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AHG-160D＋ジェネレーターシャフト
HT-1018

223,850 117,150 普通 有
2000～27000rpm、モーター：160W、最高
粘度：5000mPa･s、処理量：10～1000mL
ローター径：18mmφ

HG-200（本体）＋スタンド 227,700 88,000 美 有 ～20000rpm、モーター：DC250W
ジェネレーターシャフト

HT-1018
78,650 39,325 美 無 10～1000mL用

IKA
T10 basic＋シャフトS10N-8G＋クラン

プ＋収納ケース
287,100 110,000 美 有

ハンディータイプ、最高回転数：8,000
～30,000rpm/6段階、モーター：125W、
処理量：1mL～50mL

PT10/35＋ジェネレーターシャフトPTA 
7 EC＋スタンド

127,315 普通 無
最高回転数：30,000rpm、モーター：
710W、処理量：0.3～10mL

PT-MR6000＋スタンド 44,000 普通 無
最高回転数：25,000rpm、モーター：
750W

エスエムテー 超音波ホモジナイザー・UH-50 440,000 209,000 美 無

ハンディータイプ、出力：50W、周波
数：20kHz、最大振幅：40μm、チップ材
質：チタン合金製、チップ：φ3mm×
L136mm、発振機能 連続・パルサー(ス
イッチ切換）

トミー精工 超音波ホモジナイザー・UD-200・NEW 847,000 402,325 美 有

出力：200W、周波数：20kHz、最大振
幅：40μm、チップ：TP-012、発振機能 
連続・タイマー
付属品：アンプ＋コンバーター＋フラッ
トチップ＋スタンド

デジタル撹拌機BL-300D＋スタンド＋
シャフト＋汎用撹拌翼φ38mm

112,640 63,800 普通 有
中粘度用、回転数：～3000rpm、定格ト
ルク：0.2N・m、タイマー機能、φ8mm用
チャック

トルネードSM-102＋スタンド＋シャフ
ト＋汎用撹拌翼φ38mm

105,050 63,800 美 有

中粘度用、回転数：20～1200rpm、定格
トルク：0.25N・m、正転/逆転切り換え
機能、φ8mm用コレット型手締めチャッ
ク

高トルク低速撹拌機DC-300RM＋スタン
ド＋シャフト＋汎用撹拌翼φ38mm

253,660 126,830 普通 有
高粘度用、回転数：～300rpm、定格トル
ク：5.88N・m、回転計付、φ8mm用
チャック

ホモジナイザー
（ポリトロン）

KINEMATICA

ASONE

ASONE

休眠・廃棄・買換機器、高価買取中！！
お問い合わせ後→即査定→現金化

https://suzuki-shouji.co.jp

ヤフオクストアサイト　http://auctions.yahoo.co.jp/jp/booth/dottidemojp
ヤフーショッピングサイト　https://store.shopping.yahoo.co.jp/suzuki-shouji/

技術営業 博士（工学）鈴木千尋、TEL：043-310-6323 FAX：043-310-6324
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〒289-1114 千葉県八街市東吉田750番地2
E-mail：c-suzuki@suzuki-shouji.co.jp
価格表示（税込、別途送料必要）

ホモジナイザー
（ソニック）

ホモジナイザー
（汎用撹拌）
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スリーワンモータ・ハイパワーBLH600
＋組立式スタンド＋シャフト＋汎用撹

拌翼φ38mm・NEW
222,970 111,485 美 有

中高粘度用、回転数：10～600rpm、定格
トルク：1.3N・m、正転／逆転切換え
（タイマー・手動）、φ8mm用コレット
型手締めチャック

スリーワンモータ・ハイパワーBLH300
＋組立式スタンド＋シャフト＋汎用撹

拌翼φ38mm
222,970 96,800 美 有

高粘度用、回転数：5～300rpm、定格ト
ルク：2.6N・m、正転／逆転切換え（タ
イマー・手動）、φ8mm用コレット型手
締めチャック

ホモジナイザー
（粉砕機）

IKA 分析ミルA11ベーシック A11BS1 254,100 114,345 普通 有

A11.1/標準ハンマー式カッター、A11.5/
粉砕容器80mL付
100W、28,000rpm固定
使用サイクル：1分ON・10分OFF、外寸：
85×85×240mm、重量：1.5kg

ASU-2D 68,970 42,920 新品在庫品 有
1.8L、40W、2周波：23/42kHz、ヒーター
付、2周波

ASU-3M 82,280 51,480 新品在庫品 有
2.7L、80W、42kＨｚ、ヒーター付、本体
/ステンレス（SUS304）

ASU-20 231,000 127,050 美 有
約20L、360W、40kHz、本体/PP（ポリプ
ロピレン）

VS-100Ⅲ 162,800 79,365 美 有
約3L、100W、28・45・100kHz三周波、本
体/PP（ポリプロピレン）

BRANSON8510J-DTH 440,000 209,000 普通 有
20.1L、320W、42kHz、 温 調 ヒ ー タ / タ イ 
マ / デ ィ ガ ス、本体＋蓋＋電源ケーブル

