
2021年12月15日～ 2022年03月31日 受注分まで

新型コロナウイルスの影響により一部製品に通常より輸入の遅延が生じております。 
到着までお時間を頂く可能性がございます。ご理解、ご了承のほどお願い申し上げます。



研究用機器

30 % OFF30 % OFF

回転速度 5～ 100 rpm
プラットフォーム 266 × 306 mm

付属品 ディンプル付きラバーマット、 チューブ固定バンド 6本

製品番号 標準価格 キャンペーン価格
88-861-047 ¥155,700 ¥108,990

連続運転、時限運転、さまざまな組み合わせで、あらゆる用途に最適な 3Dローテーター

新製品　Fisherbrand　マルチファンクション 3Dローテーター新製品　Fisherbrand　マルチファンクション 3Dローテーター

速度範囲 150～ 1000 rpm
プラットフォーム 320 × 260 mm

製品番号 標準価格 キャンペーン価格
88-861-023 ¥119,800 ¥83,860

イムノアッセイ、ELISAプレートの振とうに

新製品　Fisherbrand　マイクロプレートシェーカー新製品　Fisherbrand　マイクロプレートシェーカー

マイクロプレートシェーカー

付属品 ディンプル付きラバーマット、6チューブ固定バンド

製品番号 標準価格 キャンペーン価格
88-861-025 ¥150,000 ¥105,000

細胞培養作業に最適

新製品　Fisherbrand　オープンエアーロッカー新製品　Fisherbrand　オープンエアーロッカー

オープンエアーロッカー

製品番号 標準価格 キャンペーン価格
88-861-027 ¥209,500 ¥146,650

さまざまな用途に適した静かな動作

新製品　Fisherbrand　ウェーブモーションシェーカー新製品　Fisherbrand　ウェーブモーションシェーカー

ウェーブモーションシェーカー

マルチファンクション 
３Ｄローテーター

速度範囲 5～ 120 rpm
ロッキングアングル 0～ 12°
プラットフォーム 306 × 266 mm

付属品 ディンプルラバーマット、6本のチューブ固定バンド 
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研究用機器

30 % OFF30 % OFF

回転数 20-300 rpm
プラットフォーム 279 × 279 mm

軌道 三次元
回転数 2-60 rpm

プラットフォーム 267 × 305 mm

回転数 10-40 rpm
サイズ 28 × 14.8 × 19.5 cm
モード 回転 /レシプロ

サイズ 171 × 190 × 197 mm
スピード 3段階（1,000、2,000、3,000 rpm）

LabServ デジタルオービタルシェイカーLabServ デジタルオービタルシェイカー 簡単操作で使いやすい

製品番号 標準価格 キャンペーン価格
FS120460LJ ¥101,000 ¥70,700

オービタルミキサー デジタルオービタルミキサー デジタル やさしく均一にミキシングする 3D軌道

製品番号 標準価格 キャンペーン価格
88-861-043 ¥75,200 ¥52,640

製品番号 標準価格 キャンペーン価格
FS120349LJ ¥25,900 ¥18,130

ヘッド交換不要のミキサー

LabServ　マルチユースボルテックスミキサーLabServ　マルチユースボルテックスミキサー

回転数 5-80 rpm
サイズ 293 × 415 × 464 Hmm

マルチチューブローテーターマルチチューブローテーター
交換式ドラムで多用途に対応できる丈夫なローテーター

製品番号 標準価格 キャンペーン価格
88-861-049 50 mL × 15本用ドラム付属 ¥74,000 ¥51,800

ミニチューブローテーターミニチューブローテーター 小型で耐久性の高いチューブ撹拌機

製品番号 標準価格 キャンペーン価格
88-861-051 ¥54,000 ¥37,800
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研究用機器

マイクロプレートボルテックスミキサー デジタルマイクロプレートボルテックスミキサー デジタル
製品番号 標準価格 キャンペーン価格
02-216-101 ¥93,000 ¥65,100

30 % OFF30 % OFF

センサー式ボルテックスミキサーセンサー式ボルテックスミキサー
製品番号 標準価格 キャンペーン価格
FB15013 ¥45,000 ¥31,500

センサー検知で自動的に運転開始

製品番号 可変速度 標準価格 キャンペーン価格
14-955-151 速度固定 ¥28,400 ¥19,880
14-955-163 速度可変 ¥31,200 ¥21,840

速度固定

速度可変

ミニボルテックスミキサーミニボルテックスミキサー 速度固定・可変の 2タイプをチョイス

製品番号 標準価格 キャンペーン価格
02-215-418 ¥65,700 ¥45,990

再現性のある結果を要求するアプリケーションに最適

可変速度のアナログ制御により穏やかな振とう、またはサンプルの高速混合が可能

新製品　Fisherbrand　デジタルボルテックスミキサー

新製品　Fisherbrand　アナログボルテックスミキサー

新製品　Fisherbrand　デジタルボルテックスミキサー

新製品　Fisherbrand　アナログボルテックスミキサー

デジタルボルテックスミキサー

アナログボルテックスミキサー

寸法 203 × 121 × 127 mm
スピード 500～ 3000 rpm

製品番号 標準価格 キャンペーン価格
02-215-414 ¥48,200 ¥33,740

寸法 202 × 121 × 127 mm
スピード 300～ 3200 rpm

回転数 ONモード：300-2,500 rpm /タッチモード：300-3,500 rpm
サイズ 137 × 266 × 114 Hmm
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研究用機器

IsotempデジタルドライバスインキュベーターIsotempデジタルドライバスインキュベーター
チューブ用、プレート用ブロック（別売り）などのアクセサリも充実

製品番号 規格 入数 標準価格 キャンペーン価格

88860021 1ブロック 1 ¥60,600 ¥42,420
88860022 2ブロック 1 ¥67,100 ¥46,970
88860023 4ブロック 1 ¥81,200 ¥56,840

