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ガラス製品

褐色細口瓶褐色細口瓶褐色細口瓶褐色細口瓶 UV保護などが必要な試薬の保存に最適。細口タイプUV保護などが必要な試薬の保存に最適。細口タイプ

製品番号 容量 入数 標準価格 キャンペーン価格

FB02912338 30mL 48 ¥6,600 ¥3,960
FB02911737 60mL 24 ¥3,900 ¥2,340
FB02911740 125mL 24 ¥4,700 ¥2,820
FB02911741 250mL 12 ¥3,090 ¥1,854
FB02911738 480mL 12 ¥4,400 ¥2,640
FB02911739 1000mL 12 ¥5,980 ¥3,588

4040%%  OFFOFF4040%%  OFFOFF

材質 本体枠：ソーダライムガラス（タイプⅢ）
キャップ：PP　インナー：PE/PTFE

ホウケイ酸ガラスシンチレーションバイアルホウケイ酸ガラスシンチレーションバイアルホウケイ酸ガラスシンチレーションバイアルホウケイ酸ガラスシンチレーションバイアル

材質 本体枠：ボロシリケイトガラス
　キャップ：ポリエチレン

製品番号 容量 キャップタイプ 入数 標準価格 キャンペーン価格

03-337-7 20mL ポリエチレン 500 ¥46,400 ¥27,840
03-337-14 20mL ポリエチレン 500 ¥34,600 ¥20,760
03-337-4 20mL ポリプロピレン 500 ¥34,100 ¥20,460
03-337-5 20mL コルク /アルミ 500 ¥35,700 ¥21,460
03-340-4D 20mL ポリエチレン 500 ¥50,400 ¥30,240
03-337-26 7mL プラスチック /アルミ 1000 ¥62,000 ¥37,200
キャップ別

03-337-15 20mL ポリプロピレン 500 ¥33,500 ¥20,100
03-340-4E 20mL コルク /アルミ 500 ¥40,200 ¥24,120

アンバーボストンラウンドボトルアンバーボストンラウンドボトルアンバーボストンラウンドボトルアンバーボストンラウンドボトル

材質 本体枠：ソーダライムガラス　キャップ：ポリプロピレン

製品番号 容量 入数 標準価格 キャンペーン価格

02-911-999 60mL 24 ¥13,000 ¥7,800

ソーダライム製細口タイプボトルソーダライム製細口タイプボトル

セーフコート褐色細口瓶セーフコート褐色細口瓶セーフコート褐色細口瓶セーフコート褐色細口瓶 セーフコートタイプの褐色瓶セーフコートタイプの褐色瓶

製品番号 容量 入数 標準価格 キャンペーン価格

FB02911849 120mL 24 ¥15,000 ¥9,000
FB02911815 250mL 12 ¥8,860 ¥5,316
FB02911817 500mL 12 ¥10,700 ¥6,420
FB02911814 1000mL 12 ¥17,100 ¥10,260

材質 本体枠：ソーダライムガラス（タイプⅢ）　キャップ：PP　インナー：PE/PTFE

アンバーガロン瓶アンバーガロン瓶アンバーガロン瓶アンバーガロン瓶

材質 本体枠：ソーダライムガラス　キャップ：ポリエチレン

製品番号 容量 入数 標準価格 キャンペーン価格

13-757-203 3844.56 mL 4 ¥9,740 ¥5,844
13-757-206 2400 mL 6 ¥17,900 ¥10,740
13-757-207 3844.56 mL 4 ¥10,050 ¥6,030

高品質でお求めやすい低価格を実現した広口汎用保存瓶高品質でお求めやすい低価格を実現した広口汎用保存瓶

チューブ・ラック

4040%%  OFFOFF4040%%  OFFOFF

ギザ付スクリューキャップチューブギザ付スクリューキャップチューブギザ付スクリューキャップチューブギザ付スクリューキャップチューブ

材質 ポリプロピレン

製品番号 容量 タイプ 入数 標準価格 キャンペーン価格

02-681-370 0.5mL 自立式 500 ¥29,600 ¥17,760
02-681-371 0.5mL コニカル 500 ¥29,600 ¥17,760
02-681-372 1.5mL 自立式 500 ¥29,600 ¥17,760
02-681-373 1.5mL コニカル 500 ¥29,600 ¥17,760
02-681-374 2.0mL 自立式 500 ¥29,600 ¥17,760
02-681-375 2.0mL コニカル 500 ¥29,600 ¥17,760

シリコナイズドスクリューキャップマイクロチューブシリコナイズドスクリューキャップマイクロチューブシリコナイズドスクリューキャップマイクロチューブシリコナイズドスクリューキャップマイクロチューブ

材質 本体：ポリプロピレン　クロージャー :シリコン

製品番号 容量 入数 標準価格 キャンペーン価格

05-541-63 1.5mL 1000 ¥84,500 ¥50,700
05-541-61 0.5mL 1000 ¥84,500 ¥50,700

開閉の際に手がすべらない開閉の際に手がすべらない

フィッシャーチューブフィッシャーチューブフィッシャーチューブフィッシャーチューブ

材質 ポリスチレン

製品番号 容量 入数 標準価格 キャンペーン価格

04-978-145 1.0mL 500 ¥17,700 ¥10,620

プラグシールタイプのキャップ付き。プラグシールタイプのキャップ付き。コニカル底タイプ

※ 滅菌済み

材質 ポリプロピレン

シリコナイズドスナップキャップ付チューブシリコナイズドスナップキャップ付チューブシリコナイズドスナップキャップ付チューブシリコナイズドスナップキャップ付チューブ
製品番号 容量 入数 標準価格 キャンペーン価格

02-681-311 0.6mL 500 ¥7,300 ¥4,380
02-681-320 1.5mL 250 ¥4,400 ¥2,640
02-681-321 2.0mL 250 ¥5,300 ¥3,180

ロック付きスナップキャップチューブロック付きスナップキャップチューブロック付きスナップキャップチューブロック付きスナップキャップチューブ

材質 ポリプロピレン

製品番号 容量 タイプ 入数 標準価格 キャンペーン価格

14-666-326 0.5mL ナチュラル 500 ¥2,000 ¥1,200
14-666-333 0.5mL アソート 500 ¥2,100 ¥1,260
14-666-319 1.5mL ナチュラル 500 ¥2,400 ¥1,440
14-666-318 1.5mL ナチュラルピュア 100 ¥1,000 ¥600
14-666-325 1.5mL アソート 500 ¥2,500 ¥1,500
14-666-315 2.0mL ナチュラル 500 ¥2,300 ¥1,380
14-666-313 2.0mL ナチュラルピュア 100 ¥600 ¥360