BRANSON3510J-MT 184,800 72,072 普通 有
5.7L、130W、42kHz、 温 調 ヒ ー タ / タ イ マ 
/ デ ィ ガ ス、本体＋電源ケーブル

BRANSON2510J-MT 92,400 36,035 普通 有
2.8L、125W、42kHz、本体＋電源ケーブ
ル

SHARP UT-105S 115,500 42,900 美 無 3L、100W、35kHz

本多電子
爆洗W-338＋W-118S

（槽タイプ振動子ユニット）
990,000 386,100 美 無

23LL、600W、28kHz、AC200V単相50/60Hz
仕様、本体＋槽蓋

ELMI

ミキサー機能付遠心機CM-70M-07
（1.5ml/2.0mlチューブx12本、0.5ml
チューブx12本、0.2mlチューブx12

本）

146,300 73,150 美 無
2000～7000rpmrpm、最大遠心力：3,200
×g、タイマー：～30分、ボルテック
ス：6段階

2800（冷却遠心、スイングローター：
RS-240＋バケット：054-6820：15mL×

16本）
494,450 197,780 美 有

冷却遠心、最高回転数：4,000rpm、最大
遠心力：2,610×g、バケット：054-6820
使用時：2,500×g、ローター使用回数：
約30回

3615（冷却遠心、アングルローター：
12024：2.0mL×24本）

803,000 231,000 普通 無
冷却遠心、最高回転数：15,300rpm、最
大遠心力：21,460×g、外寸：W31×D51
×H26cm、35kg

BRANSON

ASONE

超音波洗浄器

ホモジナイザー
（汎用撹拌）

新東科学

KUBOTA

遠心分離機
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2420（スイングローター：RS-240＋バ
ケット：15mL×4本）

258,445 99,275 普通 有

最高回転数：4,000rpm、最大遠心力：
2,610×g、本体＋スイングローター：
RS-240＋15mLコニカル管用1本バケッ
ト：053-4910：4個＋電源ケーブル

FB-4000（アングルローター：
1.5mL/2.0mL×6本）

93,500 35,530 普通 無
回転数：12000,9000,6000rpm(3点切
替）、遠心力：7740,4350,1940×g、タ
イマー：最大15分

ヘマトクリット遠心機Model3200
（ヘマトクリット毛細管×30本）

328,900 170,500 普通 無
最高回転数：12,000rpm、最大遠心力：
15,000×g、20kg

冷却微量高速遠心機5415R 585,860 292,930 普通 無

最高回転数：13,200rpm、最大遠心力：
16,100×g、本体＋ローター：F-45-24-
11：1.5/2.0mLマイクロチューブ×24本
＋電源ケーブル

微量高速遠心機5417C 418,770 139,590 普通 有

最高回転数：16,400rpm、最大遠心力：
25,000×g、本体＋ローター：F-45-30-
11：1.5/2.0mLマイクロチューブ×30本
＋電源ケーブル
欠品：ローター蓋

コクサン
H-11NA

（アングルローター：15mL×8本）
154,000 61,600 美 有

最高回転数：4,000rpm、最大遠心力：
2,000×g

ベックマン
アレグラX-22R＋SX4250（スイング
ローター：バケット用）＋S2096（ス

イングローター：プレート用）
1,423,431 570,370 普通 無 15,500rpm、冷却、卓上微量高速

Biochrom 可視光度計CO7500 112,200 67,320 美 無
搭載フィルター：440、470、490、520、
550、580、600、680nm、2019年製

BIO-RAD マイクロプレートリーダー680 1,254,000 286,000 普通 有

搭載フィルター：450nm、540nm、
595nm、メモリー機能、プリンター内
蔵、Ver1.7、液晶縦筋あり、数値視認可
能

サーモフィッ
シャー

サイエンティ
フィック

超微量紫外可視分光光度計
NanoDrop1000/ND-1000

1,320,000 528,000 普通 有

最小サンプルボリューム：1μL、サンプ
ル数：1、光源：キセノンフラッシュラ
ンプ、光路長：0.5mm、測定波長：220～
750nm、解析ソフト内蔵ノートPC
（Win7）付

島津
紫外可視分光光度計UV-1700
（シッパーユニット）付

1,636,778 297,000 普通 無

測定波長：190.0～1100.0nm、スペクト
ルバンド幅1nm、波長正確さ：±0.3nm、
波長繰り返し精度：±0.1nm、測光正確
さ：±0.002Abs、測光方式：ダブルビー
ム測光方式、積算点灯時間：重水素ラン
プ（D2）：977h・タングステンハロゲン
ランプ（WⅠ）：971h