30 % OFF30 % OFF

製品番号 温度範囲 標準価格 キャンペーン価格
14-955-221 0-100℃ ¥133,100 ¥93,170
14-955-218 室温 +5℃ -100℃ ¥53,600 ¥37,520

精密な温度制御を備えたパーソナルサイズで利用可能

新製品　Fisherbrand　ミニドライバス新製品　Fisherbrand　ミニドライバス

ミニドライバス

新製品　Fisherbrand　ミニドライバス用ブロック新製品　Fisherbrand　ミニドライバス用ブロック
製品番号 サイズ 標準価格 キャンペーン価格
14-955-222 0.2 mL × 40 ¥22,000 ¥15,400
14-955-223 0.5 mL × 24 ¥20,000 ¥14,000
14-955-224 1.5 mL × 15 ¥20,000 ¥14,000
14-955-225 2.0 mL × 15 ¥20,000 ¥14,000
14-955-226 15 mL × 4 ¥26,500 ¥18,550
14-955-227 HPLC × 15 ¥20,000 ¥14,000
14-955-228 12-13 ｍｍ× 15 ¥24,100 ¥16,870
14-955-229 50 mL × 2 ¥27,500 ¥19,250

準拠 /認証 CE, SGS, RoHS2, WEEE
付属品 1.5 / 2.0 mLチューブ用ローター × 1個、5.0 mLチューブ用ローター × 1個、0.2 mL用アダプター 

× 12個、0.5 mL用アダプター × 12個、スターラー用ローター × 1個、撹拌子（円筒形 / φ 12 × 40 
mm） × 2個、蓋用 滑り止めシリコンマット × 2枚

Fisherbrand 高速遠心機スターラーFisherbrand 高速遠心機スターラー
製品番号 標準価格 キャンペーン価格
14-127-570 ¥145,000 ¥101,500

1台2役の便利な小型機器

ミニ遠心機 高速ミニ遠心機

ミニ遠心機ミニ遠心機
製品番号 速度 標準価格 キャンペーン価格
高速ミニ遠心機
12-006-900 可変 ¥117,000 ¥81,900
ミニ遠心機
12-006-901 固定 ¥30,800 ¥21,560

高速遠心機（速度可変）タイプとスタンダードタイプ（速度固定）
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研究用機器

30 % OFF30 % OFF

化学薬品耐性に優れ、手入れがしやすいセラミックトッププレート

Isotemp　マグネチックスターラーIsotemp　マグネチックスターラー

製品番号 プレートサイズ 規格 標準価格 キャンペーン価格

S88857200 184 × 184 mm 4 L ¥45,800 ¥32,060
S88850200 260 × 260 mm 6 L ¥59,800 ¥41,860

製品番号 容量（L） 標準価格 キャンペーン価格
FSGPD02 2 ¥115,000 ¥80,500
FSGPD05 5 ¥142,000 ¥99,400
FSGPD10 10 ¥168,000 ¥117,600

FSGPD15D
5 / 10 

（2槽式）
¥328,000 ¥229,600

FSGPD20 20 ¥205,000 ¥143,500
FSGPD28 28 ¥236,000 ¥165,200

FSGPD2S
2 

（浅型）
¥121,000 ¥84,700

Isotempウォーター /ビーズ兼用バスIsotempウォーター /ビーズ兼用バス 多用途に使える兼用バス

ミニマグネットスターラーミニマグネットスターラー コンパクトなのにパワフルなスターラー

製品番号 本体カラー 標準価格 キャンペーン価格
120155 紫 ¥26,400 ¥18,480
120595 青 ¥26,400 ¥18,480

回転数 200 ｰ 2,200 rpm 最大攪拌容量 1 L 回転面 115 φ

マグネティックインダクションスターラーマグネティックインダクションスターラー
製品番号 本体カラー 標準価格 キャンペーン価格
120584 紫 ¥91,500 ¥64,050
120585 青 ¥91,500 ¥64,050

パワフルなスターラー

回転数 10 ｰ 2,000 rpm 最大攪拌容量 3 L 回転面 165 φ

超薄型マグネチックスターラー　デジタル超薄型マグネチックスターラー　デジタル 超薄型でコンパクト

製品番号 標準価格 キャンペーン価格
14-955-149 ¥28,100 ¥19,670

回転数 15-1,500 rpm 最大攪拌容量 800 mL 回転面 94 φ
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研究用機器

40 % OFF40 % OFF

最大攪拌容量 1 L 回転面 115 φ

最大攪拌容量 3 L 回転面 165 φ

最大攪拌容量 800 mL 回転面 94 φ

ビーズ種類

ガラス 0.5 mm 酵母、細胞、菌類、バクテリア、胞子などに

セラミック
1.4 mm 脳、肝臓、腎臓、肺、脾臓などに
2.8 mm 脳、肝臓、筋肉組織、皮膚、葉などに

メタル 2.4 mm 骨、爪、筋肉組織、種実、穀物などにBead Mill 24

Bead Mill 4

ビーズ式ホモジナイザー　BeadMill　4/24ビーズ式ホモジナイザー　BeadMill　4/24
製品番号 製品名 標準価格 キャンペーン価格
15-340-164 ビーズ式ホモジナイザー Bead Mill 4 ¥409,000 ¥245,400
15-340-184 ビーズ式ホモジナイザー Bead Mill 24 ¥1,150,000 ¥690,000