オートクレーブ可能オートクレーブ可能

耐熱：-80～ 120℃耐熱：-80～ 120℃
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フリースタンディングコニカルチューブフリースタンディングコニカルチューブフリースタンディングコニカルチューブフリースタンディングコニカルチューブ

チューブ・ラック

4040%%  OFFOFF4040%%  OFFOFF

ラックなしで使用できるラックなしで使用できる

材質 本体：ポリプロピレン　キャップ :高密度ポリエチレン

製品番号 容量 キャップタイプ 入数 標準価格 キャンペーン価格

14-375-150 50mL プラグシール 500 ¥37,100 ¥22,260

※ 滅菌済み

セルストレーナーセルストレーナーセルストレーナーセルストレーナー

材質 フレーム：ポリプロピレン　メッシュ :ナイロン

製品番号 メッシュサイズ 入数 標準価格 キャンペーン価格

22-363-547 40µm 50 ¥19,700 ¥11,820
22-363-548 70µm 50 ¥19,700 ¥11,820
22-363-549 100µm 50 ¥19,700 ¥11,820

※ 滅菌済み

ガーゼ濾過よりも速く簡単に細胞を分離ガーゼ濾過よりも速く簡単に細胞を分離

マイクロチューブストレージボックス 100ウェル（10 × 10）マイクロチューブストレージボックス 100ウェル（10 × 10）マイクロチューブストレージボックス 100ウェル（10 × 10）マイクロチューブストレージボックス 100ウェル（10 × 10）

材質 ポリプロピレン
サイズ マス目サイズ：12.5 × 12.5 × 51Hmm

製品番号 収納数 色 入数 標準価格 キャンペーン価格

11790334 100 ナチュラル 5 ¥7,200 ¥4,320
11918014 100 黒 5 ¥7,200 ¥4,320

96ウェルプレパレーションラック96ウェルプレパレーションラック96ウェルプレパレーションラック96ウェルプレパレーションラック

材質 ポリプロピレン
アソート色 青、緑、ピンク、黄、オレンジ

製品番号 収納数 色 入数 標準価格 キャンペーン価格

05-541-50 96 蛍光青 5 ¥9,560 ¥5,736
05-541-51 96 蛍光緑 5 ¥9,560 ¥5,736
05-541-53 96 蛍光ピンク 5 ¥9,560 ¥5,736
05-541-54 96 蛍光黄 5 ¥9,560 ¥5,736
05-541-55 96 アソート 5 ¥9,560 ¥5,736

0.2mLマイクロチューブ用0.2mLマイクロチューブ用

PCR 関連製品

4040%%  OFFOFF4040%%  OFFOFF

96ウェルプレート96ウェルプレート96ウェルプレート96ウェルプレート

材質 バージン・ポリプロピレン

製品番号 容量 キャップタイプ 滅菌 入数 標準価格 キャンペーン価格

14-230-244 300µL ナチュラル セミスカート 25 ¥13,200 ¥7,920
14-230-232 300µL ナチュラル ノンスカート 25 ¥13,900 ¥8,340

クリーンルームで使用可能クリーンルームで使用可能

カラースライドボックス

4040%%  OFFOFF4040%%  OFFOFF

8連 PCRチューブ8連 PCRチューブ8連 PCRチューブ8連 PCRチューブ

材質 バージン・ポリプロピレン

製品番号 容量 色 デザイン 入数 標準価格 キャンペーン価格

14-230-210 200µL ナチュラル ドームキャップ 250 ¥23,700 ¥14,220
14-230-215 200µL ナチュラル フラットキャップ 250 ¥25,800 ¥15,480

Human DNA, RNase, DNase, endotoxins フリーHuman DNA, RNase, DNase, endotoxins フリー

PCRチューブPCRチューブPCRチューブPCRチューブ

材質 バージン・ポリプロピレン

製品番号 容量 色 デザイン 入数 標準価格 キャンペーン価格

14-230-205 200µL ナチュラル ドームキャップ 1000 ¥7,830 ¥4,698

0.2ｍ L PCRスナップキャップチューブ。ドームキャップタイプ0.2ｍ L PCRスナップキャップチューブ。ドームキャップタイプ

カラースライドボックスカラースライドボックスカラースライドボックスカラースライドボックス

材質 ABSプラスチック

製品番号 収納数 色 入数 標準価格 キャンペーン価格

03-448-6 25 青 1 ¥740 ¥444
03-448-7 25 緑 1 ¥740 ¥444
03-448-8 25 赤 1 ¥740 ¥444
03-448-9 25 黄色 1 ¥740 ¥444
03-448-10 25 白 1 ¥740 ¥444
03-448-1 100 青 1 ¥1,320 ¥792
03-448-2 100 緑 1 ¥1,320 ¥792
03-448-3 100 赤 1 ¥1,320 ¥792
03-448-4 100 黄色 1 ¥1,320 ¥792
03-448-5 100 白 1 ¥1,320 ¥792

ほこりを防ぎ、色分けしてスライドグラスを保存ほこりを防ぎ、色分けしてスライドグラスを保存
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smartBOATS 紙製秤量皿smartBOATS 紙製秤量皿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環境にやさしい紙製の秤量皿

リザーバー

4040%%  OFFOFF4040%%  OFFOFF

マーキングペン

4040%%  OFFOFF4040%%  OFFOFF

サンプリング用品

4040%%  OFFOFF4040%%  OFFOFF

ディスポーザブルリザーバーディスポーザブルリザーバーディスポーザブルリザーバーディスポーザブルリザーバー 余分なサンプルを捨てやすい注ぎ口あり余分なサンプルを捨てやすい注ぎ口あり

製品番号 材質 容量 包装 入数 標準価格 キャンペーン価格

13-681-500 PVC 50mL バルク 100 ¥13,600 ¥8,160
13-681-501※ ポリスチレン 50mL 個包装 80 ¥24,300 ¥14,580
13-681-502※ ポリスチレン 50mL （5 × 40袋） 200 ¥29,400 ¥17,640
13-681-504※ ポリスチレン 100mL （5 × 40袋） 200 ¥33,800 ¥20,280
13-681-503※ APET 50mL 個包装 20 ¥6,530 ¥3,918※ 滅菌済み

材質 ポリプロピレン

製品番号 容量 入数 標準価格 キャンペーン価格

11-978-084 5mL × 12ウェル 50mL 25 ¥11,300 ¥6,780

Dual Solution デュアルリザーバーDual Solution デュアルリザーバーDual Solution デュアルリザーバーDual Solution デュアルリザーバー 裏返すとリザーバーに裏返すとリザーバーに