エッペン
ドルフ

遠心分離機

KUBOTA

分光光度計
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紫外可視分光光度計UVmini-1240 847,000 330,330 普通 有
測定波長：190.0～1100.0nm、スペクト
ルバンド幅5nm、波長設定：0.1nm、測光
方式：シングルビーム測光方式

紫外可視分光光度計UV-1800
シングルセル仕様・NEW

1,740,200 605,000 美 有

測定波長：190.0～1100.0nm、スペクト
ルバンド幅1nm、迷光0.02%以下、ベース
ライン平坦度±0.0006Abs以内、測光方
式：ダブルビーム測光方式、USB対応、
積算点灯時間：重水素ランプ（D2）：
7h・タングステンハロゲンランプ（W
Ⅰ）：6h、解析ソフト（UV Probe）内蔵
ノートPC付

日立
ダブルビーム分光光度計 U-2800A

（シッパーユニット）付
1,430,000 275,000 普通 有

測定波長：190.0～1100.0nm、スペクト
ルバンド幅1.5nm、最高波長スキャン速
度3600mm／min、測光方式：ダブルビー
ム測光方式

TURNER TD-700 1,210,000 471,900 普通 有

蛍光側フィルター 436FS10-25(AC-K038-
09) 436nm、励起側フィルター 680S10-
25(AC-K038-08) 680nm
4励起、4発光のフィルターシリンダー
で、アプリケーションに応じて簡単に交
換可能

島津 蛍光分光光度計RF5300PC 2,934,800 880,000 普通 有

測定波長：220～750nm、スペクトルバン
ド幅最小1.5nm、波長精度：±1.5nm、波
長移動速度：約20000mm/min、重量：
43kg、クマリン分析用REPCソフトウェア
Ver2.0a＋制御PC（FMV COMPACT）付

施光計 日本分光
施光計P-2200・iRMタイプ

（温度コントローラーPTC-262）付
2,860,000 1,001,000 美 無

光源：ナトリウムランプ、測定波長：
589nm、検出器：光電子増倍管、最大使
用セル長：100mm、測定角度範囲：±
90°、最小表示角度：0.0001°、寸法：
W635×D364×H249mm、重量：28kg、積算
点灯時間：14時間

Bio-Plex マルチプ
レックスシステム

BIO-RAD
Bio-Plex MAGPIXコンプリートシステ

ム（Data Pro付）・2012年製
7,128,000 3,564,000 美 有

最大50項目のマルチプレックスアッセイ
標準付属品からの欠品：キャリブレー
ションキット・ベリフィケーションキッ
トのみ

BM-20 880,000 429,000 美 有
秤量22g、0.001mg=1μg、自動校正、無
風イオナイザー・帯電防止用導電性ガラ
ス採用マイクロ天びん

GH-202 286,000 143,000 普通 有
秤量51g/220g、0.01mg/0.1mg表示、自動
校正、帯電防止用導電性ガラス採用

GX-200R+ガラス風防GX-10 136,400 68,200 普通 有
秤量210g、0.001g表示、自動校正、ガラ
ス風防付

蛍光光度計

島津

分光光度計

A&D電子天秤
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GX-600 176,000 88,000 普通 有
秤量610g、0.001g表示、自動校正、小型
風防付

GX-600R 176,000 88,000 普通 有
秤量610g、0.001g表示、自動校正、小型
風防付

GX-2000R・NEW 108,900 54,450 普通 有
秤量2100g、0.01g表示、自動校正、等
級：2級

GX-6100R・NEW 176,000 88,000 普通 有
秤量6100g、0.01g表示、自動校正、等
級：2級

GX-10KR・NEW 264,000 132,000 普通 有
秤量10.1kg、0.01g表示、自動校正、等
級：2級

GP-12K 220,000 107,250 普通 有
秤量12kg、0.1g表示、自動校正、防塵・
防水

GP-32K 198,000 96,525 普通 有
秤量6.1kg/31kg、0.1g/1g表示、自動校
正、防塵・防水

FX-200i＋内蔵バッテリユニットFXi-
09-JA

101,200 62,700 新品在庫品 有
秤量220g、0.001g表示、小型風防付、取
扱説明書のみコピー品

FX-3000i 75,900 49,335 新品在庫品 有 秤量3200g、0.01g表示

FZ-2000iWPR 108,900 54,450 普通 有
秤量1220g、0.01g表示、自動校正、防
塵・防滴、2級検定付

GF-2000 92,400 36,960 普通 有 秤量2100g、0.1g表示
GF-6100 159,500 75,472 普通 有 秤量6100g、0.01g表示

調剤用EK-320HR 65,780 32,890 美 有
秤量300g/20g、0.1g/0.01g表示、等級：
M級、9,10区

XPE205DRV 987,800 444,510 美 有
秤量220g/81g、0.1mg/0.01mg表示、自動
校正、自動風防

XS204V 468,600 187,000 美 有 秤量220g、0.1mg表示、自動校正

AX205DR 671,000 268,400 普通 有
秤量220g/81g、0.1mg/0.01mg表示、自動
校正、自動風防

AT200 456,500 172,425 普通 有
秤量205g、0.1mg表示、自動校正、自動
風防

AG204 280,500 112,200 普通 有 秤量210g、0.1mg表示、自動校正
AB204-S 209,000 83,600 普通 有 秤量210g、0.1mg表示、自動校正

