
予算申請用カタログ
製品ダイジェスト価格表&キャンペーン情報を記載

カタログ有効期間 2019年8月1日～2020年4月30日

特注・その他

既存の機器では困難な、
今までにない新たな技術を取り入れた
機器を研究者と共に作り上げます。
創意工夫と既知のノウハウの融合の為
に知恵を絞ります。

ヒスコトロン  特殊ジェネレーターシャフト

世界最小ジェネレーターシャフト  NS-2

様々な特注装置

精密加工技術を活かし、希少サンプルに
対応するために開発された、Φ2.4ｍｍの
ジェネレーターシャフトです。50μLチュ
ーブ中で破砕処理が行えます。

▶LEDリング型照明  ヘブンズグロリア
▶１D電気泳動バンド 一括分取型 ゲルピッカー
▶高濃度シリコンゲル自動分注装置
▶フィールド・センサー機器
▶動物細胞カッター
▶細胞培養用シリンジ式細胞破砕器
▶小動物回転運動ケージ「くるくるラット君」  …etc

※本カタログ掲載製品の価格や仕様は、予告なく変更される場合が
　ございますので予めご了承をお願い致します。
※価格の表示は全て税抜きとなっております。

ユーザーの立場に立って使いやすい製品を作ります。
ご注文頂いた物は、我々にとって損が出る場合でも、
信頼に応え誠意を尽くして御納め致します。

合理性を重んじ、常に独創と工夫をもって、無理の
無い製品を創ります。省スペースにして、後世に残る
ような堅牢な製品を創ります。

地球の環境を守るために、企業として社員一人ひとり
が、最善の努力を致します。

明日の世界を担う子供たちの教育を支援し、助成活動
を行います。

弊社の方針

ユーザーに対して︓ 製品に対して︓

環境に対して︓ 教育に対して︓

熊本・東日本大震災により被害を受けられました皆様に心よりお見舞い申し上げます。
一日も早い復旧と皆様のご健康を心からお祈り申し上げます。

がんばろう︕日本

による

DLCジェネレーターシャフト

2019研究者応援キャンペーン

開催期間中に破砕装置・微弱光測定装置・ゼータ電位測定装置・コロニーピッカーなど、
各製品ごとに特別価格や特典でのキャンペーンを開催します。

本キャンペーンは、国内の研究者に安価で便利な研究機器をご提供することで
研究者を応援することを目的に期間中にさまざまな連動企画を実施する
大型キャンペーンとなっております。

