


1521-902□

□カラー W 白 青B 黄Y 黒BL

□カラー C クリア 青B 赤R 黄Y 緑G オレンジO 紫V ピンクP黒BL

品　　番 価　格

ECOラック96穴

品　　名

1個

入　数

1511-205

品　　番 価　格

クリアチューブスタンド20穴

品　　名

1個

入　数

サイズ：W210㎜×D65㎜×H35㎜

サイズ：W227㎜×D66㎜×H27㎜　穴寸法 Φ11㎜

サイズ：W240.2㎜×D76.7㎜×H26.5㎜

2521-802□

品　　番

1,800円

価　格

チューブスタンド80穴

品　　名

1個

入　数

「歯抜け」マルチチャンネルピペットの準備

100％再生ポリプロピレンで製造されたエコノミー＆エコロジーな製品です。
一般的な80本立てラックより一回り大きい96本立ての1.5 / 2.0mL用
チューブスタンドです。側面には横軸の目安となる、書き込み用フロストがあり、
各ウェルの底はチューブを安定させる形状になっています。

1.5ｍLマイクロチューブチューブが20本立てられ、
10本立てが2列階段状になっています。
ポリカーボネート製で透明なので立てたままチューブの
底部が良く見えます。滑り止めのラバー付き。

ポリプロピレン製の1.5ｍL～2.0mLのチューブが
80本立てられるチューブスタンド。
豊富な9色のカラーバリエーションがあります。

48ウェルが 2面斜交いになった
96 本立てです。

1. チップ入りラックと空ラックを
　用意

各ウェルの底はチューブを安定
させる形状になっています。

2. マルチチャンネルピペットで
　1列とばしで移植します。

3.ラックの向きを変えて1チャンネル
　とばしでチップを装着します。

ウェル間隔は 18 ㎜ピッチなので
1チャンネルとばしにチップを装着
した「歯抜け」マルチチャンネル
ピペットが使用できます。

オートクレーブ可
AC

オートクレーブ可
AC

オートクレーブ可
AC

ポリプロピレン製

ポリプロピレン製

ポリカーボネート製

800円

1,200円



1521-902□

□カラー W 白 青B 黄Y 黒BL

□カラー C クリア 青B 赤R 黄Y 緑G オレンジO 紫V ピンクP黒BL

品　　番 価　格

ECOラック96穴

品　　名

1個

入　数

1511-205

品　　番 価　格

クリアチューブスタンド20穴

品　　名

1個

入　数

サイズ：W210㎜×D65㎜×H35㎜

サイズ：W227㎜×D66㎜×H27㎜　穴寸法 Φ11㎜

サイズ：W240.2㎜×D76.7㎜×H26.5㎜

2521-802□

品　　番

1,200円

価　格

チューブスタンド80穴

品　　名

1個

入　数

「歯抜け」マルチチャンネルピペットの準備

100％再生ポリプロピレンで製造されたエコノミー＆エコロジーな製品です。
一般的な80本立てラックより一回り大きい96本立ての1.5 / 2.0mL用
チューブスタンドです。側面には横軸の目安となる、書き込み用フロストがあり、
各ウェルの底はチューブを安定させる形状になっています。

1.5ｍLマイクロチューブチューブが20本立てられ、
10本立てが2列階段状になっています。
ポリカーボネート製で透明なので立てたままチューブの
底部が良く見えます。滑り止めのラバー付き。

ポリプロピレン製の1.5ｍL～2.0mLのチューブが
80本立てられるチューブスタンド。
豊富な9色のカラーバリエーションがあります。

48ウェルが 2面斜交いになった
96 本立てです。

1. チップ入りラックと空ラックを
　用意

各ウェルの底はチューブを安定
させる形状になっています。

2. マルチチャンネルピペットで
　1列とばしで移植します。

3.ラックの向きを変えて1チャンネル
　とばしでチップを装着します。

ウェル間隔は 18 ㎜ピッチなので
1チャンネルとばしにチップを装着
した「歯抜け」マルチチャンネル
ピペットが使用できます。

オートクレーブ可
AC

オートクレーブ可
AC

オートクレーブ可
AC

4515-400

品　　番

5,000円

価　格

アルミラック0.5mLチューブ用48穴

品　　名

1個

入　数

サイズ：
（4515-400） W196㎜×D61㎜×H27㎜　穴寸法 上段Φ8㎜/下段Φ6㎜
（4525-400） W255㎜×D91㎜×H37㎜　穴寸法 上段Φ11㎜/下段Φ8㎜