PB303-SDR 148,500 66,825 普通 有
秤量310g/60g、0.01g/0.001g表示、ガラ
ス風防

XS32001LDRV 712,800 285,120 美 有 秤量6400g/32100g、0.1g/1g表示、自動
XS32000L 480,800 187,000 普通 有 秤量32100g、1g表示、自動校正
XP32001LV 661,100 251,218 美 有 秤量32100g、0.1g表示、自動校正
MS6001S/02 163,900 80,438 美 有 秤量6200g、0.1g表示、自動校正
ML4001/02 172,700 69,080 普通 有 秤量4200g、0.01g表示、自動校正

LE225D 385,000 171,600 美 有
秤量220g/100g、0.1mg/0.01mg表示、自
動校正

LE4202S 73,150 普通 有 秤量4200g、0.01g表示、自動校正
CP8201 121,000 48,400 普通 有 秤量8200g、0.1g表示

メトラー
トレド

電子天秤

A&D

ザルトリウス
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ザルトリウス IS34EDE-POCE・NEW 572,000 217,360 普通 無 秤量34kg、0.1g表示
AX200 231,000 92,400 普通 有 秤量200g、0.1mg表示、自動校正
AUW320 302,500 136,125 普通 有 秤量320g、0.1mg表示、自動校正
BW3200S 165,000 66,000 普通 有 秤量3200g、0.1g表示、自動校正
BX3200S 118,800 46,332 普通 有 秤量3200g、0.1g表示
BX6200S 132,000 52,800 普通 有 秤量6200g、0.1g表示
UW2200H 189,200 73,700 普通 有 秤量2200g、0.01g表示
UX8200S 137,500 53,625 普通 有 秤量8200g、0.1g表示

A&D MS-70 327,800 127,842 普通 有
秤量71g、水分率 0.001％、0.001g
表示

CEM 
Corporation

マイクロ波乾燥式水分/固形分計
SMARTSystem5・NEW

3,381,400 1,320,000 普通 有
秤量50g、水分率 0.01％、0.1mg
表示、マイクロ波出力：200±50W

ケツト科学
研究所

FD-720 327,800 127,842 普通 有
秤量0.5～120g、水分率0.01％、0.001g
表示

ADVANTEC 6連スターラーSRS360YA 151,800 57,037 普通 無
50mL～3L、30～1500rpm、プレートφ
150mm×6個、W585×D415×H120mm

ウルトラスターラー(デジタル式) 
MSD-1・NEW

95,700 46,200 普通 有
～20L、50～1500rpm、デジタル表示、外
寸：180×180×99mm

ハイパワースターラーHPS-200 110,990 66,594 普通 有
100mL～20L、50～1400rpm、デジタル表
示、外寸：310×335×135mm、マグネッ
ト強度：0.45T

マグネット乳鉢用スターラー
MMPS-T1

108,900 65,340 普通 有

粉砕容量(精製食塩)：6～130g、マグ
ネット希土類系：保持力／8500G、80-
1200rpm、外寸：180×190×80mm、タイ
マー設定：MAX10時間

超低速セルスターラー・HLS-1 152,900 61,111 普通 無
～3L、5～50rpm、デジタル表示、200×
180×73mm

ADVANTEC ホットプレートHTP452AA 87,780 39,600 普通 無
50℃～+250℃、プレート450×300mm、プ
レート材質：アルミニウムセラミック
コーティング

クールプレート(冷却・加熱兼用) 
SCP-125・NEW

217,800 119,790 美 有
5～105℃、温度調節精度：±0.2℃、プ
レート120×120mm、プレート材質：アル
ミニウム、外寸：160×282×64mm

ハイテンプホットプレート
HTH-500N・2013年製

290,400 116,160 普通 有
～+500℃、プレート400×300mm、プレー
ト材質：ステンレス耐熱性セラミック
コーティング

ECオイルバスEO-200RD・NEW 45,760 24,530 普通 有
室温+5～180℃、槽内φ208×123mm、
ヒーター：750W、タイマー：ON/OFF・
セットタイム、付属品：スノコ

ウォーターバススターラー
WBS-80M・NEW

65,780 36,179 普通 有
室温+5～80℃、槽内φ180×180mm、ヒー
ター：750W、タイマー：ON/OFF・セット
タイム、100～1200rpm