※ ビーズチューブ別売り

30% OFF30% OFF
ハンディホモジナイザー 150ハンディホモジナイザー 150
軽量でパワフル !手軽に使えるハンディタイプ

ディスポーサブル 
プローブ

ステンレス 
プローブ

付属品
• スタンド用クランプ

• ツールキット

• ディスポーザブルジェネレーター 
プローブ :2本

• プローブアダプター

製品番号 製品名 標準価格 キャンペーン価格

15-340-167 ハンディホモジナイザー 150 ¥108,000 ¥75,600

各種プローブ

製品番号 製品名 入数 標準価格 キャンペーン価格
15-340-176 ディスポーザブルジェネレータープローブ 25 ¥44,600 ¥31,220

製品番号 製品名 材質 サイズ 標準価格 キャンペーン価格
15-340-173 ステンレスプローブ ステンレス 5 ×   75 mm ¥197,000 ¥137,900
15-340-174 ステンレスプローブ - Fine ステンレス 7 × 115 mm ¥208,000 ¥145,600
15-340-175 ステンレスプローブ ステンレス 7 × 115 mm ¥208,000 ¥145,600
15-340-178 ステンレスプローブ - Fine ステンレス 10 × 115 mm ¥229,000 ¥160,300
15-340-179 ステンレスプローブ ステンレス 10 × 115 mm ¥229,000 ¥160,300

30% OFF30% OFFディスポーザブルペッスルシステム　コードレスモーターディスポーザブルペッスルシステム　コードレスモーター
製品番号 標準価格 キャンペーン価格
12-141-361 ¥21,500 ¥15,050

ディスポーザブルペッスルシステム 
コードレスモーター

※ ペレット・マイクロチューブ別売り
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計測器具

30 % OFF30 % OFF

製品番号 標準価格 キャンペーン価格
14-648-231 ¥10,800 ¥7,560

「すくう」と「量る」が一度に出来るスパチュラ秤

新製品　Fisherbrand　Traceable　スパチュラ秤新製品　Fisherbrand　Traceable　スパチュラ秤

Big-Digit　2チャン
ネルタイマー

製品番号 カラー 標準価格 キャンペーン価格
06-662-56 黄色 ¥3,900 ¥2,730
14-649-11 黒 ¥3,600 ¥2,520

製品番号 標準価格 キャンペーン価格
15-081-120 ¥5,300 ¥3,710

製品番号 標準価格 キャンペーン価格
06-664-252 ¥5,800 ¥4,060

NIST（ISO17025）トレサビリティ証明書付のストップウォッチ

水回りで使用できる防水タイマー

見やすい大画面の 2チャンネルタイマー

新製品　Fisherbrand　Traceable　防水ストップウォッチ

新製品　Fisherbrand　Traceable　防水タイマー

新製品　Fisherbrand　Big-Digit　2チャンネルタイマー

新製品　Fisherbrand　Traceable　防水ストップウォッチ

新製品　Fisherbrand　Traceable　防水タイマー

新製品　Fisherbrand　Big-Digit　2チャンネルタイマー

Traceable　防水タイマー

Traceable　防水ストップウォッチ

Traceable　スパチュラ秤 容量範囲 0～ 300 g、最小 0.1 g

NIST（ISO17025）トレサビリティ証明書付 計測時間：99分 59秒

NIST（ISO17025）トレサビリティ証明書付 最大時間：99時間 59分 59秒

06-662-56 NIST(ISO17025)トレサビリティ証明書付 3気圧防水
14-649-11 NIST(ISO17025)トレサビリティ証明書付
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計測器具

30 % OFF30 % OFF

リキッドハンドリング 30% OFF30% OFF

製品番号 標準価格 キャンペーン価格
02-261-840 ¥5,800 ¥4,060

気分で選べる 3種類のカラーフレーム付タイマー

新製品　Fisherbrand　Traceable　マルチカラータイマー新製品　Fisherbrand　Traceable　マルチカラータイマー

Traceable　 
マルチカラータイマー

3種類のカラーフレーム付 ch数 4

製品番号 標準価格 キャンペーン価格
HS120000 ¥38,000 ¥26,600

迅速で正確なセルカウンター

新製品　eCount　コロニーカウンターペン新製品　eCount　コロニーカウンターペン

eCount 
コロニーカウンターペン

製品番号 標準価格 キャンペーン価格
HS120479 ¥9,400 ¥6,580

持ちやすく使いやすい手動インラインピペットコントローラー

新製品　ピペットコントローラー新製品　ピペットコントローラー

ピペットコントローラー
容量範囲 1～ 100 mLピペット
寸法 230 × 54 × 54 mm

ボトルトップディスペンサーボトルトップディスペンサー
製品番号 容量 標準価格 キャンペーン価格

13-615-10 0.25-2.5 mL ¥29,800 ¥20,860
13-615-11 0.5-5.0 mL ¥29,800 ¥20,860
13-615-12 1.0-10.0 mL ¥29,800 ¥20,860
13-615-13 2.5-30.0 mL ¥38,500 ¥26,950
13-615-14 5.0-60.0 mL ¥38,500 ¥26,950
13-615-15 10.0-100.0 mL ¥54,400 ¥38,080

スムーズで正確な分注が可能

• 様々な試薬でも使用できる丈夫な素材　• 選べる 7つのボリューム範囲　
• 気泡のない分注が可能　• 簡単な分解方法で手入れが簡単　
• ボトルネックアダプター付き　• ISO8655規格に準拠　• 互換性あり
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クライオ製品

40 % OFF40 % OFF

バイアル掛け数 18本

製品番号 標準価格 キャンペーン価格
03-410-495 ¥16,900 ¥10,140

細胞保存に最適な冷却速度（-1℃ /分）の凍結保存容器

新製品　Bel-Art　フリーズコントローラー新製品　Bel-Art　フリーズコントローラー

Bel-Art　フリーズコントローラー

屈折計 30% OFF30% OFF

ハンディデジタル屈折計ハンディデジタル屈折計

測定モード 屈折率 /屈折率ｰ自動温度補正 /可溶
性固形分濃度（Brix） 
/可溶性固形分濃度（%）ー  自動温度
補正

校正点 5点（うち 1点は蒸留水）/ NIST基準
準拠

測定範囲 屈折率 : 1.3300 - 1.5600 nD
可溶性固形分濃度（Brix）: 0 - 95 %

最小目盛り 屈折率 : 0.0001 nD
可溶性固形分濃度（Brix）: 0.1 %
温度 : 0.1 ℃

精度 屈折率 :±0.0001 nD
可溶性固形分濃度（Brix）:±0.1 %
温度 :±0.2 ℃

製品番号 標準価格 キャンペーン価格
AR200 ¥312,000 ¥218,400

高い精度と広い測定範囲が自慢の屈折計
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チューブ・ラック

40 % OFF40 % OFF

マイクロチューブ 1.5mL

製品番号 サイズ カラー 入数 標準価格 キャンペーン価格
15386548 1.5 mL 黒 500 ¥3,100 ¥1,860

遮光タイプの黒色チューブ

新製品　Fisherbrand　マイクロチューブ新製品　Fisherbrand　マイクロチューブ

コニカルチューブ

製品番号 サイズ 滅菌 カラー 入数 標準価格 キャンペーン価格
15396548 15 mL 滅菌 黒 500 ¥37,300 ¥22,380
15306558 50 mL 滅菌 黒 500 ¥52,200 ¥31,320