マーキングペンマーキングペンマーキングペンマーキングペン

※アルコールがかかると文字が薄くなります。また、乾いていない状態で文字を擦ると消えます。

製品番号 色 入数 標準価格 キャンペーン価格

13-379-4 黒 10 ¥2,880 ¥1,728
13-379-5 赤 10 ¥2,880 ¥1,728
13-379-6 青 10 ¥2,880 ¥1,728
13-379-7 緑 10 ¥2,880 ¥1,728

プラスチック、鉄、陶器などにも使用可能な油性ペンプラスチック、鉄、陶器などにも使用可能な油性ペン

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 ¥17,200 ¥10,320
15442214 M 500 ¥17,200 ¥10,320

ディスポーザブル試料保存容器 /多目的容器ディスポーザブル試料保存容器 /多目的容器ディスポーザブル試料保存容器 /多目的容器ディスポーザブル試料保存容器 /多目的容器

材質 本体：ポリプロピレン　キャップ：低密度ポリエチレン

製品番号 容量 入数 標準価格 キャンペーン価格

11-848 113mL 300 ¥26,500 ¥15,900
11-848-2 227mL 100 ¥14,300 ¥8,580
11-848-3 227mL 100 ¥12,300 ¥7,380
11-848-4 454mL 100 ¥16,200 ¥9,720
11-848-5 907mL 100 ¥26,800 ¥16,080
11-848-6 1.8L 50 ¥20,000 ¥12,000
11-848-7 2.35L 25 ¥12,050 ¥7,230
11-848-8 4.68L 10 ¥8,600 ¥5,160

サンプリング用品

4040%%  OFFOFF4040%%  OFFOFF

ポリスチレン秤量皿ポリスチレン秤量皿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 ¥1,440 ¥864
11680302 M 500 ¥3,130 ¥1,878
12608513 L 500 ¥6,820 ¥4,092

材質 ポリスチレン 耐熱温度 -10～ 70℃

アルミニウム秤量皿アルミニウム秤量皿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

11998084 43 × 12Hmm 100 ¥760 ¥456
11908094 57 × 14Hmm 100 ¥890 ¥534
11918094 70 × 16Hmm 100 ¥1,190 ¥714

計量、保存、蒸発、乾燥など、マルチに使える計量、保存、蒸発、乾燥など、マルチに使える

Chemi-ScraperスパチュラChemi-ScraperスパチュラChemi-ScraperスパチュラChemi-Scraperスパチュラ

材質 ASTM304ステンレススチール（ミラー仕上げ）

製品番号 サイズ 入数 標準価格 キャンペーン価格

14-373 175mm 1 ¥1,570 ¥942

こびり付きにくい素材こびり付きにくい素材

スパチュラ・スクレーパースパチュラ・スクレーパースパチュラ・スクレーパースパチュラ・スクレーパー

材質 ASTM410ステンレススチール（ミラー仕上げ）

製品番号 サイズ 入数 標準価格 キャンペーン価格

14-373-25A 305mm 1 ¥3,980 ¥2,388
14-373-25B 460mm 1 ¥5,250 ¥3,150

一端は丸みをおび、もう一端は四角い形状一端は丸みをおび、もう一端は四角い形状
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• オートクレーブにかけるとインジケーターが変色し、 
オートクレーブ済であることを表示

• ASTM耐衝撃および耐引裂試験に合格
• バイオハザードマークはOSHA（米国安全衛生局）基準 29CFR1910.1030に適合
• 口締め用ワイヤータイ付き

サンプリング用品

4040%%  OFFOFF4040%%  OFFOFF

キュベット

4040%%  OFFOFF4040%%  OFFOFF

マイクロスパチュラマイクロスパチュラマイクロスパチュラマイクロスパチュラ

材質 ASTM304ステンレススチール（ミラー仕上げ）

製品番号 サイズ 入数 標準価格 キャンペーン価格

21-401-10 200mm 1 ¥910 ¥546

一端は先端にいくほど細くなるテーパー形状一端は先端にいくほど細くなるテーパー形状

ハイマンスタイル マイクロスパチュラハイマンスタイル マイクロスパチュラハイマンスタイル マイクロスパチュラハイマンスタイル マイクロスパチュラ

材質 ASTM304ステンレススチール（ミラー仕上げ）

製品番号 規格 入数 標準価格 キャンペーン価格

21-401-25A ASTM E-124-94適合 1 ¥1,460 ¥876
21-401-25B V字型スプーン付 1 ¥1,360 ¥816

軸径：2.5mm軸径：2.5mm

セミミクロスパチュラセミミクロスパチュラセミミクロスパチュラセミミクロスパチュラ

材質 ASTM304ステンレススチール（ミラー仕上げ）

製品番号 サイズ 入数 標準価格 キャンペーン価格

14-374 176mm 1 ¥1,150 ¥690

コニカルチューブやテストチューブでの使用にコニカルチューブやテストチューブでの使用に

材質 ポリスチレン、メタクリレート

ディスポーザブルプラスチックキュベットディスポーザブルプラスチックキュベットディスポーザブルプラスチックキュベットディスポーザブルプラスチックキュベット
製品番号 容量 タイプ 材質 入数 標準価格 キャンペーン価格

14-955-125 4.5mL スタンダード ポリスチレン 500 ¥14,700 ¥8,820
14-955-126 4.5mL スタンダード メタクリレート 500 ¥15,800 ¥9,480
14-955-127 1.5mL セミミクロ ポリスチレン 500 ¥13,700 ¥8,220
14-955-128 1.5mL セミミクロ メタクリレート 500 ¥17,200 ¥10,320
14-955-129 4.5mL 4面透明 ポリスチレン 500 ¥16,000 ¥9,600
14-955-130 4.5mL 4面透明 メタクリレート 500 ¥26,700 ¥16,020

材質 2種でのご用意材質 2種でのご用意

【ポリスチレン製】
• 可視光波長領域（340～ 750nm）での測定用
【メタクリレート製】
• 紫外線領域も含む領域（280～ 750nm）での測定用
• スタンダードタイプとセミミクロタイプには測定方向識別用に矢印の刻印あり
• 4面透明タイプはどの方向からも測定可能、蛍光分析や濁度分析に最適
• 1ケースには同じ金型番号の製品。金型間の吸光度誤差は±0.005以下

バイオハザードオートクレーブバッグバイオハザードオートクレーブバッグバイオハザードオートクレーブバッグバイオハザードオートクレーブバッグ

材質 ポリプロピレン

サイズ 厚さ：51µm
耐熱温度 125℃ 

（最高 140℃）

製品番号 容量 入数 標準価格 キャンペーン価格

01-814A 約 9.7L 200 ¥12,500 ¥7,500
01-814B 約 19.6L 200 ¥19,300 ¥11,580
01-814C 約 58.4L 200 ¥35,600 ¥21,360
01-814D 約 165.8L 100 ¥36,000 ¥21,600
01-826A 約 10.4L 200 ¥11,600 ¥6,960
01-826B 約 42.3L 200 ¥22,200 ¥13,320
01-826C 約 56.3L 200 ¥26,600 ¥15,960
01-826D 約 89.7L 200 ¥36,100 ¥21,660
01-826E 約 165.7L 100 ¥27,100 ¥16,260
01-828A 約 2L 200 ¥6,900 ¥4,140
01-828B 約 9.7L 200 ¥11,600 ¥6,960

