
●サンプルコウム ※プラス両端ダミー

●泳動プレート

●その他

NO-1052 エアアウトニードル ¥3,800

2mm厚ミニゲル用セッティングバー

スタンダードクリップ　10個組

PA-RM212 リード線　バナナタイプ　1.5ｍ

PA-PK4BS

¥3,300

NO-sb2m ¥1,500

¥3,000

¥2,400

NO-1053 ¥2,200

リード線　ピンタイプ　1.5ｍ

ミニ用ダミープレートNO-dp65m

PA-RB112

NO-sb1m 1mm厚ミニゲル用セッティングバー ¥1,500

NO-107 ¥2,200

泳動槽ブルーパッキン　1ｍ ¥3,600

NO-1027MK 無蛍光プレート　106×100　2ｔ ¥6,600

NO-1026MK 無蛍光プレート　106×100　1ｔ ¥6,600

商品名
ミニプレートパッキン　1ｔ

1.5φシリコンチューブ　1mm用　10m

¥1,200

2.5φシリコンチューブ　2mm用　10m

泳動槽パッキン　丸型4,0φ　1ｍ

NO-106 ¥2,200

PA-PK40

NO-1025 泳動プレート　106×100　切込　 ¥1,900

NO-1027 泳動プレート　106×100　2ｔ ¥1,900

NO-1026 泳動プレート　106×100　1ｔ ¥1,900

NO-MC2D2 ミニコウム　2ｔ　2D ¥3,500

NO-1031

NO-MC202 ミニコウム　2ｔ　20W ¥4,500

NO-MC2D1 ミニコウム　1ｔ　2D ¥3,500

¥1,400

型番 価格

¥1,900

NO-1025MK 無蛍光プレート　106×100　切込　 ¥6,600

¥1,900

NO-1029 泳動プレート　106×80　1ｔ

¥4,500

¥4,500

NO-MC182 ミニコウム　2ｔ　18W　※

NO-1030 泳動プレート　106×80　2ｔ

NO-1028 泳動プレート　106×80　切込

¥1,900 NO-MC201 ミニコウム　1ｔ　20W

型番 商品名 価格

NO-MC181 ミニコウム　1ｔ　18W　※ ¥4,500

¥4,500

NO-MC101 ミニコウム　1ｔ　10W　※

PA-211G

NO-MC162 ミニコウム　2ｔ　16W　※ ¥4,500

NO-MC161 ミニコウム　1ｔ　16W　※ ¥4,500

BE-211G ミニゲルスラブ電気泳動装置　シングル　 ¥38,000

NO-MC141 ミニコウム　1ｔ　14W　※ ¥4,500

¥3,500

NO-MC122 ¥3,500

BE-222G ミニゲルスラブ電気泳動装置　ツイン ¥58,000 NO-MC121 ミニコウム　1ｔ　12W　※ ¥3,500

PA-222G ミニゲルスラブ泳動槽　リード線、クリップ付 ¥46,000

NO-MC142 ミニコウム　2ｔ　14W　※

¥3,500

NO-MC081

BE-230G ミニ冷却スラブ電気泳動装置　シングル

BE-220G ミニリアルスラブ電気泳動装置　ツイン ¥74,000

BE-240G ミニ冷却スラブ電気泳動装置　ツイン ¥65,000

PA-230G ミニ冷却スラブ泳動槽　シングル　リード線、クリップ付 ¥38,000

PA-240G ミニ冷却スラブ泳動槽　ツイン　リード線、クリップ付 ¥53,000

ミニコウム　2ｔ　4W　※ ¥3,500

NO-MC041 ミニコウム　1ｔ　4W　※ ¥3,500

ミニコウム　2ｔ　12W　※

ミニコウム　2ｔ　1W　マーカー　※ ¥3,500

ミニゲルスラブ泳動槽　シングル　リード線、クリップ付 ¥32,000

¥44,000

NO-MC102 ミニコウム　2ｔ　10W　※ ¥3,500

NO-MC062 ミニコウム　2ｔ　6W　※ ¥3,500

ミニコウム　1ｔ　8W　※ ¥3,500

NO-MC061 ミニコウム　1ｔ　6W　※ ¥3,500

NO-MC082 ミニコウム　2ｔ　8W　※

商品名 価格
NO-MC011 ミニコウム　1ｔ　1W　マーカー　※ ¥3,500

　ミニゲルタイプ用　106×100
●電気泳動装置/電気泳動槽

型番 商品名 価格
BE-210G ミニリアルスラブ電気泳動装置　シングル ¥50,000

PA-210G ミニリアルスラブ泳動槽　シングル　リード線付 ¥44,000

PA-220G ミニリアルスラブ泳動槽　ツイン　リード線付 ¥66,000 NO-MC042

◆電気泳動装置◆

型番

NO-MC012



●サンプルコウム

●泳動プレート

●泳動プレート　無蛍光

●その他

NO-107 ¥2,2002.5φシリコンチューブ　2mm用　10m

泳動槽パッキン　丸型4,0φ　1ｍ

泳動槽ブルーパッキン　1ｍ

リード線　ピンタイプ　1.5ｍ

ワイドミニ用ダミープレート

PA-RB112 ¥2,400

¥3,800

2mm厚ワイドミニゲル用セッティングバー

スタンダードクリップ　10個組

PA-RM212 リード線　バナナタイプ　1.5ｍ ¥3,300

PA-PK4BS ¥3,600

PA-PK40 ¥1,200

NO-1052 エアアウトニードル

NO-sb1w 1mm厚ワイドミニゲル用セッティングバー ¥1,500

NO-WC321 ワイドミニコウム　1ｔ　32W ¥5,500

商品名 価格
NO-WC181 ワイドミニコウム　1ｔ　18W ¥5,500

NO-WC202 ワイドミニコウム　2ｔ　20W ¥5,500

NO-WC182 ワイドミニコウム　2ｔ　18W ¥5,500

NO-WC201 ワイドミニコウム　1ｔ　20W ¥5,500

型番

NO-WC221 ワイドミニコウム　1ｔ　22W ¥5,500

NO-WC222 ワイドミニコウム　2ｔ　22W

NO-WC281 ワイドミニコウム　1ｔ　28W ¥5,500

PA-280G ワイドミニリアルスラブ泳動槽　ツイン　リード線付 ¥72,000

BE-280G ワイドミニリアルスラブ電気泳動装置　ツイン ¥80,000

NO-WC241 ワイドミニコウム　1ｔ　24W ¥5,500

　ワイドミニゲルタイプ用　160×100
●電気泳動装置/電気泳動槽

型番 商品名 価格

NO-WC242 ワイドミニコウム　2ｔ　24W ¥5,500

BE-250G ワイドミニ冷却スラブ電気泳動装置　シングル ¥52,000

PA-270G ワイドミニリアルスラブ泳動槽　シングル　リード線付 ¥50,000

BE-270G ワイドミニリアルスラブ電気泳動装置　シングル ¥55,000

¥5,500

NO-WC322 ワイドミニコウム　2ｔ　32W ¥5,500

NO-WC371 ワイドミニコウム　1ｔ　37W ¥5,500

PA-250G ワイドミニ冷却スラブ泳動槽　シングル　リード線、クリップ付 ¥47,000