水分計

スターラー

島津

ホット（クール）
プレート

電子天秤

ASONE

ASONE

ウォーターバス
オイルバス

ASONE
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種別 メーカー 品名
新品時価格
（税込）

販売価格
（税込）

状態 説明書 備考

ASONE
ビーカー加熱冷却ユニット

MC-1
148,500 71,500 美 有

ビーカーをそのまま加熱冷却、5～
80℃、100・300・500mLビーカー用

東京理化器械 オイルバスOSB-2100 64,900 35,695 普通 無
室温+5～180℃、槽内φ240×120、ヒー
ター：1KW、ロータリーエバポレーター
用

サクラファイ
ンテック

湯浴式パラフィン伸展器
PS-125WH

192,500 91,438 普通 無

水槽：(室温+5)～70℃、ホットプレー
ト：55℃半固定式、外寸：制御部：W72
×D188×H112mm、水槽：W246×D188×
H106mm、約3kg

東京理化器械
振盪式恒温水槽NTT-2000＋振盪機SS-

1000
208,340 91,667 美 無

室温+5～70℃、ヒーター：300W、往復振
とう、振とう幅：25mm、振とう数：～
200回/分、水槽容量：約4.6L
恒温水槽＋振盪機＋SS-1000用ラック：
マイクロチューブ・小型試験管用

BF500＋シェイキングバスBW200 361,900 143,000 普通 無
室温+5～80℃、ヒーター：1kW、往復振
とう、振とう幅：10～40mm可変、振とう
数：50～190回/分、水槽容量：約20L

振とう式恒温水槽BT100 278,300 111,320 普通 有

往復水平振とうポンプによる攪拌、室温
+5～80℃、ヒーター：1.2kW、往復振と
う、振とう幅：10～40mm可変、振とう
数：20～160回/分、水槽容量：約19L

デジタル温度調節器TC-1NP・NEW 26,950 14,300 普通 有
設定温度：-199.9～199.9℃、最小表示
単位：0.1℃、センサータイプ：Pt100Ω
（φ4×200mm）

デジタル温度調節器TC-1NP・NEW 25,850 14,300 普通 有
設定温度：-100～600℃、最小表示単
位：1℃、センサータイプ：K熱電対（φ
4×200mm）

ASONE THB-2 148,500 64,350 美→普通 有
室温+5℃～+200℃、1.5mL×36本用：1-
7554-12＋0.5mL×48本用：1-7554-11

DTU-1B 150,700 67,815 美 無
室温+5℃～+100℃、アルミブロック1
個・AL-1136マイクロチューブ1.5mL×36
本用、深さ35mm

DTU-2C 199,100 79,640 美 無
室温+5℃～+200℃、ディープアルミブ
ロック2個・AL-1236試験管Φ12mm×36本
×2個

DTU-2B 199,100 79,640 美 無
室温+5℃～+110℃、アルミブロック2
個・AL-0836マイクロチューブ0.5mL×36
本×2個

アルミブロック
TAITEC

温度調節器 ASONE

ウォーターバス
オイルバス

恒温水槽

ヤマト科学
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種別 メーカー 品名
新品時価格
（税込）

販売価格
（税込）

状態 説明書 備考

ASONE HPM-2N・NEW 712,800 285,120 普通 有

使用温度範囲：100～1280度、温度調節
器：PID制御、機能：独立過昇防止・プ
ログラム・タイマー、炉体：セラミック
ファイバー、内容積：17.6L、内寸：
W260×D275×H260mm、外寸：W485×D550
×H685mm、ヒーター容量：3kW、電源：
単相200V・15A（接地2P 30A 250V引掛形
に変更済み）、質量：約57kg
欠品：炉床板＋排気口栓、炉内塗料染み
あり

デンケン・
ハイデンタル

KDF-S80 478,500 220,000 美 無

使用温度範囲：100～1150度、温度調節
器：PID制御、機能：プログラム・タイ
マー、炉体：セラミックファイバー、内
容積：6.6L、内寸：170×150×260mm、
外寸：380×450×540mm、電源：100V、
質量：約27kg

FP412 695,200 338,910 美 有

使用温度範囲：100～1150度、温度調節
器：PID制御、機能：独立過昇防止・プ
ログラム・タイマー、炉体：セラミック
ファイバー、内容積：11.3L、内寸：
W300×D250×H150mm、外寸：W506×D504
×H625mm、ヒーター容量：3.25kW、電
源：単相200V・16.5A（引掛形に変更済
み）、質量：約51kg
付属品：排気口栓

FM28 440,000 171,600 普通 有

使用温度範囲：100～1150度、温度調節
器：PID制御、炉体：セラミックファイ
バー、内容積：1.7L、内寸：W100×D150
×H110mm、外寸：W370×D512×H496mm、
ヒーター容量：900W、電源：100V、質
量：約28kg

ASONE
インキュベーター

PIC-100
65,450 44,000 普通 有

自然対流式、室温+5℃～+60℃、内容
積：約14L、内寸：312×220×201mm、外
寸：491×296×291mm、9.2kg

TAITEC
ハイブリダイゼーション用

インキュベータHB-80
（シーソーキットS-2623付）

399,300 155,727 普通 有

フロー式、室温+8℃～+80℃、温度調節
精度：±0.1-0.2℃、振とう速度：5-
60rpm、振とう台有効寸法：260×
230mm、内容積：約26L、外寸：425×445
×445Hmm、約30kg