随時ホームページにて発表予定！

DLC(diamond like carbon) による
表面処理で、既存のジェネレーター
シャフトの耐薬品性・耐腐食性・耐
摩耗性を向上させました。

「こんな事（装置）ができないか？」そんなご要望にお応えした事例



ハンディ型

ハンディ型専用

型式名 仕様 定価

NS-360D 50W 5,000～30,000rpm ¥470,000

NS-310EⅢNS-360D

型式名 仕様 定価

NS-310EⅢ 35W 5,000～35,000rpm ¥280,000

タイマーコントロール
実回転数表示
デジタル制御

小型・フットスイッチ対応

※モータースタンドは別売りです（定価¥20,000）

NS-57S NS-1000

50μL～20Lの幅広いサンプル破砕や乳化・分散処理など多用途に使えるホモジナイザー本体です。

ドライブユニット

スタンド型

本体 ジェネレーターシャフト１

¥270,000 ¥320,000＋

ジェネレーターシャフト2

2本目を
同時購入

¥230,000→¥115,000＋ 11万5千円お得︕

※本体・シャフトの組み合わせは多数ございます。
　キャンペーンの詳細はお問い合わせ下さい。

型式名 仕様 定価

NS-57
300W

1,000～24,000rpm ¥520,000

NS-57S
タイマー機能付, 回転表示付, 300W
1,000～24,000rpm ¥690,000

中用量（100ｍL～3L）タイプ
多機能・インバーター制御

その他アクセサリー

型式名 仕様 定価

NS-52
230W

3,500 ～26,000rpm ¥270,000

NS-52K
回転計付, 230W
3,500 ～26,000rpm ¥340,000

型式名 仕様 定価

NS-1000
750W

1,000～22,000rpm ¥980,000

NS-1000S タイマー機能付,回転計付,750W 1,000～22,000rpm ¥1,150,000

ジェネレーターシャフト 「2本目半額」

中用量（100ｍL～3L）タイプ
スタンダード型

大容量（3L～20L）タイプ

型式名 定価

CC-05/CC-30 ¥60,000～

FI-20/FO-20 ¥100,000～

C-Mix ¥150,000～

無料
貸出

無料
貸出

無料
貸出

無料
貸出

無料
貸出

少量タイプ
（500μL～50mL）

NS-7 NS-4 NS-3

微量タイプ
（100μL～5ｍL）

極微量タイプ
（50μL～2ｍL）

「ドライブユニット＋ジェネレーターシャフト」のセット購入者限定！

クーリングセル
CC-05/CC-30

フローアダプター
FI-20/FO-20

遠心撹拌体
C-Mix

☆その他にも様々なキャンペーンを開催しております。随時ホームページにて発表予定！

型式名 仕様 定価

CP-100WP エアープレス式（強力タイプ） ¥480,000

CP-50W ハンマー式（手動タイプ） ¥150,000

CPC-BWA スペアー内セル３個セット ¥120,000

液体窒素を使って凍結温度下で破砕ができる︕組織中のmRNA抽出に最適

動物組織︓筋肉・神経・皮膚・毛髪・軟骨
植物組織︓繊維質・硬組織・酵母・大腸菌

セルは大中小の3種類から自由にお選びいただけます。

凍結破砕装置　クライオプレス
無料
貸出

クライオプレス
CP-100WP

熱変性を防ぎ、強固なサンプルに対応

叩いて
砕く!