PA-260G ワイドミニ冷却スラブ泳動槽　ツイン　リード線、クリップ付 ¥61,000

BE-260G ワイドミニ冷却スラブ電気泳動装置　ツイン ¥70,000

NO-1060 泳動プレート　160×100　切込　 ¥2,200

型番 商品名 価格 NO-WC282 ワイドミニコウム　2ｔ　28W ¥5,500

1.5φシリコンチューブ　1mm用　10m

NO-WC372 ワイドミニコウム　2ｔ　37W ¥5,500

NO-WC2D2 ワイドミニコウム　2ｔ　2D　1マーカー ¥5,500

NO-WC2D1 ワイドミニコウム　1ｔ　2D　1マーカー ¥5,500型番 商品名 価格

NO-1062 泳動プレート　160×100　2ｔ ¥2,200

NO-1061 泳動プレート　160×100　1ｔ ¥2,200

NO-1061MK 無蛍光プレート　160×100　1ｔ ¥8,200

NO-1060MK 無蛍光プレート　160×100　切込　 ¥8,200

NO-sb2w ¥1,500

NO-1062MK 無蛍光プレート　160×100　2ｔ ¥8,200

NO-dp65w ¥3,500

NO-1053 ¥2,200

型番 価格
NO-1063 ¥1,400

NO-106 ¥2,200

商品名
ワイドミニプレートパッキン　1ｔ



●サンプルコウム ※プラス両端ダミー

●泳動プレート

●泳動プレート　無蛍光

●その他

NO-sb1s 1mm厚スラブゲル用セッティングバー　2本組 ¥3,000

スラブコウム　1ｔ　10W　※ ¥5,000

NO-SC012 スラブコウム　2ｔ　1W　マーカー　※ ¥5,000PA-110G リアルスラブ泳動槽　シングル　リード線付 ¥53,000

BE-120G リアルスラブ電気泳動装置　ツイン ¥87,000

PA-120G リアルスラブ泳動槽　ツイン　リード線付 ¥77,000

NO-SC081 スラブコウム　1ｔ　8W　※ ¥5,000

NO-SC082 スラブコウム　2ｔ　8W　※ ¥5,000

スラブコウム　1ｔ　6W　※ ¥5,000

NO-SC062 スラブコウム　2ｔ　6W　※ ¥5,000

型番 商品名 価格
NO-SC011 スラブコウム　1ｔ　1W　マーカー　※ ¥5,000

　スラブゲルタイプ用　160×160

型番 商品名 価格
●電気泳動装置/電気泳動槽

BE-110G リアルスラブ電気泳動装置　シングル ¥61,000

NO-SC121

PA-130G 冷却スラブ泳動槽　シングル　リード線、クリップ付 ¥49,000

¥49,000

NO-SC061

BE-130G 冷却スラブ電気泳動装置　シングル　 ¥54,000

NO-SC101

スラブコウム　1ｔ　12W　※ ¥5,000

NO-SC141 スラブコウム　1ｔ　14W　※

BE-140G 冷却スラブ電気泳動装置　ツイン　 ¥75,000

NO-SC181 スラブコウム　1ｔ　18W　※ ¥5,500

NO-SC122 スラブコウム　2ｔ　12W　※ ¥5,000

NO-SC102 スラブコウム　2ｔ　10W　※ ¥5,000PA-140G 冷却スラブ泳動槽　ツイン　リード線、クリップ付 ¥65,000

PA-111G スラブ泳動槽　シングル　リード線、クリップ付 ¥41,000

BE-111G スラブ電気泳動装置　シングル　

BE-122G スラブ電気泳動装置　ツイン　 ¥70,000

NO-SC202 スラブコウム　2ｔ　20W　※ ¥5,500

NO-SC221 スラブコウム　1ｔ　22W　※ ¥5,500

¥5,500

NO-SC162 スラブコウム　2ｔ　16W　※ ¥5,500

NO-SC161 スラブコウム　1ｔ　16W　※ ¥5,500

¥5,500NO-SC142 スラブコウム　2ｔ　14W　※

NO-SC182 スラブコウム　2ｔ　18W　※ ¥5,500

NO-SC201 スラブコウム　1ｔ　20W　※

NO-SC242 スラブコウム　2ｔ　24W　※ ¥5,500

NO-SC281 スラブコウム　1ｔ　28W　※ ¥5,500

PA-122G スラブ泳動槽　ツイン　リード線、クリップ付 ¥56,000

型番 商品名 価格

PA-150 可変式スラブ泳動槽　シングル　リード線、クリップ付 ¥66,000

NO-SC222 スラブコウム　2ｔ　22W　※ ¥5,500

NO-SC241 スラブコウム　1ｔ　24W　※ ¥5,500

¥5,500

BE-150 可変式スラブ電気泳動装置　シングル　

¥1,200

NO-SC282 スラブコウム　2ｔ　28W　※ ¥5,500

NO-SC2D1 スラブコウム　1ｔ　2D　マーカー ¥5,000

NO-SC2D2 スラブコウム　2ｔ　2D　マーカー ¥5,000

¥4,000

NO-1052

¥72,000

商品名
スラブプレートパッキン　1ｔ

1.5φシリコンチューブ　1mm用　10m

2.5φシリコンチューブ　2mm用　10m

泳動槽パッキン　丸型4,0φ　1ｍ

型番 価格

型番 商品名 価格

NO-107 ¥2,200

NO-1002 泳動プレート　160×160　1ｔ ¥2,200

NO-1004 ¥1,400

NO-1001 泳動プレート　160×160　切込　 ¥2,200

PA-PK40

NO-sb2s ¥3,000

エアアウトニードル ¥3,800

NO-1003 泳動プレート　160×160　2ｔ ¥2,200

NO-1053 ¥2,200

泳動槽ブルーパッキン　1ｍ

リード線　ピンタイプ　1.5ｍ

リード線　バナナタイプ　1.5ｍ

スラブ用ダミープレート

2mm厚スラブゲル用セッティングバー　2本組

スタンダードクリップ　10個組

NO-106 ¥2,200

PA-RM212 ¥3,300

PA-PK4BS ¥3,600

PA-RB112 ¥2,400

NO-dp65s

NO-1002MK 無蛍光プレート　160×160　1ｔ ¥9,900

NO-1003MK 無蛍光プレート　160×160　2ｔ ¥9,900

NO-1001MK 無蛍光プレート　160×160　切込　 ¥9,900



○セミスーパークールスラブ用部品 ○セミスーパークールスラブ用部品
●泳動プレート ●泳動プレート　標準

●泳動プレート　無蛍光 ●泳動プレート　無蛍光型

●その他 ●その他

●バッファートランスファー装置/部品 ●セミドライトランスファー装置/部品

●ブロッティング用ろ紙

●エア抜きローラー

型番 商品名 価格

¥50,000

型番 商品名 価格
NO-0140 泳動プレート　200×200×3　切込　 ¥5,000 NO-0160 泳動プレート　253×220×5　切込　 ¥5,500