オートクレーブ済表示可能オートクレーブ済表示可能

材質 ポリプロピレン

サイズ 厚さ：2mil
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 ¥6,200 ¥3,720
01-826-2 25 × 25 200 ¥6,000 ¥3,600
01-826-3 30 × 25 200 ¥6,600 ¥3,960
01-826-4 38 × 25 100 ¥8,900 ¥5,340
01-826-5 61 × 30 200 ¥12,800 ¥7,680
01-826-6 76 × 61 200 ¥31,700 ¥19,020
01-830A 30 × 20 200 ¥6,400 ¥3,840
01-830B 48 × 36 200 ¥12,800 ¥7,680
01-830C 58 × 48 100 ¥21,200 ¥12,720
01-830D 89 × 64 200 ¥40,300 ¥24,180
01-830E 122 × 94 200 ¥38,300 ¥22,980

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）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）

バイオハザードオートクレーブバッグ用ホルダーバイオハザードオートクレーブバッグ用ホルダーバイオハザードオートクレーブバッグ用ホルダーバイオハザードオートクレーブバッグ用ホルダー
製品番号 規格 入数 標準価格 キャンペーン価格

01-816-10
適用バッグ： 

300 × 610mm 
（01-826A）

1 ¥10,200 ¥6,120

01-816-11
適用バッグ： 

610 × 760mm 
（01-826B）

1 ¥15,200 ¥9,120

01-816-12
適用バッグ： 

610 × 910mm 
（01-826C）

1 ¥16,200 ¥9,720

01-815-2
適用バッグ： 

220 × 280mm 
（01-828A）

1 ¥6,800 ¥4,080

オートクレーブ用品

4040%%  OFFOFF4040%%  OFFOFF
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包埋カセット

4040%%  OFFOFF4040%%  OFFOFF

パラフィルム 3030%%  OFFOFF3030%%  OFFOFF

TRUFLOW 包埋カセットTRUFLOW 包埋カセット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 JANコード カラー 入数 標準価格 キャンペーン価格

15-200-403A 4580514220607 イエロー 1500 ¥29,900 ¥17,940
15-200-403B 4580514220584 ピンク 1500 ¥29,900 ¥17,940
15-200-403C 4580514220591 グリーン 1500 ¥29,900 ¥17,940
15-200-403D 4580514220614 ブルー 1500 ¥29,900 ¥17,940
15-200-403E 4580514219458 ホワイト 1500 ¥29,900 ¥17,940
15-200-403F 4580514220621 グレー 1500 ¥29,900 ¥17,940
15-200-403G 4580514220638 ライラック 1500 ¥29,900 ¥17,940
15-200-403J 4580514220645 アクア 1500 ¥29,900 ¥17,940
15-200-403K 4580514220652 タン 1500 ¥29,900 ¥17,940
15-200-403H 4580514220669 オレンジ 1500 ¥29,900 ¥17,940
15-200-403L 4580514220676 ピーチ 1500 ¥29,900 ¥17,940

病理組織標本の作製をサポート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TRUFLOW バイオプシーカセットTRUFLOW バイオプシーカセット 生体標本をしっかり保持生体標本をしっかり保持

製品番号 JANコード カラー 入数 標準価格 キャンペーン価格

15-200-404A 4580514220683 イエロー 1500 ¥30,900 ¥18,540
15-200-404B 4580514220690 ピンク 1500 ¥30,900 ¥18,540
15-200-404D 4580514220713 グリーン 1500 ¥30,900 ¥18,540
15-200-404E 4580514220706 ブルー 1500 ¥30,900 ¥18,540
15-200-404F 4580514220720 グレー 1500 ¥30,900 ¥18,540
15-200-404G 4580514220744 ライラック 1500 ¥30,900 ¥18,540
15-200-404H 4580514220737 オレンジ 1500 ¥30,900 ¥18,540
15-200-404K 4580514220751 タン 1500 ¥30,900 ¥18,540材質 高密度ポリマー

HistoPrep 包埋カセットラックHistoPrep 包埋カセットラック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 ¥6,200 ¥3,720

引き出しを外せば輸送も可能引き出しを外せば輸送も可能

パラフィルムパラフィルムパラフィルムパラフィルム

材質 パラフィン

製品番号 綿栓 標準価格 キャンペーン価格

13-374-10 4in. × 125ft. ¥3,600 ¥2,520
13-374-16 2in. × 250ft. ¥3,800 ¥2,660
13-374-12 4in. × 250ft. ¥7,000 ¥4,900
13-374-5 20in. × 52.5ft. ¥12,500 ¥8,750
120762（パラフィルム M パープル） 2in. × 250ft. ¥6,500 ¥4,550

伸縮自在で気密性に優れたフィルム。検体や薬品を浸しません伸縮自在で気密性に優れたフィルム。検体や薬品を浸しません

パラフィルム ディスペンサー /カッター

4040%%  OFFOFF4040%%  OFFOFF

アイスバケツ / アイスパン 4040%%  OFFOFF4040%%  OFFOFF

パラフィルム　ディスペンサー / カッターパラフィルム　ディスペンサー / カッターパラフィルム　ディスペンサー / カッターパラフィルム　ディスペンサー / カッター

ディスペンサー材質 ABS樹脂

製品番号 製品名 色 入数 標準価格 キャンペーン価格

HS234525B パラフィルムディスペンサー 青 1 ¥8,000 ¥4,800

HS234525C パラフィルムディスペンサー 緑 1 ¥8,000 ¥4,800
HS234525D パラフィルムディスペンサー 赤 1 ¥8,000 ¥4,800

HS234525R
パラフィルム 
ディスペンサー用替え刃 5 ¥1,300 ¥780

120667
パラフィルム 
ボックストップディスペンサー

青 1 ¥6,200 ¥3,720

120668
パラフィルム 
ボックストップディスペンサー

紫 1 ¥6,200 ¥3,720

120758
パラフィルム 
ボックストップディスペンサー

ナチュラル 1 ¥6,200 ¥3,720

120722
パラフィルム 
ボックストップディスペンサー用 
替え刃

3 ¥3,350 ¥2,010

替え刃付き替え刃付き

Fisherbrand アイスバケツ /アイスパンFisherbrand アイスバケツ /アイスパンFisherbrand アイスバケツ /アイスパンFisherbrand アイスバケツ /アイスパン