ホモジナイザー
凍結破砕装置
超音波ホモジナイザー
ビーズ・クラッシャーく･混ぜる

回転刃式ホモジナイザー ヒスコトロン

ドライブユニットに取付けて使用します。用途に合わせて様々な先端形状がございます。

ジェネレーターシャフト

スタンド型専用

型式名 仕様 定価

NS-10 ¥210,000

NS-20 φ20×200mm ¥230,000

NS-30U φ32×200mm ¥320,000

NS-35G/20P φ35×220mm ¥360,000

NS-35UG/20P φ35×220mm ¥390,000

NS-12CG/10P φ12×140mm ¥260,000

NS-20CG/20P φ20×200mm ¥270,000

NS-3 φ3.5×58mm ¥190,000

NS-4 φ4.5×80mm ¥170,000

NS-7 φ7×100mm ¥160,000

少量タイプ
（1～250mL）

NS-10

万能タイプ
（5～2000mL）

NS-20

乳化タイプ
（50～3000mL）

NS-30U

大量処理タイプ
（0.1～3L）
NS-35G

多重乳化タイプ
（0.1～3L）
NS-35UG

櫛形少量タイプ
（1～250ｍL）
NS-12CG

櫛形万能タイプ
（5～2000ｍL)
NS-20CG

側面に開放穴があるオープン型（P）タイプ
シャフト洗浄が容易な密閉（TP）タイプ

Pタイプ

TPタイプ

洗浄が容易な櫛形刃CGシリーズ シャフト （軸）

ジェネレーター （先端）

繊維質に
最適︕

※乾熱滅菌（200℃）対応タイプもございます。
※その他、各種処理に特化した製品がございます。

キャン
ペーン

砕
動物・植物細胞の破砕・抽出 無機材料の破砕・均質化 エマルションの作成・油水の乳化分散処理

NS-52 NS-20NS-30U

φ10.5×140mm

NS-57/57S NS-52/52K NS-1000/1000S

製品紹介動画

製品紹介動画

NS-52
※容器押さえは別売りです



無料
貸出

型式名 定価

TK-AM7 ¥690,000

TK-AM7-48 ¥150,000

型式名 仕様 定価

BMS-A20TP 最大384試料破砕 450～1100rpm ¥2,400,000

BMS-M10N21 卓上小型機 450～1500rpm ¥2,100,000

オートミル

ROTOR HDA PHENOBOOTH

シェイクマスター

※ラック、ブロック、チューブ、ビーズは別売りです。 ※価格はお問い合わせ下さい。※破砕ブロックは別売りです。

シェイクマスター オート
BMS-A20TP

シェイクマスター ネオ
BMS-M10N21

2ml x 48 専用 破砕ブロック
TK-AM7-48

ROT-001  ROTOR HDA PHV-00  Pheno Booth

オートミル
TK-AM7

その他破砕装置など

型式名 仕様 定価

NR-50M-MT2 φ2㎜ ¥80,000

NR-50M-MT3 φ3㎜ ¥55,000

NR-50M-MT6 φ6㎜ ¥55,000

NR-300M-MH12
+NR-300M-MT12

φ12㎜ﾎｰﾝ
＋先端ﾁｯﾌﾟ ¥142,000

NR-300M-MH20
+NR-300M-MT20

φ20㎜ﾎｰﾝ
＋先端ﾁｯﾌﾟ ¥154,000

NR-600M-MT36 φ36㎜ ¥75,000

チップ価格︓

ビーズ式凍結破砕装置
密閉容器内で凍結破砕処理を行ないます。

ビーズ式多検体細胞破砕装置
384サンプル同時破砕処理が行えます

DNA断片化・タンパク質の可溶化・大腸菌の破砕・高分子の乳化処理

型式名 仕様 定価

NR-50M ハンディ型 50Wタイプ ¥360,000

NR-300M 中容量型 300Wタイプ ¥650,000

NR-600M 大容量型 600Wタイプ ¥1,190,000

ハンディ型から大容量型までラインナップ

▶コンパクト＆簡単操作
▶自動チューニング機能
▶タイマーモード
▶インターバルモード

超音波ホモジナイザー スマート
無料
貸出

本体価格︓

※ﾁｯﾌﾟは別売りです。本体とﾁｯﾌﾟを目的に合わせて組み合わせてお使いください。
※NR-300Mはﾎｰﾝと先端ﾁｯﾌﾟを組み合わせてお使いいただきます。 
※テーパー型や連弾式もございます。
※専用スタンド、消音ボックスなどのオプションがございます。

コロニーピッカー
コロニーカウンター
バーコード検体管理
ロボットシステム

スクリーニング用全自動化ロボット

コロニーピッカー Ｐｍ3 シリーズ

リアレイ・ロボットシステム

リアレイロボット
レプリカパッドの使用による
高速移植で菌体アレイを作成

型式名 定価

ROT-001
ROTOR HDA ¥15,000,000～

多機能コロニーイメージャー
コロニー画像を多機能的に
解析するスクリーニング支援ツール

型式名 定価

PHV-001
Pheno Booth ¥2,500,000～

バーコード検体管理システム サンコード

仕様 定価

サンコードシステム（スタンダード型） ¥1,480,000～
サンコードHT検体管理システム ¥1,980,000～

ラベラー付検体管理システム KLPS-1 ¥5,800,000～

コンパクト型  Pm3-1

PFD-110

▶2次元コードで取り違いを防止・セキュリティ履歴管理
▶ワイヤレス・ハンディターミナルの採用
▶液体窒素対応の強力ラベル

専用チップ

パソコン ＆
ラベルプリンター

ハンディ
ターミナルリーダ

検体の入庫・出庫管理

（英）SINGER 社製

型式名 仕様 定価

1Pinコンパクト型Pm3-1

Pm3-S1

Pm3-S2

¥7,200,000～

1Pinスタッカー型 ¥13,000,000～

2Pinスタッカー型 ¥19,000,000～

フィルム培地自動分注システム

型式名 定価

PFD-110 ¥15,000,000～

型式名 仕様

NT-4 最高回転数4,100 rpm
1,880 G

NT-8 最高回転数3,700 rpm
1,530 G

パートナー

血液検査に適した
ローコスト卓上遠心機

無料
貸出

パートナー
NT-8

ハイスループットスクリーニングが求められる、抗体医薬開発・タンパク質機能探索など各種菌探索などで、
圧倒的な納品実績があるコロニーピッキング（釣菌）・リアレイ・レプリカ作成装置です。

▶テレセントリックレンズ採用の高解像度の分割撮影
▶最大1000コロニー/hの高速・高精度のスライダー軸
▶コンパクト設計で省スペース化
▶２Pinヘッドタイプでハイスループットに対応

・菌体アレイ作成
・ファージディスプレイ
・GFP励起光源
・HEPAクリーンエアーユニット

Pm3シリーズの特徴

※リアレイ、PCRレプリカの機能追加が行えます。

・糸状菌ピッキング
・検体管理システム対応
・運転監視＋ログ保存機能

乾式フィルム培地での衛生検査を自動化

▶スワブ付きサンプル容器の開閉
▶ストマックバックからのサンプル分注
▶検体管理システム対応
▶HEPAクリーンエアユニット
▶インキュベーター・カウンターへの搬送

フィルム培地の搬送とサンプル分注の標準機能に検査業務に合わせて機能や処理項目/能力をカスタマイズ

コロニーを釣る･数える

Smurt
NR-600M

NR-50M-
MT6/3/2

コロニーピッカー・プロセス自動化・生体サンプルのデータベース管理

製品紹介動画



無料
貸出

粒子を測る

ゼータ電位測定
粒径分布測定
沈降/上昇速度

ゼータ電位・粒径分布測定装置

型式名 仕様 定価

ZC-3000

ゼータ電位測定 標準仕様 ¥4,500,000

粒径分布測定機能搭載型 ¥7,000,000

オプション ツインレーザー ¥800,000

ZC-3000は、顕微鏡電気泳動法に最先端の画像解析処理を組み合わせたゼータ電位測定装置です。

リアルタイムに観察しながら測定

環境分野
・水処理・排水処理・凝集剤・分散剤・土木・土壌・鉱物
・プランクトン・微生物・アスベスト・マイクロバブル

物質・材料
・セラミックス・触媒・カーボンナノチューブ・トナー
・カーボンブラック・顔料・インクジェット開発
・溶剤塗料・コーティング材料・製紙・燃料電池分野
・界面活性剤