型番 商品名 価格 型番 商品名 価格

NO-0161 泳動プレート　253×220×5　1ｔ ¥5,500NO-0141 泳動プレート　200×200×3　1ｔ

価格
BE-14R セミスーパークールスラブ電気泳動装置　ツイン ¥138,000 BE-16R スーパークールスラブ電気泳動装置　ツイン ¥148,000

PA-16R スーパークールスラブ電気泳動槽　リード線付 ¥121,000

　プロテオームゲルタイプ用
●電気泳動装置/電気泳動槽

PA-14R セミスーパークールスラブ電気泳動槽　リード線付 ¥121,000

型番 商品名 価格

型番 商品名 価格 型番 商品名

PA-14GM ゲル作製器　2枚用 ¥44,000 PA-16GM ゲル作製器　2枚用

¥5,000

NO-0141MK 無蛍光プレート　200×200×3　1ｔ ¥12,500 NO-0161MK 無蛍光プレート　253×220　1ｔ ¥13,000

NO-0140MK 無蛍光プレート　200×200×3　切込 ¥12,500 NO-0160MK 無蛍光プレート　253×220×5　切込　 ¥13,000

型番 商品名 価格 型番 商品名 価格

NO-ｄｐ14 セミスーパーゲルダミープレート ¥3,300 NO-ｄｐ16 スーパーゲルダミープレート ¥3,300

NO-2D14R セミスーパーコウム　1ｔ　2Ｄ　マーカー付 ¥5,000 NO-2D16R スーパーコウム　2D1t　マーカー付 ¥5,000

PA-PK40 泳動槽パッキン　丸型4,0φ　1ｍ ¥1,200 PA-PK40 泳動槽パッキン　丸型4,0φ　1ｍ ¥1,200

NO-ｓｂ/14Ｒ くさび形セッティングバー　2本組 ¥3,000 NO-ｓｂ/16Ｒ くさび形セッティングバー　2本組 ¥3,000

PA-RB112 リード線　ピンタイプ　1.5ｍ ¥2,400 PA-RB112 リード線　ピンタイプ　1.5ｍ ¥2,400

◆蛋白ブロッティング装置◆

型番 商品名 価格 型番 商品名 価格

PA-350 バッファートランスファー槽 ¥55,000

BE-310 セミドライトランスファー装置　カーボン　100×100 ¥39,000

BE-350 バッファートランスファー装置　シングル ¥70,000 BE-321 セミドライトランスファー装置　白金　100×100 ¥82,000

BE-350W ツインバッファートランスファー装置　 ¥82,000

BE-331 セミドライトランスファー装置　白金　180×180 ¥145,000

BE-341 セミドライトランスファー装置　白金　250×250 ¥198,000

NO-3050 ゲルホルダー　160×160 ¥17,000

NO-3051 ミニゲルホルダー　100×100 ¥14,000

BE-351 ミニバッファートランスファー装置　シングル ¥48,000

NO-7002 ブロッティング用ろ紙　130×140　100枚 ¥11,000

PA-RB112 リード線　ピンタイプ　1.5ｍ ¥2,400

PA-351 ミニバッファートランスファー槽 ¥39,000

PA-351W ツインミニバッファートランスファー槽 ¥50,000 NO-7001 ブロッティング用ろ紙　85×90　100枚 ¥6,000

BE-351W ツインミニバッファートランスファー装置 ¥60,000

NO-3152 ゲルホルダーパッド　160×160　2枚入 ¥3,400

PA-RM212 リード線　バナナタイプ　1.5ｍ ¥3,300

BE-300 セミドライトランスファー装置　カーボン　200×200 ¥60,000

PA-350W ツインバッファートランスファー槽 ¥61,000

NO-3153 ミニゲルホルダーパッド　100×100　2枚入 ¥1,200

NO-7004 エア抜きローラー ¥3,600

型番 商品名 価格PA-RB112 リード線　ピンタイプ　1.5ｍ ¥2,400

NO-3057 プラスチック兆番2個組ネジ付き ¥600

NO-7003 ブロッティング用ろ紙　220×190　100枚 ¥31,000



●電気泳動装置/電気泳動槽/部品

　◆ゲルドライヤー◆

◆マイクロ透析器◆

◆プレート保存ラック◆ 　◆連続分注ピペット◆

AP-501 マイクロディスペンサー　1～5μℓ 販売終了

NO-4017 ディスクカラムパッキン7φ用　5個 ¥1,700

型番 商品名 価格 型番 商品名 価格

NO-8001 シリコンラバー/BC-801用

NO-4028 シール栓　10本 ¥600