アステック
CO2インキュベーター

SMA-80DR
957,000 373,230 普通 無

マルチガスタイプ、室温+5℃～+50℃、
内容積：80L、外寸：W533×D506×
H760mm、63kg

ヤマト科学

マッフル炉

インキュベーター
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種別 メーカー 品名
新品時価格
（税込）

販売価格
（税込）

状態 説明書 備考

アドバンテッ
ク

恒温培養器TVN480DA・NEW 217,800 103,455 普通 無

自然対流式(エアジャケット方式)、室温
+5℃～+80℃、内容積：約95L、内寸：
460×460×450mm、外寸：590×635×
810mm、50kg

サンヨー
冷凍機付インキュベーターMIR-153・

NEW
385,000 182,875 普通 有

10℃～+50℃、内容積：約126L、内寸：
620×386×555mm、外寸：700×580×
1018mm、69kg
付属品：棚板2枚+取扱説明書

フナコシ
クールインキュベーター

IN30-1
509,300 203,720

新品
長期在庫品

無
3～70℃のペルチェ冷却方式、内容積：
27L、内寸：W355×D244×H305mm、20kg

ヤマト科学 定温乾燥機DS400 259,600 99,000 普通 有
自然対流式、40℃～260℃、内容積：
99L、外寸：W560×D601×H820mm、48kg
付属品：棚板2枚

アルプ CLS-32S 594,000 311,850 美 有

缶体：34L、32φ×42cm、温度調節可能
範囲：100～140℃、保温：40～60℃、タ
イマー：～48時間滅菌、外法：W550×
D550×H870mm、重量：67kg、1.4kW、
AC100V15A
付属品：スノコ+ステンレス排気・排水
ホース(直接水場に流す仕様)+取扱説明
書

東邦技研 サンオートクレーブSUN-1500・NEW 346,500 132,000 美 無

横型缶体：約5L、φ15×27cm、132℃一
定、タイマー：～40分滅菌、外法：W34
×D46.5×H28.6cm、重量：10kg、650W、
AC100V
付属品：専用トレー上下

平山製作所 HG-50 731,500 365,750 美 有

缶体：50L、36φ×48cm、温度調節可能
範囲：105～135℃、保温：45～60℃、タ
イマー：～300分滅菌、外法：W455×
D691×H890mm、重量：62kg、2.0kW、
AC100V20A
付属品：ステンレス製丸型金網カゴφ2
個＋スノコ＋排水ボトル

ヤマト科学 SP200 459,800 179,322 普通 有

缶体：20L、24φ×44.5cm、温度調節可
能範囲：105～123℃、ヒーター：
1.7kW、外法：W41×D47×95.3Hmm、重
量：60kg
付属品：スノコ＋排水ホース＋排気ホー
ス＋排気ボトル

ボルテックス
ミキサー

エムエス機器
ボルテックスミキサー

VORTEX-GENIE 2
49,500 24,750 普通 有 可変、3インチプラットホームのみ

溶存酸素計 TOADKK DO-31P 165,000 74,250 普通 有
ハンディータイプ、本体＋浸漬/投込み
用溶存酸素電極：OE-270AA

インキュベーター

オートクレーブ
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種別 メーカー 品名
新品時価格
（税込）

販売価格
（税込）

状態 説明書 備考

CM-21P 107,800 43,120 普通 有
ハンディータイプ、本体＋電気伝導率セ
ルキャルメモCT-27112B（30Mケーブル）

CM-30R 267,361 101,852 美 有

卓上タイプ、本体＋電気伝導率セルキャ
ルメモCT-57101B＋電極スタンド＋ACア
ダプター＋説明書＋プラスチックビー
カー

メトラー セブンイージーS30 205,333 81,481 美 有
卓上タイプ、本体＋導電率電極InLab730
＋スタンド＋ACアダプター＋取扱説明書

D-51+新品/pH電極9625-10D 77,000 49,500 美 有
ハンディータイプ、本体＋防水プラス
チックpH電極9625-10D

D-71+新品/pH電極9625-10D 77,000 55,000 美 有
ハンディータイプ、本体＋防水プラス
チックpH電極9625-10D

HM-30G＋新品/pH電極GST-5721C 217,800 108,900 普通 無
卓上タイプ、本体＋複合電極GST-5721C
＋スタンド＋ACアダプター

HM-20P＋新品/pH電極GST-2729C 101,200 41,800 普通 有
ハンディータイプ、本体＋複合電極GST-
2729C

循環装置用
高圧ポンプ

東京理化器械 HPP-1000 264,000 79,200
新品

長期在庫品
有

外部循環能力：最大流量24／26L／min 
・最大揚程24／34m（50／60Hz）、外部
循環能力 ：水流量10/20L/min at 
196kPa（2kgf／cm2)、使用液温度範囲 -
10～80℃、欠品：モーターハウジング

