな小型ボルテックスミキサー
■ 2.0ml～50mlの様々な容器に対応
■ 耐薬品性のあるABS樹脂&シリコン製
■ 交換用のシリコンキャップ 2個付属

便利な
タッチス

タート

ホットプレートスターラー

■ 最大10Lまで撹拌可能
■ 耐久性に優れたブラシレスモーター採用で長寿命
■ トッププレートは耐薬品性に優れたセラミックコーティング
■ IP21準拠の防塵・防滴性能
■ 撹拌子（円筒形/8×25mm/PTFEコーティング） 付属

高精度で温度を管理しながら撹拌可能

マグネチックスターラー

●最大撹拌容量： 10L （H₂O）
●回転速度： 200～2,200rpm （10rpm単位）
●設定時間： 1～999分 / 連続
●温度範囲： 室温～320℃ （1℃単位）
●トッププレート寸法： 直径140mm

●温度センサー規格： Pt1000
●消費電力： 610W
●寸法： W156×D248×H110mm
●重量： 2.2kg

320℃
室温

温度センサー＆スタンド 標準付属

ミニ ボルテクサー

ミニマグネチックスターラー
薄型・軽量なのに、強力撹拌

●最大撹拌容量： 3L （H₂O）
●回転速度： 200～2,200rpm
●トッププレート寸法： 直径 約120mm

●寸法： W132×D183×H47mm
●重量： 0.5kg

¥63,500
価格（税抜）

BSR-NHP320
2,200

¥24,000
価格（税抜）

BC-551021

¥68,000
価格（税抜）

BC-485021
回転ノブを
操作するだけ

2,000

マグネチックスターラー
モーターを使用しない電磁誘導方式を採用

●最大撹拌容量： 10L （H₂O）
●回転速度： 10～2,000rpm
●設定時間： 30秒～60分 / 連続
●自動反転機能： 1～99回

●トッププレート寸法： 直径165mm
●寸法： W195×D245×H75mm
●重量： 1.2kg

■ モーターレスのため、スターラーに熱が発生しません
　 低温室やインキュベーター内でも周囲温度に影響を与えません
■ 静音、低振動
■ 低速度でも安定した撹拌が可能
■ 正転、逆転、自動反転機能
■ 撹拌子（円筒形/12×35mm/PTFEコーティング） 付属
■ 滑り止め用シリコンマット 1枚付属

■ モーターレスのため、スターラーに熱が発生しません
　 低温室やインキュベーター内でも周囲温度に影響を与えません
■ 静音、低振動
■ 低速度でも安定した撹拌が可能
■ 正転、逆転、自動反転機能
■ 撹拌子（円筒形/12×35mm/PTFEコーティング） 付属
■ 滑り止め用シリコンマット 1枚付属

●振動速度： 4,500rpm（固定式）
●振動幅： 6mm
●運転スイッチ： タッチスタート式

●寸法： W110×D130×H75mm
●重量： 0.9kg

小型でもパワフル

¥24,000
価格（税抜）

BC-765021

4,500

高速ミニ
遠心分離機

高性能
マグネチック
スターラー

12,500 9,800 2,500

遠心分離機とマグネチックスターラーが1台に

■ 遠心機モードは12,500rpm（9,800xg）の高速遠心が可能
■ 蓋が開いた時やバランスがとれていない時は作動しない安全機構
■ スターラーモードは正転、逆転、自動反転機能と さまざまな撹拌が可能
■ ブラシレスモーター使用でメンテナンスフリー、長寿命
■ 5.0mlチューブ用ローター、撹拌子（PTFEコーティング）が標準付属

¥168,000
価格（税抜）

BC-185021BC-185021

■ 耐薬品性のあるABS樹脂&PC製で、清掃も簡単
■ 低振動で静かな動作（53dB）
■ 撹拌子（オクタゴン型/9×35mm/PTFEコーティング） 付属

■ 耐薬品性のあるABS樹脂&PC製で、清掃も簡単
■ 低振動で静かな動作（53dB）
■ 撹拌子（オクタゴン型/9×35mm/PTFEコーティング） 付属

【遠心機モード】
●回転速度： 500～12,500rpm
●遠心力（RCF）： 15～9,800xg
●設定時間: 30秒～60分
●処理本数： 1.5/2.0ml×12本、0.2ml×12本、
　　　　　  0.5ml×12本、5.0ml×6本

【スターラーモード】
●回転速度： 50～2,500rpm
●設定時間: 30秒～60分 / 連続
●自動反転機能: 15秒～15分毎 / 1～99回
●最大撹拌容量： 3L （H₂O）
●トッププレート寸法: 直径130mm

●寸法： W185×D235×H120mm　●重量： 1.9kg

マグ フュージ
®MagFuse

12

■ 単3電池×4本によるコードレスで使用可能
■ 1.5/2.0チューブを6本遠心
■ ACアダプター（標準付属）でも使用できます
■ ACアダプター優先の自動切換機能付き
■ 10分タイマーで15回（電池使用時）

セルスピンNEO

●DC使用時： 約7,300rpm / 2,500xg
●AC使用時： 約8,600rpm / 3,600xg
●処理本数： 1.5/2.0ml×6本
●寸法： W140×D160×H120mm