材質 EVA

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 1 ¥13,400 ¥8,040
03-395-151 グリーン 1 1 ¥13,400 ¥8,040
03-395-152 パープル 1 1 ¥13,400 ¥8,040
03-395-153 ブルー 4 1 ¥24,700 ¥14,820
03-395-154 グリーン 4 1 ¥24,700 ¥14,820
03-395-155 パープル 4 1 ¥24,700 ¥14,820
03-395-156 ブルー 9 1 ¥33,500 ¥20,100
03-395-157 グリーン 9 1 ¥33,500 ¥20,100
03-395-158 パープル 9 1 ¥33,500 ¥20,100
Fishrbrand アイスバケツ

03-395-159 ブルー 2.5 1 ¥16,200 ¥9,720
03-395-160 グリーン 2.5 1 ¥16,200 ¥9,720
03-395-161 パープル 2.5 1 ¥16,200 ¥9,720
03-395-162 ブルー 4 1 ¥18,100 ¥10,860
03-395-163 グリーン 4 1 ¥18,100 ¥10,860
03-395-164 パープル 4 1 ¥18,100 ¥10,860

耐汗性に優れ結露が漏れにくい耐汗性に優れ結露が漏れにくい

• 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
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• 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

培養関連製品

4040%%  OFFOFF4040%%  OFFOFF

セルスクレーパーセルスクレーパー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 25cm 100 ¥32,000 ¥19,200
08-100-242 39cm 100 ¥38,200 ¥22,920

材質 ポリスチレン※ 滅菌済み

セルスプレッダーセルスプレッダーセルスプレッダーセルスプレッダー

材質 ポリプロピレン

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 30mm 未滅菌 25 ¥5,560 ¥3,336
08-100-11 60mm 未滅菌 25 ¥5,560 ¥3,336
08-100-12 30mm 滅菌済み 25 ¥8,660 ¥5,196
08-100-13 60mm 滅菌済み 25 ¥8,660 ¥5,196

オートクレーブ可能。ディスポーサブルオートクレーブ可能。ディスポーサブル

L字セルスプレッダーL字セルスプレッダー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

14-665-231 個包装 100 ¥4,330 ¥2,598
14-665-230 10本パック 500 ¥18,900 ¥11,340

アガーにも塗りやすい。ディスポーサブルアガーにも塗りやすい。ディスポーサブル

細胞培養ディッシュ細胞培養ディッシュ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 ¥32,700 ¥19,620
FB012921 60 × 18 600 ¥24,900 ¥14,940
FB012922 70 × 15 600 ¥24,900 ¥14,940
FB012923 90 × 17 500 ¥41,300 ¥24,780
FB012924 100 × 22 300 ¥25,800 ¥15,480
FB012925 150 × 22 120 ¥26,500 ¥15,900

重ねても安心のリム付き。Non-Pyrogenic重ねても安心のリム付き。Non-Pyrogenic

細胞培養マルチディッシュ細胞培養マルチディッシュ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 ¥33,500 ¥20,100
FB012927 6ウェル 100 ¥30,200 ¥18,120
FB012928 12ウェル 100 ¥31,800 ¥19,080
FB012929 24ウェル 100 ¥31,800 ¥19,080
FB012930 48ウェル 100 ¥34,000 ¥20,400
FB012931 96ウェル　フラット型 100 ¥30,200 ¥18,120
FB012932 96ウェル　U型 100 ¥32,100 ¥19,260

識別用英数字コード付き。Non-Pyrogenic識別用英数字コード付き。Non-Pyrogenic

※ ガンマ線滅菌済み

※ ガンマ線滅菌済み

細胞培養フラスコ細胞培養フラスコ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 25mL 200 ¥20,200 ¥12,120
FB012934 プラグシールタイプ 25mL 200 ¥16,800 ¥10,080
FB012935 ベントタイプ 50mL 200 ¥33,000 ¥19,800
FB012936 プラグシールタイプ 50mL 200 ¥22,700 ¥13,620
FB012937 ベントタイプ 250mL 100 ¥27,100 ¥16,260
FB012938 プラグシールタイプ 250mL 100 ¥19,100 ¥11,460

※ ガンマ線滅菌済み

培養関連製品

4040%%  OFFOFF4040%%  OFFOFF

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）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）

Fisherbrand PES フィルターユニットFisherbrand PES フィルターユニットFisherbrand PES フィルターユニットFisherbrand PES フィルターユニット PESメンブレンPESメンブレン

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 150mL 0.20µm 12 ¥15,700 ¥9,420
FB12566501 150mL 0.45µm 12 ¥15,700 ¥9,420
FB12566502 250mL 0.20µm 12 ¥16,900 ¥10,140
FB12566503 250mL 0.45µm 12 ¥16,900 ¥10,140
FB12566504 500mL 0.20µm 12 ¥23,800 ¥14,280
FB12566505 500mL 0.45µm 12 ¥25,400 ¥15,240
FB12566506 1,000mL 0.20µm 12 ¥30,700 ¥18,420
FB12566507 1,000mL 0.45µm 12 ¥33,100 ¥19,860※ 滅菌済み

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 150mL 0.20µm 12 ¥12,800 ¥7,680
FB12566509 150mL 0.45µm 12 ¥11,700 ¥7,020
FB12566510 500mL 0.20µm 12 ¥16,000 ¥9,600
FB12566511 500mL 0.45µm 12 ¥13,700 ¥8,220
FB12566512 1000mL 0.20µm 12 ¥21,700 ¥13,020

※ 滅菌済み

PES フィルターユニット（リザーバーのみ）PES フィルターユニット（リザーバーのみ）PES フィルターユニット（リザーバーのみ）PES フィルターユニット（リザーバーのみ） PESメンブレンPESメンブレン

製品番号 容量 入数 標準価格 キャンペーン価格

FB12566513 150mL 24 ¥10,600 ¥6,360
FB12566514 250mL 24 ¥10,700 ¥6,420
FB12566515 500mL 12 ¥9,900 ¥5,940
FB12566516 1000mL 12 ¥12,200 ¥7,320

※ 滅菌済み
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培養関連製品
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PETGメディアボトルPETGメディアボトルPETGメディアボトルPETGメディアボトル

※ 電子線滅菌済み
　（SAL 10-6, USP Class VI）

製品番号 容量 キャップシール 入数 標準価格 キャンペーン価格

FBMB30 30mL なし 48 ¥16,200 ¥9,720
FBMB60 60mL なし 48 ¥18,600 ¥11,160
FBMB125 125mL なし 24 ¥14,700 ¥8,820
FBMB250 250mL なし 24 ¥17,900 ¥10,740
FBMB500 500mL なし 12 ¥13,000 ¥7,800
FBMB1000 1000mL なし 12 ¥17,500 ¥10,500
FBMB30A 30mL あり 48 ¥17,300 ¥10,380
FBMB60A 60mL あり 48 ¥20,200 ¥12,120
FBMB125A 125mL あり 24 ¥16,200 ¥9,720
FBMB250A 250mL あり 24 ¥19,800 ¥11,880
FBMB500A 500mL あり 12 ¥14,400 ¥8,640
FBMB1000A 1000mL あり 12 ¥20,400 ¥12,120