ライフサイエンス
・赤血球・細胞・タンパク質・リボゾーム・ベクシル
・DDS・創薬全般

▶個々の粒子のゼータ電位を算出
▶凝集塊や異物粒子の確認
▶ゼータ電位や粒径の混在に対応
▶アーカイブ画像からの再測定

光源の使い分けで多様な粒子に

※レーザー光源の選択（赤・青・緑）・対物レンズ（5倍・20倍）など、その他カスタマイズにも対応致します。
※キャンペーンの詳細はお問い合わせ下さい。※キャンペーンの詳細はお問い合わせ下さい。

非極性溶媒対応
20mmセル

ZEECOM
ZC-3000

標準
極性溶媒セル

粒径測定用
恒温セル

ナノ粒子～ミクロン粒子まで幅広く測定

送液装置

LED透過光 LED散乱光 レーザー光

「コロイド分散系-ゼータ電位の光学的測定法」
JIS Z 8836

サンプルの測定デモ承っております
装置購入ご検討時の有効性判断として数点の無償デモをお勧め
しています。追加測定が必要な場合には有償での受託測定や
装置貸出等をご案内しております。

光 を測る

ルミノメーター
プレートリーダー
カスタム測定装置

ルミノメーター・プレートリーダー

生菌測定・活性酸素測定からルシフェラーゼアッ
セイまで様々なキットに対応した小型・簡便・高
感度なルミノメーターです。マイコプラズマ否定
試験にも対応します。

型式名 仕様 定価

GL-220 標準感度型（5×10-12M ATP） ¥630,000

GL-220A 高感度型（5×10-13M ATP）
¥800,000

→ ¥700,000

GL-220S 高感度・分注ﾎﾟｰﾄ付（5×10-13M ATP） ¥1,100,000

無料
貸出

無料
貸出プレートリーダー

ジーンライト
GL-220

Lumate Chem Well-T

（米）アウェアネス・テクノロジー社製

高感度ルミノメーター ルミカウンターNU-2600 シリーズ ZEECOM ZC-3000

▶0.01秒の短時間測定が可能
▶深海・真空・高温など極限環境測定
▶カスタマイズが自由自在︕

高感度・多機能・カスタマイズ可能なルミノメーター

型式名 仕様 定価

NU-2600E キュベット測定引き出し型（測定室φ30×55H㎜） ¥2,350,000

NU-2600S NU-2600E ＋恒温・撹拌機能付き ¥2,800,000

NU-2600D NU-2600S＋シリンジ型分注機２台付き ¥3,550,000

ルミカウンター
NU-2600S

ルミノメーター ジーンライト

型式名 仕様 定価

ChroMate-4 4chフィルター型
¥460,000

→ ¥360,000

ChroMate-6 6chフィルター型
¥550,000

→ ¥400,000

LuMate 発光プレートリーダー ¥925,000

Chem Well 2910 全自動EIAシステム ¥3,640,000

Chem Well-T コンパクト全自動アッセイ ¥1,840,000

▶長時間培養発光測定システム

▶多波長同時発光計測システム

シアノバクテリアの体内時計機能解析のため
培養環境で数週間計測するタイムラプス測定システムです。

２台の独立した検出器を搭載することで、
高時間分解能を必要とする細胞シグナル計測を実現しました。

無料
貸出

カスタマイズ事例

測定セル・オプション ラインナップ

顕微鏡
観察

画像
解析

＋

JIS規格対応製品

低価格・堅牢・多機能な96wellプレートリーダー

・粒径が異なる

分散安定性の評価指標

電気泳動の速さや向きの違い
を、個別に粒子を追尾し測定
します。

混合粒子系に対応

サイズや散乱光から粒径と
ゼータ電位の関係が得られます。

・凝集・沈殿効果
pH変化や凝集剤による
ゼータ電位の減少を評価します。

界面活性剤や表面処理による
ゼータ電位の増加を評価します。

・乳化・分散効果・ゼータ電位が異なる

キャン
ペーン

キャン
ペーン

キャン
ペーン

粒子①

粒子②

①＋②

ファイバー測光 スパイラル・フロー 電圧印加 ストップド・フロー 連続反応計測

製品紹介動画 製品紹介動画

水系～非水系、ナノ粒子～ミクロン粒子まで、幅広く測定ATP・抗酸化能・ルシフェリンルシフェラーゼ・カルシウムイオン・マイコプラズマの測定
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