遮光タイプの黒色コニカルチューブ

新製品　Fisherbrand　コニカルチューブ新製品　Fisherbrand　コニカルチューブ

製品番号 サイズ 入数 標準価格 キャンペーン価格
11727285 50 mL 5 ¥6,000 ¥3,600

カラフルで連結可能な 50 mLチューブ用ラック

新製品　Fisherbrand　チューブラック 新製品　Fisherbrand　チューブラック 

チューブラック

製品番号 サイズ カラー 標準価格 キャンペーン価格
15569115 5/15 mL/16 mm 青 /緑 ¥6,400 ¥3,840
15728177 10-17 mm ナチュラル /紫 ¥7,200 ¥4,320

ローテートチューブラック

回転棚付きチューブラック

新製品　Fisherbrand　ローテートチューブラック新製品　Fisherbrand　ローテートチューブラック
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チューブ・ラック

40 % OFF40 % OFF

フォームチューブラック

製品番号 サイズ 入数 標準価格 キャンペーン価格
11774016

1.5 / 2.0 mL
10 ¥7,400 ¥4,440

11948084 10 ¥7,400 ¥4,440

発泡スチロール素材の軽量マイクロチューブラック

新製品　Fisherbrand　フォームチューブラック新製品　Fisherbrand　フォームチューブラック

PCR4チューブラック

製品番号 カラー サイズ 入数 標準価格 キャンペーン価格
11710344 アソート

0.2 mL
5 ¥4,200 ¥2,520

11527593 ナチュラル 5 ¥4,200 ¥2,520

96ウェル PCRチューブラック

新製品　Fisherbrand　PCR4チューブラック新製品　Fisherbrand　PCR4チューブラック

同じ平面内でさまざまなサイズのチューブを操作可能

新製品　Fisherbrand　キューブチューブラック新製品　Fisherbrand　キューブチューブラック

製品番号 カラー サイズ 入数 標準価格 キャンペーン価格

11784726 アソート

4 × 50 mL 
10 × 15 mL 
12 × 12 mL 

16 × 1.5/2.0 mL

5 ¥7,600 ¥4,560

キューブチューブラック

製品番号 カラー サイズ 入数 標準価格 キャンペーン価格
15758177 アソート

0.2 mL
5 ¥7,100 ¥4,260

15768177 青 5 ¥7,100 ¥4,260

蓋がスタンドになる便利な低温 PCRラック

新製品　Fisherbrand　Low-Temp　PCRチューブラック新製品　Fisherbrand　Low-Temp　PCRチューブラック

製品番号 カラー 入数 標準価格 キャンペーン価格
11700344 アソート 5 ¥6,900 ¥4,140

ヒンジ付超低温ストレージボックス

新製品　Fisherbrand　100ウェルマイクロチユーブラック　アソート新製品　Fisherbrand　100ウェルマイクロチユーブラック　アソート

Low-Temp 
PCRチューブラック

100ウェルマイクロチユーブラック
　アソート
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機
器

消
耗
品

チューブ・ラック

40 % OFF40 % OFF40% OFF40% OFF

製品番号 カラー サイズ 入数 標準価格 キャンペーン価格

11728174 アソート
0.5 mL /  

1.5-2.0 mL

5 ¥8,700 ¥5,220
11738174 白 5 ¥8,700 ¥5,220
11958014 青 5 ¥8,700 ¥5,220

積み重ね可能なリバーシブルラック

新製品　Fisherbrand　96ウェル　リバーシブルチューブラック新製品　Fisherbrand　96ウェル　リバーシブルチューブラック

製品番号 標準価格 キャンペーン価格
11304095 ¥6,200 ¥3,720

2（2 × 2）面切替式チューブラック

新製品　Fisherbrand　Rota-Rack　Duo　チューブラック新製品　Fisherbrand　Rota-Rack　Duo　チューブラック

Rota-Rack　Duo　 
チューブラック

サイズ Blue：48 × 0.5 mL and 48 × 1.5 mL　Purple：96 × 0.2 mL and 48 × 1.5 mL 

マイクロチューブラック

製品番号 カラー サイズ 入数 標準価格 キャンペーン価格
11720344 ナチュラル

1.5 / 2.0 mL

5 ¥3,400 ¥2,040
11968074 青 5 ¥3,400 ¥2,040
11978074 緑 5 ¥3,400 ¥2,040
11988074 ピンク 5 ¥3,400 ¥2,040
11998074 黄 5 ¥3,400 ¥2,040
11908084 オレンジ 5 ¥3,400 ¥2,040
11728084 アソート 5 ¥3,400 ¥2,040
11918084 赤 5 ¥3,400 ¥2,040

定番のフラクションコレクタープレートスタイルのラック

新製品　Fisherbrand　マイクロチューブラック新製品　Fisherbrand　マイクロチューブラック

製品番号 サイズ 標準価格 キャンペーン価格
11384085 10-50 mL ¥8,300 ¥4,980
11394085 0.2-15 mL ¥8,300 ¥4,980