乾電池式ミニ遠心機

¥17,000
価格（税抜）

BSR-PMX01

電池で動く、手のひらサイズ スターラー

ミニスターラー

■ 手のひらに載る超小型サイズ
■ 電池式なので、場所を選びません
■ 単三形乾電池も4個付属、すぐに使用できます
■ ACアダプター（別売）も使用できます
■ インキュベーター・低温庫内にも設置できます

●最大撹拌容量： 200ml
●回転数： 80～1,000rpm（可変式）
●撹拌台サイズ: W68×D70mm

●寸法： W70×D85×H30mm
●重量: 270g
●20mm撹拌子 x 1

現場に持ち運べて便利！
電池で動く、手のひらサイズ ミキサー
■ 手のひらに載る超小型サイズ
■ 電池式なので、場所を選びません
■ 単三形乾電池も4個付属、すぐに使用できます
■ ACアダプター（別売）も使用できます
■ コンパクトでクリーンベンチ内でも邪魔になりません

●回転数: 2,600rpm
●対応容器: マイクロチューブ、小試験管
●タッチスタート/連続運転 切替可能
●寸法： W57×D80×H75mm
●重量： 310kg

1,000

実物大

電池式

電池式

¥22,000
価格（税抜）

BSR-PST01

日本製日本製

日本製日本製

¥29,800
価格（税抜）

BC-CS-NEO

AC/DC電源
どちらでも動く
万能遠心機

■ プログラムを設定可能
■ 回転数をデジタル表示
■ リモートコントロール可能

電池式

ミニミキサー
電池式 研究機器

3,600
2,500

8,600
7,300

日本製日本製

Micro-Stir （マイクロスター）
低速回転で、培養に最適

【Micro-Stir（マイクロスター）】
●最大フラスコ容量： 3L
●回転速度： 5～200rpm
●消費電力： 15W
●寸法： (1連)W210×D250×H90mm
　　　  (4連)W400×D450×H100mm
●重量： (1連)1.9kg / (4連)4.5kg ● スピナーフラスコ、三角フラスコは別売りです

【Bio-Stir（バイオスター）】
●最大フラスコ容量： 3L
●回転速度： 150～1,200rpm
●消費電力： 15W
●寸法： (1連)W210×D250×H90mm
　　　  (4連)W400×D450×H100mm
●重量： (1連)1.9kg / (4連)4.5kg

¥256,000
¥406,000
¥265,000

本体
本体

マイクロスター（4連）
マイクロスター（1連）BC-W900700-B

BC-W900701-B
BC-W900702-B

製品番号 製品名 内容 価格（税抜）

¥162,000
¥420,000

BC-W900704
BC-W900703-B

バイオスター（1連）
バイオスター（4連）
リモートコントロールユニット 1セット

本体
本体

BC-W900700-B

¥256,000
価格（税抜）

BC-W900703-B

¥420,000
価格（税抜）

Bio-Stir （バイオスター）
高速での撹拌に最適
Bio-Stir （バイオスター）
高速での撹拌に最適

インキュベーター内でも
使用可能なコンパクトシェイカー

■ ポストカードより小さなコンパクトサイズ
■ 各種マイクロプレートの振とうに最適
■ 耐久性に優れたブラシレスモーター採用で長寿命
■ 吸盤により機器の振動やスライドを防止します
■ 静音設計（＜60dB）
■ デジタルディスプレイ搭載

●振とう速度： 300～1,800rpm
●振とう幅： 2.0mm
●設定時間： 1～99分 / 連続
●対応プレートサイズ： 127×85mm

●消費電力： 15W
●寸法： W85×D127×H86mm
●重量： 1.4kg

2
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マイクロプレートシェイカー

¥53,500
価格（税抜）

BSR-NSH1

2,600

マグネチックスターラー



BSR-KD200

BSR-WD12
サンプル濃縮器マルチ

φ10～φ29mmに
　　　フレキシブルに対応！

■ ウォーターバスでサンプルを加熱し、濃縮時間を短縮します
■ 吹付けノズルは1本ごとに独立しているので
　 ガスのムダがありません！
■ 不活性ガスの吹き付けでサンプルの酸化を防ぎます