軽量タイプ。末尾 Aはキャップ保護シールつき軽量タイプ。末尾 Aはキャップ保護シールつき

シェーカーフラスコシェーカーフラスコシェーカーフラスコシェーカーフラスコ
製品番号 容量 バッフル 規格 入数 標準価格 キャンペーン価格

PBV125 125mL なし ベントタイプ 24 ¥27,700 ¥16,620
PBNV125 125mL なし ノンベントタイプ 24 ¥24,700 ¥14,820
BBV125 125mL あり ベントタイプ 24 ¥34,400 ¥20,640
PBV250 250mL なし ベントタイプ 12 ¥15,700 ¥9,420
PBNV250 250mL なし ノンベントタイプ 12 ¥14,300 ¥8,580
BBV250 250mL あり ベントタイプ 12 ¥19,200 ¥11,520
PBV500 500mL なし ベントタイプ 12 ¥24,600 ¥14,760
PBNV500 500mL なし ノンベントタイプ 12 ¥19,900 ¥11,940
BBV500 500mL あり ベントタイプ 12 ¥27,600 ¥16,560
PBV1000 1000mL なし ベントタイプ 6 ¥17,600 ¥10,560
PBNV1000 1000mL なし ノンベントタイプ 6 ¥17,700 ¥10,620
BBV1000 1000mL あり ベントタイプ 6 ¥19,700 ¥11,820
PBV2000 2000mL なし ベントタイプ 4 ¥14,800 ¥8,880
BBV2000 2000mL あり ベントタイプ 4 ¥16,800 ¥10,080
PBV2800 2800mL なし ベントタイプ 4 ¥28,200 ¥16,920
BBV2800 2800mL あり ベントタイプ 4 ¥28,200 ¥16,920

ポリプロピレン製クロージャーは PTFE細孔のポア付きポリプロピレン製クロージャーは PTFE細孔のポア付き

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 1mL

ルアー 
スリップ

100 ¥2,400 ¥1,440
14-955-451 3mL 100 ¥2,500 ¥1,500
14-955-452 5mL 100 ¥2,600 ¥1,560
14-955-453 10mL 100 ¥3,500 ¥2,100
14-955-454 20mL 50 ¥2,400 ¥1,440
14-955-455 60mL 50 ¥5,400 ¥3,240
14-955-456 1mL

ルアー 
ロック

100 ¥3,400 ¥2,040
14-955-457 3mL 100 ¥2,300 ¥1,380
14-955-458 5mL 100 ¥2,700 ¥1,620
14-955-459 10mL 100 ¥3,500 ¥2,100
14-955-460 20mL 50 ¥2,400 ¥1,440
14-955-461 60mL 50 ¥5,400 ¥3,240

Non-pyrogenicNon-pyrogenic

培養関連製品

4040%%  OFFOFF4040%%  OFFOFF

リキッドハンドリング

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

09-720-510 0.22μm 1500 ¥384,900 ¥230,940
09-720-512 0.45μm 150 ¥46,700 ¥28,020
09-720-511 0.22μm 50 ¥19,200 ¥11,520
09-720-514 0.45μm 50 ¥19,200 ¥11,520

※ 滅菌済み

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 ¥28,900 ¥20,230
13-615-11 0.5-5.0 ¥28,900 ¥20,230
13-615-12 1.0-10.0 ¥28,900 ¥20,230
13-615-13 2.5-30.0 ¥37,300 ¥26,110
13-615-14 5.0-60.0 ¥37,300 ¥26,110
13-615-15 10.0-100.0 ¥52,800 ¥36,960

スムーズで正確な分注が可能スムーズで正確な分注が可能

SureOne Filter TipsSureOne Filter TipsSureOne Filter TipsSureOne Filter Tips フィルター付きタイプ。ユニバーサルフィットフィルター付きタイプ。ユニバーサルフィット

※ 滅菌済み 材質 バージン・ポリプロピレン（色：クリア）

製品番号 容量 規格 包装 入数 標準価格 キャンペーン価格

02-707-77 20-200µ Extended Length 

ヒンジ 
ラック

1,632 ¥21,400 ¥14,980
02-707-439 0.1-10 µL Graduations

960 

¥13,200 ¥9,240
02-707-442 0.1-10 µL Extended Length ¥13,200 ¥9,240
02-707-470 0.1-20µL Graduations ¥13,200 ¥9,240
02-707-432 2-20µL Beveled ¥13,200 ¥9,240
02-707-431 10-100µL Beveled ¥13,200 ¥9,240
02-707-430 20-200µL Graduations ¥13,200 ¥9,240
02-707-404 100-1000µL Graduations ¥13,200 ¥9,240

• 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

3030%%  OFFOFF3030%%  OFFOFF
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材質 バージン・ポリプロピレン