個別に回転するローターラック

新製品　Fisherbrand　ローターラック新製品　Fisherbrand　ローターラック

ローターラック
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機
器

消
耗
品

安全保護用具

40% OFF40% OFF

製品番号 サイズ 入数 標準価格 キャンペーン価格
15837944 350 × 600 × 2 mm 1 ¥8,700 ¥5,220

FDA食品グレードのシリコーンラボマット

新製品　Fisherbrand　シリコンラボマット新製品　Fisherbrand　シリコンラボマット

シリコンラボマット

クリニカルラボマット

製品番号 サイズ 入数 標準価格 キャンペーン価格
22-267-279 305 × 379 × 2 mm 1 ¥7,800 ¥4,680

転がり防止グリッド付ラボマット

新製品　Fisherbrand　クリニカルラボマット新製品　Fisherbrand　クリニカルラボマット

プラスチック容器 40% OFF40% OFF

製品番号 サイズ 標準価格 キャンペーン価格
03-007-643 9L ¥11,200 ¥6,720
03-007-644 20L ¥13,800 ¥8,280

省スペースの角型デザインの活栓付タンク

新製品　Fisherbrand　角型カーボーイ　活栓付新製品　Fisherbrand　角型カーボーイ　活栓付

角型カーボーイ　活栓付

パウダーフリーニトリルグローブ アロエコートパウダーフリーニトリルグローブ アロエコート

製品番号 サイズ 入数 標準価格 キャンペーン価格

19-050-550A S 100 ¥7,800 ¥4,680
19-050-550B M 100 ¥7,800 ¥4,680
19-050-550C L 100 ¥7,800 ¥4,680

皮膚を守るアロエベラゲルが内側にコート
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機
器

消
耗
品

プラスチック容器

40% OFF40% OFF

製品番号 入数 標準価格 キャンペーン価格
12-800-200 6 ¥2,600 ¥1,560

製品番号 標準価格 キャンペーン価格
0113-0238 ¥500 ¥300

高密度ポリエチレン製トリガースプレーボトル

ポリエチレン製スプレーボトル

新製品　Fisherbrand　HDPEスプレーボトル新製品　Fisherbrand　HDPEスプレーボトル

新製品　スプレーボトル 500 mL新製品　スプレーボトル 500 mL

HDPEスプレーボトル

スプレーボトル

製品番号 製品名 入数 標準価格 キャンペーン価格
14-955-111A 50 mL 100 ¥2,900 ¥1,740
14-955-111B 100 mL 100 ¥3,700 ¥2,220
14-955-111C 250 mL 100 ¥4,900 ¥2,940
14-955-111D 400 mL 100 ¥10,800 ¥6,480
14-955-111E 800 mL 100 ¥11,400 ¥6,840
14-955-111F 1000 mL 100 ¥21,300 ¥12,780

3 つのコーナー（トリコーナー）で液だれしにくいデザイン

新製品　Fisherbrand　トリコーナードディスポビーカー新製品　Fisherbrand　トリコーナードディスポビーカー

トリコーナードディスポビーカー

製品番号 製品名 入数 標準価格 キャンペーン価格
02-543-36B 500 mL 1 ¥1,050 ¥630
02-543-36C 1000 mL 1 ¥1,200 ¥720
02-543-36D 2000 mL 1 ¥1,800 ¥1,080
02-543-36E 3000 mL 1 ¥2,300 ¥1,380
02-543-36F 5000 mL 1 ¥6,800 ¥4,080

安全簡単に注げる取っ手付ビーカー

新製品　Fisherbrand　ハンドル付きポリプロピレン製ビーカー新製品　Fisherbrand　ハンドル付きポリプロピレン製ビーカー

ハンドル付きポリプロピレン製
ビーカー

ビーカー 40% OFF40% OFF

15



機
器

消
耗
品

汎用実験器具

40% OFF40% OFF

製品番号 サイズ 入数 標準価格 キャンペーン価格
14-353D 25 mm 5 ¥14,800 ¥8,880
14-353B 15 mm 5 ¥12,500 ¥7,500
14-353F 10, 15, 20, 25, 32 mm アソート ¥16,300 ¥9,780

計量皿とサンプル移送ロートを 1つに

新製品　Fisherbrand　ガラス製計量ロート新製品　Fisherbrand　ガラス製計量ロート

ガラス製計量ロート

レンズ 
クリーニング 
ペーパー

製品番号 シートサイズ 入数 標準価格 キャンペーン価格
11-995 6 × 8 in 12 ¥15,400 ¥9,240
11-996 4 × 6 in 12 ¥7,500 ¥4,500

ガラスレンズのクリーニング用ペーパー

新製品　Fisherbrand　レンズクリーニングペーパー新製品　Fisherbrand　レンズクリーニングペーパー

ジョイントクランプ

多彩なサイズ展開のガラスジョイント用クランプ

新製品　Fisherbrand　ジョイントクランプ新製品　Fisherbrand　ジョイントクランプ

製品番号 サイズ カラー 入数 標準価格 キャンペーン価格
14-955-251 サイズ 10 緑 10 ¥5,200 ¥3,120
14-955-252 サイズ 12 紫 10 ¥5,300 ¥3,180
14-955-253 サイズ 14 黄 10 ¥5,900 ¥3,540
14-955-254 サイズ 19 青 10 ¥6,000 ¥3,600
14-955-255 サイズ 24 緑 10 ¥6,200 ¥3,720
14-955-256 サイズ 29 赤 10 ¥6,400 ¥3,840
14-955-257 サイズ 34 橙 10 ¥6,600 ¥3,960
14-955-258 サイズ 40 黄 10 ¥6,800 ¥4,080
14-955-259 サイズ 45 茶 10 ¥6,600 ¥3,960