UP

DOWN

BSR-BD01

BSR-BD07
BSR-BD06
BSR-BD05
BSR-BD04
BSR-BD03
BSR-BD02

BSR-KD200-N150

化学分析に最適化学分析に最適

食品や環境物質食品や環境物質

微量分析に最適微量分析に最適

プレートを処理プレートを処理

BSR-BK19
BSR-BK20

¥25,000
¥25,000

BSR-MD200-1A用アルミブロック

14 15

超小型高純度窒素ガス発生装置
研究室のサンプル濃縮用高純度ガス、
各種分析装置用キャリアガスとして最適です

高圧ガスボンベの代替に！高圧ガスボンベの代替に！

・最大圧力 0.20MPa
・本装置は高圧ガス保安法の適用を受けません。　　　・本装置は受注生産品です。

製品番号 BMS-GMN9999-1 BMS-GMN999-2 BMS-GMN99-4
窒素純度 99.99% 99.9% 99%

窒素発生量 1.0NL/min 2.0NL/min 4.0NL/min
寸法/重量
消費電力

価格(税抜) ¥550,000

幅280×奥行350×高さ360mm / 20kg
180W

製品番号 BMS-GMN9999-2 BMS-GMN999-4 BMS-GMN99-8
窒素純度 99.99% 99.9% 99%

窒素発生量 2.0NL/min 4.0NL/min 8.0NL/min
寸法/重量
消費電力

価格(税抜) ¥990,000

幅360×奥行440×高さ480mm / 54kg
300W

大容量タイプも新発売！大容量タイプも新発売！

●小型エアーポンプ内蔵の一体設計
低騒音・低振動・低消費電力・高寿命設計

●安全停止機能標準搭載
機器の状態を常にLCDモニター表示し、異常時は
エラーメッセージの表示後に安全に運転停止

●高純度窒素ガスを安定製造
窒素ガス純度 ： 99.99% (発生量 1.0 or 2.0NL/min)

99.9% (発生量 2.0 or 4.0NL/min)
99% (発生量 4.0 or 8.0NL/min)

● 小型エアーポンプ内蔵の一体設計
低騒音・低振動・低消費電力・高寿命設計

● 安全停止機能標準搭載
機器の状態を常にLCDモニター表示し、異常時は
エラーメッセージの表示後に安全に運転停止

● 高純度窒素ガスを安定製造
窒素ガス純度 ： 99.99% (発生量 1.0 or 2.0NL/min)

99.9% (発生量 2.0 or 4.0NL/min)
99% (発生量 4.0 or 8.0NL/min)

■ サンプルごとに流量を微調整できます
■ アルミブロックにスリットがあるため、
　 液量が少ないときも確認しやすくなっています

¥144,000
¥180,000価格

(税抜)

¥144,000¥144,000

¥286,000
¥358,000価格

(税抜)

¥286,000¥286,000

様々な試料を処理様々な試料を処理

ブロックが豊富ブロックが豊富

BSR-MD200-1

● ブロックは別売りです

¥165,000
価格（税抜）

サンプル濃縮器

各
サ
ン
プ
ル
に
個
別
に
吹
き
付
け

Type-1

Type-2

エアポンプ内蔵
PSA式

N2ガスメイカー
BMS-GMNシリーズ

BSR-KD200

● ブロックは別売りです

¥180,000
価格（税抜）

Type-1

ウォーターバス型

BSR-MD200-1Aプレート型

■ 不活性ガスの吹き付けでサンプルの酸化を防ぎます
■ ノズルの本数を調節することでガスのムダをなくします
■ 大量サンプルに同時に吹き付け
■ 各サンプルに個別に吹き付け

●設定温度： 室温＋5℃～150℃
●設定時間: 1分～99時間59分
●加熱時間： 30分以内 （40℃→150℃）
●サンプル容量： φ10～φ20mm×12本
●寸法: W240×D280×H500mm
●重量： 8.0kg

●設定温度： 室温＋5℃～99℃
●加熱時間： 30分以内 （40℃→99℃）
●サンプル容量： φ10～φ29mm
　　　　　　　 （1～50ml）　×12本
●寸法: W390×D300×H850mm
●重量： 9.5kg

●設定温度： 室温＋5℃～150℃
●設定時間: 1分～99時間59分
●加熱時間： 30分以内 （40℃→150℃）
●使用ブロック： 1ブロック（BK19/BK20専用）
●寸法: W240×D280×H500mm
●重量： 7.0kg

●設定温度： 室温＋5℃～150℃
●設定時間: 1分～99時間59分
●加熱時間： 30分以内 （40℃→150℃）
●使用ブロック： 1ブロック（BK01～18対応）
●寸法: W240×D280×H500mm
●重量： 7.0kg

BSR-BK01

BSR-BK11
BSR-BK09
BSR-BK07
BSR-BK05
BSR-BK04
BSR-BK03
BSR-BK02

BSR-BK18
BSR-BK17
BSR-BK16
BSR-BK15
BSR-BK14
BSR-BK13
BSR-BK12

BSR-MD200-SR
BSR-MD200-N80
BSR-MD200-N150

¥25,000

¥25,000
¥25,000
¥25,000
¥25,000
¥25,000
¥25,000
¥25,000
¥25,000
¥25,000
¥15,000
¥15,000

¥25,000
¥25,000
¥25,000

¥25,000
¥25,000

¥4,000

BSR-MD200-11ブロック型

大
量
サ
ン
プ
ル
に
同
時
に
吹
き
付
け

● ブロックは別売りです

■ ガスを吹き付けて溶媒を迅速に蒸発させます
■ 96ウェルに同時に吹き付けます
■ ノズルの本数を調節することで、ガスのムダをなくします
■ プレートの底面形状に合わせてアルミブロックを
　 特注製作することもできます

¥467,000
¥550,000価格

(税抜)

¥467,000¥467,000
15

¥792,000
¥990,000価格

(税抜)

¥792,000¥792,000

20

Type-2

20

20