製品番号 容量 色 規格 包装 滅菌 入数 標準価格 キャンペーン価格

02-707-454 0.1-10 μ L クリア Graduations バルク 未滅菌 1000 ¥2,600 ¥1,560
02-707-436 0.1-10 μ L クリア Graduations ヒンジラック 未滅菌 960 ¥5,900 ¥3,540
02-707-437 0.1-10 μ L クリア Graduations ヒンジラック 滅菌 960 ¥6,500 ¥3,900
02-707-438 0.1-10 μ L クリア Graduations レフィル 未滅菌 960 ¥4,800 ¥2,880
02-707-455 0.1-10 μ L クリア Extended Length バルク 未滅菌 1000 ¥2,700 ¥1,620
02-707-440 0.1-10 μ L クリア Extended Length ヒンジラック 未滅菌 960 ¥6,100 ¥3,660
02-707-441 0.1-10 μ L クリア Extended Length ヒンジラック 滅菌 960 ¥6,600 ¥3,960
02-707-469 0.1-10 μ L クリア Extended Length レフィル 未滅菌 960 ¥4,800 ¥2,880
02-707-450 1-200 μ L クリア Beveled バルク 未滅菌 1000 ¥2,500 ¥1,500
02-707-418 1-200 μ L クリア Beveled ヒンジラック 未滅菌 960 ¥5,600 ¥3,360
02-707-419 1-200 μ L クリア Beveled ヒンジラック 滅菌 960 ¥6,100 ¥3,660
02-707-420 1-200 μ L クリア Beveled レフィル 未滅菌 960 ¥4,700 ¥2,820
02-707-451 1-200 μ L イエロー Beveled バルク 未滅菌 1000 ¥2,500 ¥1,500
02-707-421 1-200 μ L イエロー Beveled ヒンジラック 未滅菌 960 ¥5,600 ¥3,360
02-707-422 1-200 μ L イエロー Beveled ヒンジラック 滅菌 960 ¥6,100 ¥3,660
02-707-423 1-200 μ L イエロー Beveled レフィル 未滅菌 960 ¥4,700 ¥2,820
02-707-446 1-200 μ L クリア Then Wall バルク 未滅菌 1000 ¥2,500 ¥1,500
02-707-424 1-200 μ L クリア Then Wall ヒンジラック 未滅菌 960 ¥5,600 ¥3,360
02-707-425 1-200 μ L クリア Then Wall ヒンジラック 滅菌 960 ¥6,100 ¥3,660
02-707-426 1-200 μ L クリア Then Wall レフィル 未滅菌 960 ¥4,700 ¥2,820
02-707-452 1-200 μ L イエロー Then Wall バルク 未滅菌 1000 ¥2,500 ¥1,500
02-707-427 1-200 μ L イエロー Then Wall ヒンジラック 未滅菌 960 ¥5,600 ¥3,360
02-707-428 1-200 μ L イエロー Then Wall ヒンジラック 滅菌 960 ¥6,100 ¥3,660
02-707-429 1250 μ L イエロー Then Wall レフィル 未滅菌 960 ¥4,700 ¥2,820
02-707-400 1250 μ L クリア Graduations バルク 未滅菌 1000 ¥3,800 ¥2,280
02-707-401 1250 μ L クリア Graduations ヒンジラック 未滅菌 960 ¥7,900 ¥4,740
02-707-402 1250 μ L クリア Graduations ヒンジラック 滅菌 960 ¥8,800 ¥5,280
02-707-403 1250 μ L クリア Graduations レフィル 未滅菌 960 ¥6,200 ¥3,720
02-707-405 1250 μ L ブルー Graduations バルク 未滅菌 1000 ¥3,800 ¥2,280
02-707-406 1250 μ L ブルー Graduations ヒンジラック 未滅菌 960 ¥7,900 ¥4,740
02-707-407 1250 μ L ブルー Graduations ヒンジラック 滅菌 960 ¥8,800 ¥5,280
02-707-408 1250 μ L ブルー Graduations レフィル 未滅菌 960 ¥6,200 ¥3,720

SureOne TipsSureOne TipsSureOne TipsSureOne Tips ノンフィルタータイプ。ユニバーサルフィットノンフィルタータイプ。ユニバーサルフィット

タイマー / 温度計

4040%%  OFFOFF4040%%  OFFOFF

Traceable 4チャンネルアラームタイマーTraceable 4チャンネルアラームタイマーTraceable 4チャンネルアラームタイマーTraceable 4チャンネルアラームタイマー 別々にカウント別々にカウント

設定時間 ～ 99時間 59分 59秒

製品番号 入数 標準価格 キャンペーン価格

14-649-17 1 ¥5,830 ¥3,498

校正 
証明書付

Traceable Excursion-Trac冷蔵 /冷凍庫用データログ温度計Traceable Excursion-Trac冷蔵 /冷凍庫用データログ温度計Traceable Excursion-Trac冷蔵 /冷凍庫用データログ温度計Traceable Excursion-Trac冷蔵 /冷凍庫用データログ温度計

Traceable 冷蔵 /冷凍庫用アラーム温度計 PlusTraceable 冷蔵 /冷凍庫用アラーム温度計 PlusTraceable 冷蔵 /冷凍庫用アラーム温度計 PlusTraceable 冷蔵 /冷凍庫用アラーム温度計 Plus

製品番号 規格 入数 標準価格 キャンペーン価格

15-077-8D 標準プローブ 1 ¥10,800 ¥6,480
06-664-11 ボトル入プローブ 1 ¥18,100 ¥10,860

製品番号 入数 標準価格 キャンペーン価格

06-662-4 1 ¥8,900 ¥5,340

校正 
証明書付

計測範囲 －50～ 70℃
最小表示単位 0.01℃
精度 ±0.25℃

製品番号 規格 入数 標準価格 キャンペーン価格

15-081-123 1ボトルプローブ 1 ¥23,000 ¥13,800
15-081-124 2ボトルプローブ 1 ¥25,100 ¥15,060

校正 
証明書付

計測範囲 ー 50～ 70℃
最小表示単位 1℃
精度 ±1℃

表示切替 摂氏（℃）・華氏（℉） 校正 
証明書付

計測範囲 －50～ 70℃
最小表示単位 0.1℃
精度 ±0.5℃（0～ 50℃間）

表示切替 摂氏（℃）・華氏（℉）

製品番号 規格 入数 標準価格 キャンペーン価格

06-664-269 標準プローブ 1 ¥11,800 ¥7,080
4227JP ボトル入プローブ 1 ¥19,500 ¥11,700

校正 
証明書付

Traceable デジタル温湿度計Traceable デジタル温湿度計Traceable デジタル温湿度計Traceable デジタル温湿度計

計測範囲 温度：0.0～ 50.0℃
相対湿度：20～ 90％

最小表示単位 温度：0.1℃　相対湿度：1％

精度 温度：±1℃　 
相対湿度： ±5％（中湿域） 

±8％（高湿、低湿域）
時間：0.01％

時間、温度、湿度を同時に表示時間、温度、湿度を同時に表示

Traceable 冷蔵 /冷凍庫用アラーム温度計Traceable 冷蔵 /冷凍庫用アラーム温度計Traceable 冷蔵 /冷凍庫用アラーム温度計Traceable 冷蔵 /冷凍庫用アラーム温度計
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タイマー / 温度計

Isotemp 
ドライバス・ホットプレート・スターラー

4040%%  OFFOFF4040%%  OFFOFF

3030%%  OFFOFF3030%%  OFFOFF

校正 
証明書付

計測範囲 －50～ 70℃
最小表示単位 0.1℃

精度 ±0.5℃

製品番号 規格 入数 標準価格 キャンペーン価格

14-650-103 ボトル入プローブ 1 ¥19,500 ¥11,700
14-650-105 標準プローブ 1 ¥13,100 ¥7,860

Traceable 冷蔵 /冷凍庫用温度計 UltraTraceable 冷蔵 /冷凍庫用温度計 UltraTraceable 冷蔵 /冷凍庫用温度計 UltraTraceable 冷蔵 /冷凍庫用温度計 Ultra

Traceable ステム型デジタル温度計Traceable ステム型デジタル温度計Traceable ステム型デジタル温度計Traceable ステム型デジタル温度計 防水で薬剤耐性あり防水で薬剤耐性あり