ASONE 冷却水循環装置LTC-1200A 249,700 149,820 普通 有

温度調節範囲：-20～+30℃、液槽：約
16L、冷却能力：1200W、ポンプ能力：
20L/min、45kg、100V仕様
付属品：槽蓋＋取扱説明書

LAUDA 低温循環恒温水槽RE104 676,500 220,000 美 有
ポンプ能力：17L/min、-10℃～120℃、
4.5L、冷却能力150W、100V仕様

アドバンテッ
ク

冷却水循環装置TBG020AA
（ワゴン付）

249,700 149,820 普通 無

温度調節範囲：-20～+室温、液槽：約
4.5L、冷却能力：200W、ポンプ能力：
9L/min、40kg、100V仕様
付属品：槽蓋

トーマス
科学器械

密閉系向循環式ハンディクーラー
TRL-108E

319,000 127,600 美 無
ポンプ能力：9L/min、-10℃～30℃、
3L、冷却能力180W/10℃時、100V仕様

投込みクーラー
トーマス
科学器械

TRL-107NH 132,000 62,700 普通 無
－5℃、冷却能力155W(135kcal/h 水温
+20℃ 50Hz)、冷却コイルφ12×550mmフ
レキシブルタイプ、100V仕様

水素発生器
ジーエルサイ

エンス
HG260B 704,000 281,600 美 有

発生原理：固体高分子電解質水分解方
式、発生ガス：H2 99.99%以上、最大発
生流量：225mL／min、発生圧力範囲：20
～400kPa（可変）、使用温度範囲：5～
40ºC、純水タンク容量：2L

チラー

pHメーター

導電率計

TOADKK

HORIBA

TOADKK
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種別 メーカー 品名
新品時価格
（税込）

販売価格
（税込）

状態 説明書 備考

FLOM
デュアルプランジャーポンプ

KP-11-13-P
374,000 150,741 普通 無

最大吐出圧力：20MPa、設定流量範囲：
0.01～10.00ｍL/min、1ヘッド吐出量：
32μL、プランジャー径：3.2φ、スト
ローク：4mm、接液部材質：PEEK仕様

TOADKK

イオンクロマトグラフICA-2000一式
メインユニットICA-2000

電気伝導率ユニットICA-2000C
オートサンプラICA-200AS

5,352,600 1,299,630 美 有

付属品：陽イオンカラムPCI-322＋ガー
ドカラムPCA-321G＋CDソフト2種（イオ
ンクロマトICA-2000解析ソフト、イオン
クロマトICA-2000制御ソフト）

HPLC一式
コントローラーCBM-10A

脱気装置デガッサーDGU-14A
ポンプLC-10AD

UV-VIS検出器SPD-10AV
カラムオーブンCTO-10AC

オートサンプラーSIL-10A XL
シリンジユニットXL
サンプルクーラーS

低圧グラジエント用ミキサーFCV-10AL
CLASS-LC10、Ver1.61

605,000 普通 有

Ver3
D2ランプ積算時間：1060時間
接続ケーブル
CLASS-LC10、Ver1.61
制御PCあり

システムコントローラ SCL-10AVP 101,852 普通 有 Ver5.42
システムコントローラ SCL-10A 81,481 普通 無 Ver3.86

送液ポンプLC-10ATvp 165,000 普通 無

蛍光検出器RF-10AXL 1,402,500 490,875 普通 有
Ver 3.21、キセノンランプ361時間、欠
品：接続ケーブル

UV検出器SPD-10A 101,852 普通 無 Ver1.3、D2ランプ262.3時間
クロマトパックC-R7A・NEW 99,000 普通 無 日焼けあり、欠品：入力コード

クロマトパックC-R8A 407,000 162,800 普通 有 欠品：入力コード

日本分光

HPLC一式
UV検出器UV-2075PLUS
送液ポンプPU-2086PLUS

カラムオーブンCO-2065PLUS
オートサンプラAS-2057PLUS

約250万 660,000 普通 無
測定波長範囲：190～600nm
D2ランプ積算時間：833時間

HPLC一式
UV検出器L-2400/890-0400
ポンプL-2130/890-0100

カラムオーブンL-2300/890-0300
オートサンプラーL-2200/890-0265

オーガナイザー890-0850

約400万 660,000 普通 無

HPLC一式
UV検出器L-2400UV
ポンプL-2130

カラムオーブンL-2350
インテグレーターD-2500

約300万 660,000 普通 無
レオダインマニュアルインジェクター付
き
L-2350：液晶不良

HPLC関連

日立ハイテク
サイエンス

島津
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種別 メーカー 品名
新品時価格
（税込）

販売価格
（税込）

状態 説明書 備考

MASTER FLEX
デジタルポンプ7523-90＋イージー
ロードポンプヘッドⅢ（薄肉用・SUS

製）77800-60
555,500 214,500 普通 有

回転数：0.02～100rpm、送液量：0.001
～566mL/min、操作モード：継続運転・
分注時間・分注回数・分注量

定量送液ポンプSMP-23 108,900 44,000 普通 無

9～160mL/h×3（内径1.15×外径3.2mm）　
30～507mL/h×3（内径2.15×外径
4.2mm）　51～900mL/h×3（内径3.15×
外径5.2mm）