サイズ：W118㎜×D82㎜×H52㎜

5,000円アルミラック1.5/2.0mLチューブ用48穴 1個4525-400

腐食しにくいようにアルマイト処理されています。
48本立てで数字とアルファベットで座標番号が印刷されています。
実験台の上で滑らないように底部にラバーが付いています。
アルミニウム製（アルマイト処理）

ポリプロピレン製

ポリプロピレン製

ポリカーボネート製

ポリカーボネート製

1522-2451

品　　番 価　格 単　価

ピッコロラック　スクリューチューブ用

品　　名

10個

入　　数

1522-2453 ピッコロラック　マイクロチューブ用 10個

オートクレーブ可能な24本立てのミニチューブラックです。
液体窒素（気相）やディープフリーザー保存も可能です。

4515-400 4525-400

透明なので立てたままチューブ
の底部がよく見えます。
ラック内にクラッシュアイスを入
れて使用することもできます。

スクリューチューブ用ピッコロラッ
クには各ウェルにノッチ（ギザギザ
部分）が付いており、チューブのリ
ブにフィットして片手でキャップを
開閉することができます。

ウェル間隔は18㎜ピッチなので1
チャンネルとばしにチップを装着
した「歯抜け」マルチチャンネル
ピペットが使用できます。

オートクレーブ可
AC

1522-2451

1522-2453

800円

1,200円

9,500円 950円

9,500円 950円



956-0296

956-0296

品　　番

20,000円

価　格

アルミブロック　0.2mL  PCRチューブ用

品　　名

1個

956-1524

956-1524

20,000円アルミブロック　1.5mL  チューブ用 1個

入　　数

956-0215

956-0215

25,000円アルミブロック　PCRマルチ 1個

956-0515

956-0515

25,000円アルミブロック　マルチ 1個

アルミ切削加工で作られており、アイスバスケットに入れて
急速冷凍ができます。
PCRマルチは0.2mLが24本（2×12）、0.5mLが5本、
1.5mLが24本（4×6）のミックス、マルチは0.5mLが20本（4×5）、
1.5mLが24本（4×6）のミックスタイプです。
アルマイト特殊コーティング製品など特注仕様はご相談ください。

サイズ：W123㎜×D85㎜×H25㎜

1512-952

品　　番 価　格 単　価

PCRチューブラック96穴PC

品　　名

10個

入　　数

1512-952BL PCRチューブラック　遮光タイプ96穴PP 10個

0.1ｍL、0.2mL PCRシングルチューブを96本収納できます。－80℃での保存や
オートクレーブが可能です。遮光タイプは光に弱いサンプルの保存に最適です。
本体・フタ：ポリカーボネート製（遮光タイプはポリプロピレン製）
プレート：ポリプロピレン製
サイズ：W118㎜×D82㎜×H40㎜

サイズ：W126㎜×D89㎜×H32㎜　穴寸法 Φ6㎜

0.2mL PCRチューブやプレートを収納できます。
ワークアップラックにはめ込むこともできます。
ポリプロピレン製でオートクレーブやフリーザー保存が可能です。

2512-922□

品　　番

2,500円

価　格

0.2mL PCRチューブラック96穴

品　　名

1個

入　　数

□カラー 青B 緑G

1512-952

1512-952BL

オートクレーブ可
AC

オートクレーブ可
AC

アルミニウム製

本体・フタ：ポリカーボネート製
プレート：ポリプロピレン製

ポリプロピレン製

ポリプロピレン製

10,700円 1,070円

12,900円 1,290円



サイズ：W215㎜×D118㎜×H50㎜
　　　  穴寸法（24本立部分）Φ11㎜
　　　　 　　 （16本立部分）Φ8㎜
　　　　  　　（32本立部分）Φ6㎜

サイズ：（50穴）W146㎜×D76㎜×H55㎜
　　　 （81穴）W131㎜×D131㎜×H52㎜

2552-222□

品　　番

4,800円

価　格

ワークアップラック

品　　名

1個

入　　数

□カラー 青B 緑G

2512-922をはめ込んで
使用することもできます。

1577-550□

品　　番

耐熱性・耐衝撃性に優れたポリカーボネート製（プレートはポリプロピレン製）の保存ボックスです。
各社凍結保存チューブ（2.0mLまで）が使用できます。
ズレ防止のツメがついているので積み重ねができます。
まじきりには識別に便利な番号が刻印されています。
液体窒素（気相）やディープフリーザー保存に使用できます。