校正 
証明書付

計測範囲 ー 50～ 300℃
精度 1℃

製品番号 入数 標準価格 キャンペーン価格

14-648-44 1 ¥6,100 ¥3,660

新製品新製品　　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新製品新製品　　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 ¥57,700 ¥40,390
88860022 2ブロック 1 ¥63,900 ¥44,730
88860023 4ブロック 1 ¥77,300 ¥54,110

新製品新製品　　Isotemp ホットプレート&ホットプレートスターラーIsotemp ホットプレート&ホットプレートスターラー新製品新製品　　Isotemp ホットプレート&ホットプレートスターラーIsotemp ホットプレート&ホットプレートスターラー
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

ホットプレートスターラー

製品番号 入数 標準価格 キャンペーン価格

Isotemp　ホットプレート

HP88854200 1 ¥42,400 ¥29,680
HP88857200 1 ¥47,100 ¥32,970
HP88850200 1 ¥63,200 ¥44,240
Isotemp　ホットプレートスターラー

SP88854200 1 ¥50,700 ¥35,490
SP88857200 1 ¥55,400 ¥38,780
SP88850200 1 ¥71,600 ¥50,120

精密な温度管理が出来るデジタルモデル。最大 3点セットできるプログラム機能を搭載精密な温度管理が出来るデジタルモデル。最大 3点セットできるプログラム機能を搭載

新製品新製品　　Isotemp デジタルホットプレート&ホットプレートスターラーIsotemp デジタルホットプレート&ホットプレートスターラー新製品新製品　　Isotemp デジタルホットプレート&ホットプレートスターラーIsotemp デジタルホットプレート&ホットプレートスターラー

デジタルホットプレートスターラー

製品番号 入数 標準価格 キャンペーン価格

Isotemp　デジタルホットプレート

HP88857290 1 ¥71,200 ¥49,840
Isotemp　デジタルホットプレートスターラー

SP88857290 1 ¥77,400 ¥54,180

Isotemp 
ドライバス・ホットプレート・スターラー

ビーズ式ホモジナイザー

3030%%  OFFOFF3030%%  OFFOFF

3030%%  OFFOFF3030%%  OFFOFF

Isotemp 
マグネチックスターラー

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

新製品新製品　　Isotemp　マグネチックスターラーIsotemp　マグネチックスターラー新製品新製品　　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 規格 入数 標準価格 キャンペーン価格

S88857200 4L 1 ¥43,600 ¥30,520
S88850200 6L 1 ¥56,900 ¥39,830

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 ¥286,300
15-340-184 ビーズ式ホモジナイザー Bead Mill 24 ¥1,150,000 ¥805,000

3030%%  OFFOFF3030%%  OFFOFF
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ハンディホモジナイザー

ハンディホモジナイザー 150ハンディホモジナイザー 150ハンディホモジナイザー 150ハンディホモジナイザー 150

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 ¥102,000 ¥71,400

各種プローブ

製品番号 製品名 材質 サイズ 標準価格 キャンペーン価格

15-340-176
ディスポーザブル 

ジェネレータープローブ
インナー：PC 
アウター：PEI

7 × 110 mm ¥42,400 ¥29,680

15-340-173 ステンレスプローブ ステンレス 5 ×   75 mm ¥187,000 ¥130,900
15-340-174 ステンレスプローブ - Fine ステンレス 7 × 115 mm ¥198,000 ¥138,600
15-340-175 ステンレスプローブ ステンレス 7 × 115 mm ¥198,000 ¥138,600
15-340-178 ステンレスプローブ - Fine ステンレス 10 × 115 mm ¥217,800 ¥152,460
15-340-179 ステンレスプローブ ステンレス 10 × 115 mm ¥217,800 ¥152,460

軽量でパワフル！ 手軽に使える軽量でパワフル！ 手軽に使える

Isotemp 
ウォーター /ビーズ兼用バス 3030%%  OFFOFF3030%%  OFFOFF

3030%%  OFFOFF3030%%  OFFOFF

製品番号 容量（L） 標準価格 キャンペーン価格
FSGPD02 2 ¥108,700 ¥76,090

FSGPD2S
2 

（浅型）
¥114,800 ¥80,360

FSGPD05 5 ¥134,300 ¥94,010
FSGPD10 10 ¥159,900 ¥111,930

FSGPD15D
5 / 10 

（2槽式）
¥311,600 ¥218,120

FSGPD20 20 ¥194,800 ¥136,360
FSGPD28 28 ¥224,500 ¥157,150

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 多用途に使えます多用途に使えます

屈折計

3030%%  OFFOFF3030%%  OFFOFF

ミキサー

3030%%  OFFOFF3030%%  OFFOFF

ハンディデジタル屈折計ハンディデジタル屈折計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 ¥297,000 ¥207,900

高い精度と広い測定範囲が自慢の屈折計高い精度と広い測定範囲が自慢の屈折計

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 ¥27,000 ¥18,900
14-955-163 速度可変 ¥29,700 ¥20,790

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 速度固定か可変の 2タイプをチョイス速度固定か可変の 2タイプをチョイス

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 ¥42,800 ¥29,960

センサー検知で自動的に運転開始センサー検知で自動的に運転開始

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 ¥88,500 ¥61,950
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ミキサー

3030%%  OFFOFF3030%%  OFFOFF

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 ¥71,600 ¥50,120

ローテーター / シェイカー

3030%%  OFFOFF3030%%  OFFOFF

スターラー

3030%%  OFFOFF3030%%  OFFOFF

チューブローテーターチューブローテーターチューブローテーターチューブローテーター 交換式ドラムで多用途に対応、丈夫なローテーター交換式ドラムで多用途に対応、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 ¥70,400 ¥49,280

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 ¥95,800 ¥67,060

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 ¥26,700 ¥18,690

ミニマグネットスターラーミニマグネットスターラー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 ¥25,100 ¥17,570
120595 青 ¥25,100 ¥17,570

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 ¥87,100 ¥60,970
120585 青 ¥87,100 ¥60,970

パワフルなスターラーパワフルなスターラー

スターラー

3030%%  OFFOFF3030%%  OFFOFF

遠心機 / 高速遠心機スターラー

3030%%  OFFOFF3030%%  OFFOFF

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Fisherbrand  高速遠心機スターラーFisherbrand  高速遠心機スターラー

CE, SGS, RoHS2, WEEE準拠 /認証

製品番号 標準価格 キャンペーン価格
14-127-570 ¥137,900 ¥97,790

1台2役の便利な小型機器1台2役の便利な小型機器

ミニ遠心機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 ¥110,700 ¥77,490
ミニ遠心機
12-006-901 固定 ¥29,300 ¥20,510

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）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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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