NO-4016 ディスクカラム　7φ×5φ×80mm　5本 ¥1,100 PA-RB112 リード線　ピンタイプ　1.5ｍ ¥2,400

PA-410 ミニディスク泳動槽　リード線付 ¥40,000

PA-402 ゲルメーカー ¥4,600 NO-4014 ミニカラム　1.5φ×1φ×126mm　20本 ¥1,100

型番 商品名 価格
BE-400 ディスク泳動装置 ¥64,000 BE-410 ミニディスク泳動装置 ¥43,000

◆ディスク電気泳動装置◆

型番 商品名 価格

PA-400 ディスク泳動槽　リード線付 ¥52,000

NO-4015 ディスクカラム　7φ×2.5φ×80mm　5本 ¥1,400

¥4,400 NO-9012 セロファンシート　200×200　　100枚 ¥3,300

BC-801 ミニ・スラブ用ゲルドライヤー ¥80,000 BE-830 プレート　自然乾燥式 ¥11,000

BC-811 シーケンス用ゲルドライヤー ¥188,000

NO-8002 多孔プレート/BC-801用 ¥6,600 NO-9013 セロファンシート　300×300　　100枚 ¥10,000

NO-8004 多孔プレート/BC-811用 ¥17,000

NO-8003 シリコンラバー/BC-811用 ¥11,000

BC-845 ドライヤー用真空ポンプ（エアートラップ付） ¥126,000

BE-880 マイクロ透析器　20～100μℓ ¥36,000 BE-882 マイクロ透析器　50～500μℓ ¥60,000

型番 商品名 価格 型番 商品名 価格

PA-8010 透析カプセル　BE-880用　12個組 ¥6,600 PA-8016 透析カプセル　BE-882用　8個組 ¥7,200

PA-081 マイクロ透析槽　BE-880 ¥25,000 PA-082 マイクロ透析槽　BE-882 ¥44,000

NO-8012 スターラーバー　BE-880用　トライアングル型 ¥1,400 NO-8018 スターラーバー　BE-882用　トライアングル型 ¥1,400

PA-8011 透析用カプセルパッキン　BE-880用　12個組 ¥5,000 PA-8017 透析用カプセルパッキン　BE-882用　8個組 ¥7,000

型番 商品名 価格
BE-001 ミニゲルプレート保存ラック　10枚用 ¥9,800

BE-002 ワイドミニ・スラブゲルプレート保存ラック　10枚用 ¥13,000

型番 商品名 価格

AP-502 マイクロディスペンサー　5～25μℓ 販売終了

BE-031 シーケンスプレート保存ラック　200巾10枚用 ¥30,000 AP-503 マイクロディスペンサー　25～100μℓ ¥29,800

BE-034 シーケンスプレート保存ラック　254巾10枚用 ¥32,000

BE-033 シーケンスプレート保存ラック　300巾10枚用 ¥32,000 AP-504 マイクロディスペンサー　50～250μℓ 販売終了



●BE-550，BE-541

●BE-548A，BE-548B，BE-598

●BE-527，BE-528，BE-522T，BE-580，BE-590

PA-05T サブマリン電気泳動槽/BE-522T　リード線付 ¥43,000

NO-5515 サブマリンコウム　1.5ｔ　24ｗ　4マーカー/BE-522T ¥5,000

PA-RM212 リード線　バナナタイプ　1.5ｍ ¥3,300

NO-5520 UVラック/BE-522T ¥8,800

NO-5523 ゲルメーカー/BE-522T ¥7,000

NO-5510 サブマリンコウム　1ｔ　24ｗ　4マーカー/BE-522T ¥5,000

NO-54GM ゲルメーカー/BE-541 ¥8,000

　８ch対応タイプ

　12ch対応タイプ

PA-059 サブマリン電気泳動槽/BE-580　リード線付 ¥33,000

NO-5021 サブマリンコウム　1ｔ　10ｗ ¥4,400

NO-5015 サブマリンコウム　1ｔ　8ｗ ¥4,000

NO-5017 サブマリンコウム　1ｔ　13ｗ/BE-550 ¥4,000 PA-RM212 リード線　バナナタイプ　1.5ｍ ¥3,300

NO-5027 サブマリンコウム　1ｔ　24ｗ ¥5,500

NO-5016

PA-541 サブマリン電気泳動槽/ＢＥ-540　リード線付 ¥60,000

NO-5014 ＵＶラック/BE-550 ¥6,600 NO-5026 ＵＶラック/BE-541 ¥12,000

型番 商品名 価格
BE-550 ミニサブマリン電気泳動装置（90×90） ¥44,000 BE-541 サブマリン電気泳動装置（200×250） ¥88,000