製品番号 サイズ カラー 標準価格 キャンペーン価格
15-112-171 S（φ 43-61 mm） ピンク ¥460 ¥276
15-112-172 S（φ 43-6 mm） シアン ¥460 ¥276
15-112-173 S（φ 43-61 mm） 緑 ¥460 ¥276
15-112-174 M（φ 64-76 mm） ピンク ¥660 ¥396
15-112-175 M（φ 64-76 mm） シアン ¥660 ¥396
15-112-176 M（φ 64-76 mm） 緑 ¥660 ¥396
15-112-177 L（φ 84-116 mm） ピンク ¥800 ¥480
15-112-178 L（φ 84-116 mm） シアン ¥800 ¥480
15-112-179 L（φ 84-116 mm） 緑 ¥800 ¥480
15-112-180 SML　セット ピンク ¥1,820 ¥1,092
15-112-181 SML　セット シアン ¥1,820 ¥1,092
15-112-182 SML　セット 緑 ¥1,820 ¥1,092

再利用可能なシリコン製キャップKimble　シリコンキャップKimble　シリコンキャップ

Kimble　Silicone　Lids
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機
器

消
耗
品

培養関連製品

40% OFF40% OFF

Fisherbrandリユーザブルポリエチレン柄杓Fisherbrandリユーザブルポリエチレン柄杓
腐食性液体のサンプリングとディスペンサー用の超頑丈なプラスティック製柄杓

製品番号 容量 標準価格 キャンペーン価格

14-242-20 50 mL ¥1,800 ¥1,080
14-242-25 100 mL ¥2,100 ¥1,260
14-242-30 250 mL ¥2,300 ¥1,380
14-242-40 600 mL ¥2,900 ¥1,740
14-242-45 1,000 mL ¥6,200 ¥3,720

• フラットタイプ
• 幅広の広いベース型のため安定性が高い　• 重ねても安心のリム付き
• 書き込み面あり　• フラスコの両側にメモリ　• Non-Pyrogenic

細胞培養フラスコ細胞培養フラスコ 角度の付いたボトルネックデザインにより培養操作が簡単

製品番号 規格 容量 入数 標準価格 キャンペーン価格

FB012933 ベントタイプ 25 mL 200 ¥20,900 ¥12,540
FB012934 プラグシールタイプ 25 mL 200 ¥17,400 ¥10,440
FB012935 ベントタイプ 50 mL 200 ¥34,000 ¥20,400
FB012936 プラグシールタイプ 50 mL 200 ¥23,400 ¥14,040
FB012937 ベントタイプ 250 mL 100 ¥28,000 ¥16,800
FB012938 プラグシールタイプ 250 mL 100 ¥19,700 ¥11,820

※ ガンマ線滅菌済み

細胞培養ディッシュ細胞培養ディッシュ

材質 ポリスチレン

製品番号 サイズ 入数 標準価格 キャンペーン価格

FB012920 35 × 12 960 ¥33,700 ¥20,220
FB012921 60 × 18 600 ¥25,700 ¥15,420
FB012922 70 × 15 600 ¥25,700 ¥15,420
FB012923 90 × 17 500 ¥42,600 ¥25,560
FB012924 100 × 22 300 ¥26,600 ¥15,960
FB012925 150 × 22 120 ¥27,300 ¥16,380

重ねても安心のリム付き

※ ガンマ線滅菌済み

Fisherbrand　細胞培養フラスコFisherbrand　細胞培養フラスコ

製品番号 サイズ 規格 入数 標準価格 キャンペーン価格
FB012939 600 mL Vent 40 ¥32,800 ¥19,680
FB012940 600 mL PlugSeal 40 ¥26,300 ¥15,780
FB012941 850 mL Vent 18 ¥18,800 ¥11,280
FB012942 850 mL PlugSeal 18 ¥17,400 ¥10,440

細胞培養フラスコ
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機
器

消
耗
品

培養関連製品

40% OFF40% OFF

Fisherbrand PESフィルターユニットFisherbrand PESフィルターユニット
製品番号 容量 ポアサイズ 入数 標準価格 キャンペーン価格

FB12566500 150 mL 0.20 µm 12 ¥16,200 ¥9,720
FB12566501 150 mL 0.45 µm 12 ¥16,200 ¥9,720
FB12566502 250 mL 0.20 µm 12 ¥17,500 ¥10,500
FB12566503 250 mL 0.45 µm 12 ¥17,500 ¥10,500
FB12566504 500 mL 0.20 µm 12 ¥24,600 ¥14,760
FB12566505 500 mL 0.45 µm 12 ¥26,200 ¥15,720
FB12566506 1,000 mL 0.20µm 12 ¥31,700 ¥19,020
FB12566507 1,000 mL 0.45 µm 12 ¥34,100 ¥20,460

※ 滅菌済み

※ 滅菌済み

PESフィルターユニット（ボトルトップフィルターのみ）PESフィルターユニット（ボトルトップフィルターのみ）
製品番号 容量 ポアサイズ 入数 標準価格 キャンペーン価格

FB12566508 150 mL 0.20 µm 12 ¥13,200 ¥7,920
FB12566509 150 mL 0.45 µm 12 ¥12,100 ¥7,260
FB12566510 500 mL 0.20 µm 12 ¥16,500 ¥9,900
FB12566511 500 mL 0.45 µm 12 ¥14,200 ¥8,520
FB12566512 1000 mL 0.20 µm 12 ¥22,400 ¥13,440

細胞培養マルチディッシュ細胞培養マルチディッシュ

材質 ポリスチレン

製品番号 ウェル数 入数 標準価格 キャンペーン価格

FB012926 4ウェル 100 ¥34,600 ¥20,760
FB012927 6ウェル 100 ¥31,200 ¥18,720
FB012928 12ウェル 100 ¥32,800 ¥19,680
FB012929 24ウェル 100 ¥32,800 ¥19,680
FB012930 48ウェル 100 ¥35,100 ¥21,060
FB012931 96ウェル　フラット型 100 ¥31,200 ¥18,720
FB012932 96ウェル　U型 100 ¥33,100 ¥19,860