価　格 単　価

ハニカムラック50穴

1577-550

品　　名

10個

1577-850□ ハニカムラック81穴

1577-850

10個

入　　数

□カラー W 白 青B 赤R 黄Y 緑G

12.5㎜

12.5㎜

ウェル寸法（原寸）

3種類のチューブを同時に収納できます。
1.5mLチューブ24本（4×6）
0.5mLチューブ16本（2×8）
0.2mLチューブ32本（4×8）
ポリプロピレン製でオートクレーブや
フリーザー保存が可能です。

オートクレーブ可
AC

オートクレーブ可
AC

ポリプロピレン製

ラック：ポリカーボネート製　　プレート：ポリプロピレン製

8,800円 880円

9,400円 940円





マット紙タイプのフリーズボックスです。
光触媒コーティングされているので霜が付きにくくなっています。

457-1550

品　　番

9,000円

価　格

750円

単　価

ホワイトペーパーフリーズボックス50　1.5 / 2.0mLチューブ用

品　　名

12個

457-0510 9,000円 750円ホワイトペーパーフリーズボックス100　0.5mLチューブ用 12個

457-0296 9,000円 750円ホワイトペーパーフリーズボックス96　0.2mLチューブ用 12個

457-1500 9,000円 750円ホワイトペーパーフリーズボックス100　1.5 / 2.0mLチューブ用 12個

457-1581 9,000円 750円ホワイトペーパーフリーズボックス81　1.5 / 2.0mLチューブ用 12個

入　　数

457-1500 457-1581
箱の底に各ウェルの座標番号が
表示されています。

457-1550

サイズ：W79㎜×D150㎜×H50㎜
　　　 （穴寸法）W12㎜×D12㎜×H30㎜

サイズ：W150㎜×D150㎜×H50㎜
　　　 （穴寸法）W12㎜×D12㎜×H30㎜

サイズ：W134㎜×D134㎜×H50㎜
　　　 （穴寸法）W12㎜×D12㎜×H30㎜

サイズ：W111㎜×D117㎜×H35㎜
　　　 （穴寸法）W8㎜×D8㎜×H20㎜

サイズ：W92㎜×D133㎜×H30㎜
　　　 （穴寸法）W6.5㎜×D6.5㎜×H15㎜

457-0510 457-0296

ポリプロピレン製

サイズ：（100穴）W153㎜×D140㎜×H54㎜　穴寸法 12.7㎜×12.7㎜
　　　 （50穴）W153㎜×D71㎜×H54㎜　穴寸法 12.7㎜×12.7㎜

2572-102□

品　　番

2,800円

価　格

チューブラック1.5/2.0mLチューブ用　100穴

品　　名

1個

2572-502□ 2,500円チューブラック1.5/2.0mLチューブ用　50穴 1個

2572-502BL 4,000円チューブラック1.5/2.0mLチューブ用　50穴ブラック 1個

入　　数

ポリプロピレン製でヒンジ式フタを採用しているので
フタの開け閉めが安全で便利です。

50穴 / 100穴チューブラック

□カラー N ナチュラル 青B 黄Y 緑G オレンジO ピンクP

2572-102□

2572-502□



15mL・50mL遠沈管各4本立ての専用ラック。
トレイの向きを変えることでフローターとしても使える
2WAY仕様です。
ポリプロピレン製でオートクレーブも可能です。

158-102BL

品　　番 価　格 単　価

スライドケース黒

品　　名

30個

入　　数

コンパクトなプラスチック製スライドケースです。
遮光タイプで10枚のスライドガラスを収納できます。

ポリプロピレン製

ポリプロピレン製

※スライドガラスは含まれません。

品　　番 品　　名 入　　数 価　格

1541-809 1,600円遠沈管フローターラック ”Jellyfish” 1個

トレイを底にセットし、
受け皿として使用します。
トレイを底にセットし、
受け皿として使用します。

トレイを上面にセットし、
浮力で遠沈管が
浮き上がるのを
防止します。

フローターラックとしても使える遠沈管専用ラック

15mL・50mL遠沈管各4本立て

オートクレーブ可
AC

8,600円 286.7円