◆サブマリン電気泳動装置◆

型番 商品名 価格

PA-051 ミニサブマリン電気泳動槽/BE-550　リード線付 ¥36,000

NO-55GM ゲルメーカー/BE-550 ¥6,000

サブマリンコウム　1ｔ　10ｗ ¥4,000 NO-5028 サブマリンコウム　1ｔ　32ｗ/BE-541 ¥5,500

PA-RB112 リード線　ピンタイプ　1.5ｍ ¥2,400

NO-5018 サブマリンコウム　1ｔ　15ｗ ¥4,500

PA-548 サブマリン電気泳動槽/BE-548　リード線付 ¥55,000 NO-5980 UVラック/BE-598 ¥10,000

型番 商品名 価格 型番 商品名 価格

BE-548B サブマリン電気泳動装置（175×205） ¥108,000 PA-598 サブマリン電気泳動槽/BE-598　リード線付 ¥22,000

BE-548A サブマリン電気泳動装置（175×205） ¥88,000 BE-598 サブマリン電気泳動装置（84×185） ¥82,000

NO-5982 サブマリンコウム 1ｔ 8ｗ 1マーカー/BE-598 ¥4,000NO-5481 ゲルメーカー/BE-548 ¥8,000

NO-5480 UVラック/BE-548 ¥14,000 NO-5981 ゲルメーカー/BE-598 ¥6,500

NO-5483 サブマリンコウム 1.5ｔ 32ｗ 4マーカー/BE-548B ¥7,000

PA-RB112 リード線　ピンタイプ　1.5ｍ ¥2,400NO-5482 サブマリンコウム 1ｔ 16ｗ 2マーカー/BE-548A ¥6,000

PA-RB112 リード線　ピンタイプ　1.5ｍ ¥2,400

BE-580 サブマリン電気泳動装置（120×60） ¥49,000

型番 商品名 価格 型番 商品名 価格

BE-527A サブマリン電気泳動装置（135×150） ¥70,000

PA-527 サブマリン電気泳動槽/BE-527,528　リード線付 ¥43,000

BE-527B サブマリン電気泳動装置（135×150） ※12ch非対応 ¥53,000

NO-5053 ゲルメーカー/BE-527 ¥6,500 NO-5042 サブマリンコウム　1ｔ　24ｗ 2マーカー ¥5,000

NO-5040 UVラック/BE-580 ¥7,200

NO-5050 UVラック/BE-527 ¥8,800 NO-5041 ゲルメーカー/BE-580 ¥7,500

NO-5043 サブマリンコウム　1.5ｔ　24ｗ 2マーカー/BE-580 ¥5,500

NO-5022 サブマリンコウム　1ｔ　13ｗ ¥4,400 BE-590 サブマリン電気泳動装置（118×165） ¥68,000

NO-5024 サブマリンコウム　1ｔ　20ｗ ¥5,000 NO-5060 UVラック/BE-590 ¥10,000

NO-5023 サブマリンコウム　1ｔ　16ｗ  /BE-527B ¥4,400 PA-086 サブマリン電気泳動槽/BE-590　リード線付 ¥22,000

NO-5062 サブマリンコウム　1ｔ　12ｗ　1マーカーBE/590 ¥4,400

PA-RB112 リード線　ピンタイプ　1.5ｍ ¥2,400

NO-5051 サブマリンコウム　1ｔ　24ｗ　2マーカー  /BE-527A ¥5,000 NO-5061 ゲルメーカー/BE-590 ¥7,000

NO-5055 サブマリンコウム　1.5ｔ　24ｗ　2マーカー ¥5,000

BE-522T サブマリン電気泳動装置（140×129） ¥72,000



●BE-560 ●BE-565M

●ミューピッド用部品

●BE-563B

2連ゲルメーカーセット（NO-5037＋NO-5038）

2連ゲルメーカーセット（NO-5037＋NO-5039）

2連ゲルメーカー

2連多検体コウム　1.5ｔ　25ｗ+25ｗ

2連多検体コウム　1ｔ　25ｗ+25ｗ

¥6,600

¥31,000

キャピラリートランスファー装置

キャピラリートランスファーチャンバー

¥39,000

ミニサブマリンLトレイ（2個組）

ミニサブマリンゲルスタンド

ミニサブマリン用コウム（2本組）

マルチチャンネルピペット対応ゲルメーカーセット

NO-562-31 ¥9,500

NO-5031 サブマリンコウム　1ｔ　13ｗ ¥4,000

1ｔ　24ｗ　1マーカーコウム（ポリカーボネイト）

1ｔ　12ｗ　コウム（ポリカーボネイト）

¥2,200

　核酸ブロッティング装置

アンダーパッド　150×150×30　2個組

トランスパッド　150×150×45　2個組

型番 商品名 価格
BS-31 バキュームトランスファー装置 ¥125,000

BE-600 バキュームトランスファー槽 ¥76,000

BE-651 バキュームポンプ ¥60,000

¥6,600

10cmゲルメーカーセット

ゲルメーカースタンド（アクリル製）

ゲルメーカートレイ（ＵＶ透過アクリル製）2個組

¥30,000

NO-562-3 ¥9,500

NO-5033 サブマリンコウム　1ｔ　26ｗ/BE-560 ¥5,000

PA-563

PA-560 ミニサブマリン電気泳動槽　ミニ電源＋リード線付 ¥33,000

¥10,000NO-562-2

BE-563B ¥43,000

PA-055 ミニ電源　50/100Ｖ ¥9,800

NO-562B-GMS ¥16,000

NO-5030 ＵＶラック/BE-560 ¥5,500

NO-562-1 ¥5,000

NO-5054 ゲルメーカー/BE-560 ¥5,000

商品名
フラット型サブマリン電気泳動装置

フラット型サブマリン電気泳動槽　リード線付

型番 商品名 価格

型番 価格

BE-560 ミニサブマリン電気泳動装置（110×60） ¥40,000

　ミューピッドタイプ

型番 価格
BE-565M ¥62,000

PA-565

PA-054 ミニサブマリン電気泳動槽　リード線付 ¥28,000

商品名
サブマリン電気泳動システム（ミューピッドセット）

サブマリン電気泳動槽　リード線付

商品名

¥4,500

¥4,500

NO-562-5

NO-562-4

PA-055

1.5ｔ　24ｗ　1マーカーコウム（ポリカーボネイト）

交換用サンプルコウム　1ｔ　24ｗ　1マーカー

交換用サンプルコウム　1ｔ　12ｗ

交換用サンプルコウム　1.5ｔ　24ｗ　1マーカー

リード線　バナナタイプ　1.5ｍ

ミニ電源　50/100Ｖ

●BE-564

PA-058-1 ¥20,000

BE-564

PA-058-2 ¥20,000

多検体コウム　1.5ｔ　25+12+12ｗ

多検体コウム　1ｔ　25+12+12ｗ

多検体コウム　1.5ｔ　25+13+13ｗ

多検体コウム　1ｔ　25+13+13ｗ

ミューピッドexu用対応コウム　26w

交換用サンプルコウム　26w（ミューピッドexu用）

ミニサブマリンゲルメーカーセット

ミニサブマリンSトレイ（4個組）

PA-057D ¥12,000

NO-5702

¥9,800