識別用英数字コード付き

※ ガンマ線滅菌済み
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機
器

消
耗
品

培養関連製品

40% OFF40% OFF

セルスクレーパーセルスクレーパー 持ちやすくて使いやすい。ディスポーサブル

製品番号 サイズ 入数 標準価格 キャンペーン価格

08-100-241 25 cm 100 ¥33,000 ¥19,800
08-100-242 39 cm 100 ¥39,400 ¥23,640

材質 ポリスチレン
※ 滅菌済み

材質 ポリプロピレン

ディスポーサブル滅菌シリンジフィルターディスポーサブル滅菌シリンジフィルター

材質 本体 :ポリプロピレン製　メンブレン :PES製

製品番号 ボアサイズ 入数 標準価格 キャンペーン価格

09-720-511 0.22 μ m 50 ¥19,800 ¥9,900
09-720-512 0.45 μ m 150 ¥48,200 ¥24,100
09-720-514 0.45 μ m 50 ¥19,800 ¥9,900

※ 滅菌済み

50% OFF50% OFF

ディスポーサブル滅菌シリンジディスポーサブル滅菌シリンジ
製品番号 容量 デザイン 入数 標準価格 キャンペーン価格

14-955-450 1 mL

ルアー 
スリップ

100 ¥2,500 ¥1,500
14-955-451 3 mL 100 ¥2,600 ¥1,560
14-955-452 5 mL 100 ¥2,700 ¥1,620
14-955-453 10 mL 100 ¥3,700 ¥2,220
14-955-454 20 mL 50 ¥2,500 ¥1,500
14-955-455 60 mL 50 ¥5,600 ¥3,360
14-955-456 1 mL

ルアー 
ロック

100 ¥3,600 ¥2,160
14-955-457 3 mL 100 ¥2,400 ¥1,440
14-955-458 5 mL 100 ¥2,800 ¥1,680
14-955-459 10 mL 100 ¥3,700 ¥2,220
14-955-460 20 mL 50 ¥2,500 ¥1,500
14-955-461 60 mL 50 ¥5,600 ¥3,360

40% OFF40% OFF

L字セルスプレッダーL字セルスプレッダー

材質 ポリプロピレン

製品番号 包装 入数 標準価格 キャンペーン価格

14-665-230 10本パック 500  ¥19,500 ¥9,750
14-665-231 個包装 100  ¥4,500 ¥2,250

アガーにも塗りやすい。ディスポーサブル 50% OFF50% OFF

セルスプレッダーセルスプレッダー
製品番号 サイズ 滅菌 入数 標準価格 キャンペーン価格

08-100-10 30 mm 未滅菌 25 ¥5,800 ¥2,900
08-100-11 60 mm 未滅菌 25 ¥5,800 ¥2,900
08-100-12 30 mm 滅菌済み 25 ¥9,000 ¥4,500
08-100-13 60 mm 滅菌済み 25 ¥9,000 ¥4,500

オートクレーブ可能。ディスポーサブル 50% OFF50% OFF
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• ASTM耐衝撃および耐引裂試験に合格 • 口締め用ワイヤータイ付き

機
器

消
耗
品

オートクレーブバッグ

50% OFF50% OFF

材質 ポリプロピレン
サイズ 厚さ：51 µm
耐熱温度 134℃ 

（最高：140℃）

製品番号 サイズ 入数 標準価格 キャンペーン価格

01-826-1 30 × 20 200 ¥6,400 ¥3,200
01-826-2 25 × 25 200 ¥6,200 ¥3,100
01-826-3 30 × 25 200 ¥6,800 ¥3,400
01-826-4 38 × 25 100 ¥9,200 ¥4,600
01-826-5 61 × 30 200 ¥13,200 ¥6,600
01-826-6 76 × 61 200 ¥32,700 ¥16,350
01-830A 30 × 20 200 ¥6,600 ¥3,300
01-830B 48 × 36 200 ¥13,200 ¥6,600
01-830C 58 × 48 100 ¥21,900 ¥10,950
01-830D 89 × 64 200 ¥41,600 ¥20,800
01-830E 122 × 94 200 ¥39,500 ¥19,750

バイオハザードオートクレーブバッグ　プレーンタイプ（マークなし）バイオハザードオートクレーブバッグ　プレーンタイプ（マークなし）

アイスバケツ /パン

50% OFF50% OFF

Fisherbrandアイスバケツ /アイスパンFisherbrandアイスバケツ /アイスパン
製品番号 カラー 容量 入数 標準価格 キャンペーン価格

Fishrbrandアイスパン

03-395-150 ブルー 1 L 1 ¥13,900 ¥6,950
03-395-151 グリーン 1 L 1 ¥13,900 ¥6,950
03-395-152 パープル 1 L 1 ¥13,900 ¥6,950
03-395-153 ブルー 4 L 1 ¥25,500 ¥12,750
03-395-154 グリーン 4 L 1 ¥25,500 ¥12,750
03-395-155 パープル 4 L 1 ¥25,500 ¥12,750
03-395-156 ブルー 9 L 1 ¥34,600 ¥17,300
03-395-157 グリーン 9 L 1 ¥34,600 ¥17,300
03-395-158 パープル 9 L 1 ¥34,600 ¥17,300
Fishrbrandアイスバケツ

03-395-159 ブルー 2.5 L 1 ¥16,700 ¥8,350
03-395-160 グリーン 2.5 L 1 ¥16,700 ¥8,350
03-395-161 パープル 2.5 L 1 ¥16,700 ¥8,350
03-395-162 ブルー 4 L 1 ¥18,700 ¥9,350
03-395-163 グリーン 4 L 1 ¥18,700 ¥9,350
03-395-164 パープル 4 L 1 ¥18,700 ¥9,350

耐汗性に優れ結露が漏れにくい

材質 EVA

• 耐汗性に優れているEVA製なので外に結露が漏れにくい
• 氷、ドライアイス、液体窒素、アルコール、生理食塩水など幅広く対応可能
• 本体とフタにはハンドル付き　• 掃除も簡単　• オートクレーブ不可

Fisherbrandアイスバケツ

Fisherbrandアイスパン

20



機
器

消
耗
品

包埋カセット

50% OFF50% OFF

HistoPrep包埋カセットラックHistoPrep包埋カセットラック

材質 高衝撃耐性プラスチック

製品番号 入数 標準価格 キャンペーン価格

15-182-511A 2 ¥6,400 ¥3,200

引き出しを外せば輸送も可能

TRUFLOW包埋カセットTRUFLOW包埋カセット

材質 高密度ポリマー

製品番号 カラー 入数 標準価格 キャンペーン価格

15-200-403A イエロー 500 ¥12,000 ¥6,000
15-200-403B ピンク 500 ¥12,000 ¥6,000
15-200-403C グリーン 500 ¥12,000 ¥6,000
15-200-403D ブルー 500 ¥12,000 ¥6,000
15-200-403E ホワイト 500 ¥12,000 ¥6,000
15-200-403F グレー 500 ¥12,000 ¥6,000
15-200-403G ライラック 500 ¥12,000 ¥6,000
15-200-403H オレンジ 500 ¥12,000 ¥6,000
15-200-403J アクア 500 ¥12,000 ¥6,000
15-200-403K タン 500 ¥12,000 ¥6,000
15-200-403L ピーチ 500 ¥12,000 ¥6,000

病理組織標本の作製をサポート

TRUFLOWバイオプシーカセットTRUFLOWバイオプシーカセット

製品番号 カラー 入数 標準価格 キャンペーン価格

15-200-404A イエロー 500 ¥12,500 ¥6,250
15-200-404B ピンク 500 ¥12,500 ¥6,250
15-200-404D グリーン 500 ¥12,500 ¥6,250
15-200-404E ブルー 500 ¥12,500 ¥6,250
15-200-404F 灰 500 ¥12,500 ¥6,250
15-200-404G ライラック 500 ¥12,500 ¥6,250
15-200-404H オレンジ 500 ¥12,500 ¥6,250
15-200-404K タン 500 ¥12,500 ¥6,250

生検や病理組織標本の作製をサポート

製品番号 入数 標準価格 キャンペーン価格
15-182-706 250 ¥14,900 ¥7,450

大きな組織を包埋できる深型カセット

MACROSETTE　深型包埋カセット白　MACROSETTE　深型包埋カセット白　

MACROSETTE 
深型包埋カセット白
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機
器

消
耗
品

秤量皿

40% OFF40% OFF

アルミニウム秤量皿アルミニウム秤量皿

材質 アルミニウム

製品番号 サイズ 入数 標準価格 キャンペーン価格

11908094 57 × 14 Hmm 100  ¥920 ¥552
11918094 70 × 16 Hmm 100  ¥1,240 ¥744
11998084 43 × 12 Hmm 100  ¥800 ¥480

計量、保存、蒸発、乾燥など、マルチに使える

ポリスチレン秤量皿ポリスチレン秤量皿 静電気防止加工とスムースな表面

製品番号 サイズ 入数 標準価格 キャンペーン価格

12922850 S 500  ¥1,500  ¥900
11680302 M 500  ¥3,300  ¥1,980
12608513 L 500  ¥7,100  ¥4,260

材質 ポリスチレン 耐熱温度 -10～ 70℃

ポリスチレン製六角秤量皿

製品番号 サイズ 入数 標準価格 キャンペーン価格

02-202-100
深さ 9.5 mm 
直径 24 mm

500 ¥2,300 ¥1,380

02-202-101
深さ 15 mm 
直径 47 mm

500 ¥4,600 ¥2,760

02-202-102
深さ 22 mm 
直径 85 mm

500 ¥10,300 ¥6,180

02-202-103
深さ 32 mm 
直径 92 mm

500 ¥12,200 ¥7,320

計量、小分け、保存、蒸発、乾燥など、マルチに使える六角の秤量皿

ポリスチレン製六角秤量皿ポリスチレン製六角秤量皿

製品番号 製品名 入数 標準価格 キャンペーン価格
08-732-101 42 mL 144 ¥1,360 ¥816
08-732-103 70 mL 100 ¥3,400 ¥2,040

計量、小分け、保存、蒸発、乾燥など、マルチに使えるアルミ製秤量皿

アルミニウム製秤量皿アルミニウム製秤量皿
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機
器

消
耗
品

秤量皿

40% OFF40% OFF

耐熱温度 -10～ 70℃

smartBOATS紙製秤量皿smartBOATS紙製秤量皿 環境にやさしい紙製の秤量皿

材質 紙 耐熱温度 210℃

製品番号 サイズ 入数 標準価格 キャンペーン価格

15408113 S 500 ¥17,800 ¥10,680
15442214 M 500 ¥17,800 ¥10,680

製品番号 サイズ 入数 標準価格 キャンペーン価格
08-732-112 88.9 × 133 × 25.4 mm 500 ¥3,200 ¥1,920
08-732-113 89 × 89 × 25.4 mm 500 ¥5,500 ¥3,300

ディスポーザブルの秤量皿は、計量、分注、保管などの用途に最適

ポリスチレン製帯電防止秤量皿ポリスチレン製帯電防止秤量皿

ポリスチレン製 
帯電防止秤量皿

製品番号 サイズ 入数 標準価格 キャンペーン価格
08-732-116 S 250 ¥2,900 ¥1,740
08-732-117 M 250 ¥5,500 ¥3,300
08-732-118 L 250 ¥9,700 ¥5,820

ディスポーザブルの秤量皿は、計量、分注、保管などの用途に最適

ポリスチレン製帯電防止ボート型秤量皿ポリスチレン製帯電防止ボート型秤量皿

ポリスチレン製 
帯電防止ボート型秤量皿
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ウィザーライフサイエンス株式会社

代理店

ECサイトは 
コチラから

TEL：052-659-2900　FAX：052-659-2905 
Mail：info@wexer.co.jp

Order infomation