NO-562-41 ¥4,500

PA-RM212 ¥3,300

¥9,500

NO-562-51

価格

型番

NO-GMS100 ¥8,000

NO-5701 ¥13,000

型番 価格商品名

¥3,400NO-100-2

NO-200 ¥11,800

NO-100S4 ¥3,100

NO-100L2 ¥2,600

ミューピッドSトレイ1枚用電気泳動装置 ¥28,000

NO-5038 ¥12,000

型番 商品名 価格

TM-01

価格
¥86,000

BE-370

　その他
商品名

フィールドインバージョンタイマー

PA-3012 多孔プレート　180×180 ¥4,400

PA-3013 ホース　1m ¥1,700

PA-3014 ポンチ ¥1,100

PA-3015

PA-3072

シールシート　5枚入 ¥8,800

PA-3070

PA-3010 特殊パッド　150×135

PA-3071

NO-100-1 ¥5,000

BE-560M ミニサブマリン泳動装置（ミューピッドセット） ¥38,600

PA-057B ¥12,000

PA-057C ¥12,000

PA-057A ¥12,000¥2,400

NO-5039 ¥12,000

NO-5037 ¥9,000

¥48,000

¥7,000

PA-RB112 リード線　ピンタイプ　1.5ｍ

NO-5032 サブマリンコウム　1ｔ　17ｗ ¥4,000

型番



●200mm幅タイプ ●300mm幅タイプ

●無蛍光プレート ●無蛍光プレート

NO-6015MC 無蛍光プレート　200×600×3　平板 ¥18,000

NO-6015M 無蛍光プレート　200×600×5　平板 ¥21,000 NO-6035MＣ 無蛍光プレート　300×600×3　切込 ¥21,000

NO-6014MC 無蛍光プレート　200×600×3　切込 ¥25,000

NO-6013MＣ 無蛍光プレート　200×475×3　平板 ¥16,000 NO-6035M 無蛍光プレート　300×600×5　切込 ¥28,000

NO-6014M 無蛍光プレート　200×600×5　切込 ¥26,000 NO-6034MC 無蛍光プレート　300×600×3　平板 ¥26,000

NO-6013M 無蛍光プレート　200×475×5　平板 ¥19,000

NO-6012MＣ 無蛍光プレート　200×475×3　切込 ¥23,000 NO-6034M 無蛍光プレート　300×600×5　平板 ¥35,000

NO-6010MC 無蛍光プレート　200×400×3　切込 ¥21,000

NO-6011MC 無蛍光プレート　200×400×3　平板 ¥14,000

NO-6012M 無蛍光プレート　200×475×5　切込 ¥24,000

泳動プレート　300×475　平板 ¥4,400

型番 商品名 価格

NO-6061MＣ 無蛍光プレート　300×330×3　平板 ¥12,500

NO-6081 無蛍光プレート　200×360×5　平板 ¥14,000

NO-6014 泳動プレート　200×600　切込 ¥7,200

NO-6013 泳動プレート　200×475　平板 ¥2,800 NO-6033

NO-6016 シャークコウム　0.35ｔ　30ｗ ¥3,300 NO-6036 シャークコウム　0.35ｔ　52ｗ ¥4,400

泳動プレート　300×400　切込 ¥7,700

NO-6011 泳動プレート　200×400　平板 ¥2,800 NO-6031 泳動プレート　300×400　平板 ¥3,300

NO-6012 泳動プレート　200×475　切込 ¥6,600 NO-6032 泳動プレート　300×475　切込 ¥8,400

NO-6010 泳動プレート　200×400　切込 ¥5,500 NO-6030

シーケンス電気泳動装置ジャケット ¥118,000

BE-622 シーケンス電気泳動装置回転ツイン ¥138,000 BE-632 シーケンス電気泳動装置回転ツイン ¥158,000

BE-640 恒温冷却シーケンス電気泳動装置 ¥178,000 BE-650 恒温冷却シーケンス電気泳動装置 ¥218,000

BE-621 シーケンス電気泳動装置ジャケット ¥105,000 BE-631

型番 商品名 価格 型番 商品名 価格
BE-620 シーケンス電気泳動装置スタンダード ¥82,000 BE-630 シーケンス電気泳動装置スタンダード ¥95,000

　核酸用ロング電気泳動装置

NO-6034 泳動プレート　300×600　切込 ¥8,800

NO-6015 泳動プレート　200×600　平板 ¥3,300 NO-6035 泳動プレート　300×600　平板 ¥5,500

NO-6018 放熱プレート　200×400用 ¥4,000 NO-6038 放熱プレート　300×400用 ¥5,400

NO-6017 スペーサー　0.35t　1100L　2枚組 ¥2,200 NO-6037 スペーサー　0.35ｔ　1100Ｌ　2枚組 ¥2,200

NO-6019 放熱プレート　200×475用 ¥4,400 NO-6040 放熱プレート　300×600用 ¥6,000

NO-6018Ｍ 放熱プレート　200×360用 ¥4,000 NO-6039 放熱プレート　300×475用 ¥5,500

NO-6021 ジャケット/BE-621 ¥25,000 NO-6042 恒温ジャケット/BE-650 ¥44,000

NO-6020 放熱プレート　200×600用 ¥5,000 NO-6041 ジャケット/BE-631 ¥28,000

NO-6023 スタンダードクリップ　5cm　10個組 ¥2,200 NO-6044 ポール　2本組 ¥3,300

NO-6022 恒温ジャケット/BE-640 ¥33,000 NO-6043 スタンダードクリップ　10個組 ¥2,200

NO-6025 シーケンスコウム　0.3ｔ　28ｗ ¥5,000 NO-6046 シーケンスコウム　0.5ｔ　32ｗ ¥5,000

NO-6024 ポール　2本組 ¥3,300 NO-6045 シーケンスコウム　0.3ｔ　32ｗ ¥5,000

NO-6027 スペーサー　0.3ｔ　1100Ｌ　2枚組 ¥2,200 NO-6048 スペーサー　0.5ｔ　1100Ｌ　2枚組 ¥2,200

NO-6026 シーケンスコウム　0.5ｔ　28ｗ ¥5,000 NO-6047 スペーサー　0.3ｔ　1100Ｌ　2枚組 ¥2,200

PA-PK40 泳動槽パッキン　丸型4,0φ　1ｍ ¥1,200 PA-RK222 リード線　高圧用　バナナタイプ　1.5ｍ ¥5,200

NO-6028 スペーサー　0.5ｔ　1100Ｌ　2枚組 ¥2,200 PA-PK40 ¥1,200泳動槽パッキン　丸型4,0φ　1ｍ

PA-RK222 リード線　高圧用　バナナタイプ　1.5ｍ ¥5,200

型番 商品名 価格
NO-0140MK 無蛍光プレート　200×200×3　切込 ¥12,500 NO-6060M 無蛍光プレート　300×330×5　切込 ¥26,500

NO-6060MＣ 無蛍光プレート　300×330×3　切込 ¥18,000

NO-6084 無蛍光プレート　200×200×3　平板 ¥6,600 NO-6061M 無蛍光プレート　300×330×5　平板 ¥20,000

NO-6083 無蛍光プレート　200×330×5　平板 ¥12,000

NO-6182 無蛍光プレート　200×330×3　切込 ¥16,000

NO-6082 無蛍光プレート　200×330×5　切込 ¥16,000

NO-6080 無蛍光プレート　200×360×5　切込 ¥19,000 NO-6062MC 無蛍光プレート　300×360×3　切込 ¥20,000

NO-6062M 無蛍光プレート　300×360×5　切込 ¥28,500

NO-6183 無蛍光プレート　200×330×3　平板 ¥10,000 NO-6063M 無蛍光プレート　300×360×5　平板 ¥22,000

NO-6181 無蛍光プレート　200×360×3　平板 ¥12,000 NO-6031M 無蛍光プレート　300×400×5　平板 ¥24,000

NO-6063MC 無蛍光プレート　300×360×3　平板 ¥14,500

NO-6180 無蛍光プレート　200×360×3　切込 ¥18,000 NO-6030M 無蛍光プレート　300×400×5　切込 ¥31,000

NO-6011M 無蛍光プレート　200×400×5　平板 ¥17,000 NO-6031MC 無蛍光プレート　300×400×3　平板 ¥16,500

NO-6010M 無蛍光プレート　200×400×5　切込 ¥22,000 NO-6030MC 無蛍光プレート　300×400×3　切込 ¥22,000

NO-6032MＣ 無蛍光プレート　300×475×3　平板 ¥24,000

NO-6033MＣ 無蛍光プレート　300×475×3　切込 ¥19,000

NO-6032M 無蛍光プレート　300×475×5　平板 ¥33,000

NO-6033M 無蛍光プレート　300×475×5　切込 ¥26,000



CIC-150 UVカットカバー（150×150用） ¥8,000

CIC-200 UVカットカバー（200×200用） ¥8,000

LED-B600 66球ハイパワーＬＥＤ ¥50,000

PA-702

PA-753 シェーカー用ホルダー50ml×5本用 ¥8,000

BCM-720Ｓ ミニウェーブシェーカー ¥86,000

PA-704

¥10,000

BCM-735

¥32,000

BCM-732

PA-706

PA-703

¥10,000

回転ホルダー　試験管12φ～18φ ¥19,000

¥12,000

¥78,000

¥99,800

PA-705

GFP-V600 ＧＦＰ用ハイパワーＬＥＤ

回転ホルダー　15mℓ×4本用

型番

BC-710Ｉ 価格

BC-710

¥39,800

ミニディスクローター　高速 ¥70,000

LI-410 青緑LEDトランスイルミネーター ¥128,000

LED-BG3W 青緑LEDイルミネーター ¥128,000

回転ホルダー　1.5mℓ×12本用 ¥9,000PA-701

FB-V300 スリムバンドビューアー

LI-420 青緑ハイパワーLEDトランスイルミネーター ¥198,000

回転ホルダー　50mℓ×2本用 ¥9,000

回転ホルダー　1.5mℓ×20本用

BP-312 セミドライパワー　12Ｖ　800mA ¥17,000 CI-310B トランスイルミネーター 200×200 312/254nm ¥160,000

PA-055 ミニ電源　50/100Ｖ ¥9,800 CI-320B トランスイルミネーター 200×200 365/254nm ¥160,000

　ローテーター・シェーカー

　LEDトランスイルミネーター
商品名 価格

型番 商品名

ミニディスクローター　低速 ¥60,000

CI-120B トランスイルミネーター 150×150 254nm ¥110,000

BP-T5 パワードライブ　500Ｖ　400mA ¥84,000 CI-210B トランスイルミネーター 200×200 312nm ¥135,000

BP-T3 パワードライブ　500Ｖ　200mA ¥69,000

BP-T8 ブロットパワードライブ　200Ｖ　2A ¥98,000 CI-220B トランスイルミネーター 200×200 254nm ¥135,000

BP-TW10 パワードライブ　100Ｗ　999Ｖ　600mA ¥160,000 CI-300B

　電気泳動用電源装置 　UVトランスイルミネーター
型番 商品名 価格 型番 商品名 価格

BP-TN30 パワードライブ　300Ｖ　300mA ¥49,800 CI-110B トランスイルミネーター 150×150 312nm ¥110,000

トランスイルミネーター 200×200 365/312nm ¥160,000

¥9,000

LED-3C ハイパワーＬＥＤ

WI-500 ホワイトビューアー ¥39,800

ジョイントホルダー ¥2,800

LED-3C専用ゴーグル

¥38,000

¥35,000

PA-21T 観察用トレイ

VPA-1100 観察用切り出しプレート/LI-410

VPA-1000 観察用切り出しプレート

パーソナルシェーカー　低速 ¥39,800

パーソナルシェーカー　高速 ¥39,800

PA-V300f 写真撮影用フィルター　100×100mm

GFP-V600G

VPA-200 LED-B600専用ゴーグル

ＧＦＰ用ハイパワーＬＥＤゴーグル

¥10,000

BCM-700Ｓ

¥10,000

卓上小型シーソーシェーカー ¥65,000 VPA-2000

VPA-1500 ゲル切り出しボックス（小）

ゲル切り出しボックス

VPA-100

BC-700 シーソーシェーカー ¥99,800

VPA-1800 ゲル切り出しボックス/LI-410

¥99,800

ラボシェーカー（ロータリー） ¥99,800

BC-750 エイトシェーカー ¥175,000

BC-720 ウェーブシェーカー ¥175,000

BC-740

BC-730 ラボシェーカー（レシプロ）

PA-737 電池パック/BCM-735,732

ゲルカッティングトレイ　190×180

PA-751

PA-754 シェーカー用ホルダー1.5ml×18本用 ¥8,000

¥2,000

シェーカー用二段架台

　カッティングトレイ
商品名

¥2,500

　ゲル撮影装置
型番 商品名

¥3,500VPA-300 泳動槽用オレンジフィルター

¥9,000¥18,000

PA-752 シェーカー用ホルダー15ml×8本用 ¥8,000 ¥1,200

L-0021 ロール紙　10本組 ¥30,000

PR-100

液晶モニター ¥80,000

サーマルプリンター

EK-100

価格
¥198,000

¥152,000

¥228,000

L-0016 ロール紙（光沢）　6本組 ¥20,000

IB-200CMT ゲル撮影システム（CMOS） ¥780,000

IB-200CM ゲル撮影切り出し装置（CMOS） ¥530,000

AX-400L バイオプリンター（LED） ¥980,000

AX-400U2 バイオプリンター（UV 312/365nm） ¥950,000

AX-400U1 バイオプリンター（UV 312nm） ¥930,000

価格
¥4,600

¥4,000UVX-90

DS-450 Ｂ-ｂｏｘ デジカメ撮影装置（150×150用） ¥138,000

SK-470

型番
UVX-110

Ｂ-ｂｏｘ デジカメ撮影装置（200×200用）

デジカメ撮影切り出し装置

DS-430

ゲルカッティングトレイ　160×140



　レディメイドゲル

SDG ﾀﾝﾊﾟｸ分析用　ﾄﾘｽ塩酸ｹﾞﾙ　ﾌﾟﾚｰﾄｻｲｽﾞ100×100 ¥9,000 CBB-1000 ワンステップＣＢＢ染色液　1ℓ ¥19,800

CBB-250 ワンステップＣＢＢ染色液　250ｍｌ ¥7,000

　タンパク染色液
PDG ﾌﾟﾛﾃｵｰﾑｹﾞﾙｻｲｽﾞ　二次元泳動用　両面通常ｶﾞﾗｽ ¥20,000

型番 商品名 価格RDG ﾌﾟﾛﾃｵｰﾑｹﾞﾙｻｲｽﾞ　二次元泳動用　両面無蛍光ｶﾞﾗｽ ¥20,000

QDG ﾌﾟﾛﾃｵｰﾑｹﾞﾙｻｲｽﾞ　二次元泳動用　片面無蛍光ｶﾞﾗｽ ¥14,000

MDG ﾀﾝﾊﾟｸ分析用　ﾄﾘｽ塩酸ｹﾞﾙ　ﾌﾟﾚｰﾄｻｲｽﾞ160×100 ¥12,000

GRR-500 GRR Post Stain 10000X in Water　0.5ｍｌ ¥19,800

MPG ﾎﾟﾘﾍﾟﾌﾟﾁﾄﾞ分析用　ﾄﾘｽ塩酸ｹﾞﾙ　ﾌﾟﾚｰﾄｻｲｽﾞ160×100 ¥12,000

GRR-100 In Gel Stain R　0.5ml ¥14,000

GRG-500 GRG Post Stain 10000X in Water　0.5ｍｌ ¥19,800

MTG ＤＮＡ分析用　ＴＢＥｹﾞﾙ　ﾌﾟﾚｰﾄｻｲｽﾞ160×100 ¥12,000

LDG ﾎﾟﾘﾍﾟﾌﾟﾁﾄﾞ分析用　ﾄﾘｽ塩酸ｹﾞﾙ　ﾌﾟﾚｰﾄｻｲｽﾞ160×160 ¥15,000 GRR-1000 GRRed Loading Buffer 6X　1ｍｌ ¥8,000

LTG ＤＮＡ分析用　ＴＢＥｹﾞﾙ　ﾌﾟﾚｰﾄｻｲｽﾞ160×160 ¥15,000 GRG-100 In Gel Stain G　0.5ml ¥14,000

¥25,000

MS-200 顕微鏡用VGAカメラ ¥168,000

¥360,000

MS-10 ハイパワーリングライト

¥198,000MS-200M 顕微鏡用VGAカメラモニターセット

MS-4K 顕微鏡用4Kカメラ ¥228,000

MS-4KM 顕微鏡用4Kカメラモニターセット ¥288,000

◆消耗品・試薬◆
　ＤＮＡ染色液

型番 商品名 価格 型番 商品名 価格
LDG ﾀﾝﾊﾟｸ分析用　ﾄﾘｽ塩酸ｹﾞﾙ　ﾌﾟﾚｰﾄｻｲｽﾞ160×160 ¥15,000 GRG-1000 GRGreen Loading Buffer 6X　1ｍｌ ¥8,000

型番 商品名 価格

SPG ﾎﾟﾘﾍﾟﾌﾟﾁﾄﾞ分析用　ﾄﾘｽ塩酸ｹﾞﾙ　ﾌﾟﾚｰﾄｻｲｽﾞ100×100 ¥9,000

　アガロースゲル
XPG 特殊ﾐﾆｹﾞﾙｻｲｽﾞ　ﾎﾟﾘﾍﾟﾌﾟﾁﾄﾞ分析用　ﾄﾘｽ塩酸ｹﾞﾙ ¥10,000

XTG 特殊ﾐﾆｹﾞﾙｻｲｽﾞ　ﾀﾝﾊﾟｸ分析用　ﾄﾘｽ塩酸ｹﾞﾙ ¥10,000

STG ＤＮＡ分析用　ＴＢＥｹﾞﾙ　ﾌﾟﾚｰﾄｻｲｽﾞ100×100 ¥9,000

PA-G113 スタンダードアガロース　100ｇ ¥13,500

PA-G100 アガロース　100g ¥9,000

PA-G150 アガロース　500g

XTG 特殊ﾐﾆｹﾞﾙｻｲｽﾞ　ＤＮＡ分析用　ＴＢＥｹﾞﾙ ¥10,000

¥42,000

型番 商品名 価格
　ＤＮＡラダーマーカー

MB107-1 100bp DNA laddre　500ng ¥5,500

MP111-1 100bp Plus DNA ladder　500ng ¥5,500

MG108-1 1Kb DNA ladderⅡ　500ng ¥5,500

　タンパクラダーマーカー

G-02101 ＡｃｃｕＲｕｉｅｒ　プレステインタンパクマーカー　250μℓ ¥7,800

型番 商品名 価格

G-02102 ＡｃｃｕＲｕｉｅｒ＋　プレステインタンパクマーカー　250μℓ ¥9,800

　Weastern Marker
型番 商品名 価格

DM201 EasySee Weatern Marker 250μℓ ¥24,800

TDM201 EasySee Weatern Marker トライアルキット15μℓ ¥1,500

DM211 EasySeeⅡ Weatern Marker　250μℓ ¥34,000

DM212 EasySeeⅡ Weatern Marker 125μℓ ¥18,000

TDM211 EasySeeⅡ Weatern Marker トライアルキット15μℓ ¥2,500

HS-LED ¥550

型番 価格
HS-GRG ¥4,500

HS-FS ¥500

　高校実習用
商品名

GRGreen Loading Buffer 6X　250µl

オレンジフィルター　100×100mm

LEDボタン（青）

MS-100 三眼ズーム式実体顕微鏡 ¥135,000

MS-300 実体顕微鏡カメラセット

　顕微鏡
型番 商品名 価格

MS-500B 正立顕微鏡（双眼） ¥80,000

MS-500T 正立顕微鏡（三眼） ¥90,000

DMS-1500 ¥24,800

M-A ¥10,000

M-B ¥10,000

M-C ¥10,000

M-D ¥10,000

ブロック　2.0ml×15本

ブロック　1.5ml×15本

ブロック　0.5ｍｌ×24本

ブロック　0.2ml×32本（PCR8連チューブ用）

ブロック　0.2ml×32本 平底

超薄型デジタルマグネティックスターラー

MS-10KP マルチスピン10K＋ ¥59,800

MS-6K マルチスピン6k ¥39,800

¥38,000

型番
RH-mini

価格商品名
ドライバスインキュベーター

　小型汎用機器

M-F ¥10,000

PA-301 アダプターリング（23.2→30mm用） ¥3,000

MS-11 リングライト ¥15,000

MS-20 グーズネックツインLED ¥28,000

MS-30 顕微鏡用スマートフォンアダプター ¥12,800