ペリスタポンプMP-1000 75,900 33,000 美 無
10～1450 mL/h×2（チューブ内径によ
る）

KDS-210 523,600 229,900 美 有
吸入/吸引、使用シリンジ：10μL-140mL
×2本、最小流速：0.01μL/hr、最大流
速：1270mL/hr

KDS 100 248,600 99,440 美 無 注入専用、10μL～60mL：1本

ブロッティング装置
Trans-Blot SD Cell

148,500 57,915 普通 有
最大ゲルサイズ：24W×16Lcm、バッ
ファー容量：200mL

電気泳動用電源PowerPac3000 142,593 57,037 美 有 3000V、400mA、400W、プログラム動作

電気泳動用電源EPS 301 133,650 53,460 美 無
制御モード：定電圧・定電流（クロス
オーバー）、設定出力：電圧～300V・電
流～400mA・電力80W

ブロッティング装置
セミドライブロッターTE77PWR

331,100 132,440 普通 有
最大ゲルサイズ：21W×26Lcm、内蔵パ
ワーサプライ電圧:0-30V、電流:1-500mA

サーモフィッ
シャー

サイエンティ
フィック

電気泳動用電源ZOOM Dual Power
Model:ZP10001

421,300 165,000 普通 有

制御モード：定電圧・定電流・定電力
（クロスオーバー）、設定出力：電圧～
3500V・電流～800mA・電力200W（モード
による）

電気泳動槽ERICA-MBX 128,700 55,000 美 有
外寸：132×73×146Hmm、泳動枚数：2
枚、Buffer容量：440mL、M用ダミープ
レート1枚付

電気泳動用電源KYOCA-GP 67,100 33,550 美 有
制御モード：定電圧・定電流（クロス
オーバー）、設定出力：電圧10～300V・
電流4～400mA・電力75W

ゲル撮影装置
日本ジェネ
ティクス

ゲル撮影装置FAS-Digi
カメラDMC LX100仕様

Blue/Green LEDイルミネーター
451,000 180,400 美 有

デジタルカメラ解像度：12Mピクセル、
サイズ：340x280x480mm(WxDxH)、重量：
5.6kg、Blue/Green LEDイルミネーター
波長：500nm(480～510nm)、照射エリ
ア：200x160mm

ASONE MID-170、302nm 132,000 66,204 美 有 302nm、15W×4本、150mm×150mm

TFX-40C、254nm 218,900 76,389 普通 無
254nm、200×400mm、15W×6本、8,000μ
W/cm2

ECX-15.M、312nm 154,000 58,988 普通 無
312nm、150×150mm、8W×6本、10,000μ
W/cm2

東京理化器械

ディー・アー
ル・シー

KD 
Scientific

送液ポンプ

シリンジポンプ

BIO-RAD

電気泳動

Vilber 
Lourmat

GEヘルスケア

UVトランスイルミ
ネーター
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種別 メーカー 品名
新品時価格
（税込）

販売価格
（税込）

状態 説明書 備考

BIO-RAD iCycler・NEW 968,000 338,800 普通 有
0.2mL×96穴、グラジエント機能、温度
精度：±0.3℃

アステック
PC-815（サンプルホルダーユニット特

注品：1.5mL×30本）
165,000 普通 無 1.5mL×30本穴ブロック

GeneAmp PCR System9700A 2,475,000 308,000 美 有 0.2mL×96穴ブロック

GeneAmp PCR System9700A 2,475,000 321,750 美 有 0.2mL×384穴×2個ブロック

リアルタイムPCR装置・Thermal 
Cycler Dice® Real Time System III 

with PC/TP970
3,850,000 2,310,000 新品 有

2018年新品
0.1mL×96穴ブロック

TP600・NEW 605,000 235,950 美 有
0.2mL×96穴、グラジエント機能、加熱
速度：最大3.0℃/秒 、冷却速度：最大 
2.0℃/秒

TP100 528,000 205,920 美 有
0.2mL×24穴、加熱速度：最大3.0℃/秒 
、冷却速度：最大 2.0℃/秒

核酸分離システム クラボウ
自動核酸抽出システム

QuickGene-800
1,144,000 457,600 普通 無

コンパクトで多機能なスタンダード機、
多孔質メンブレン方式の核酸自動分離シ
ステム
サンプルセット本数 最大8本

マイクロニードル
作成ツール

ナリシゲ プーラーPC-10 330,000 165,000 美 有
ø1mmおよびø1.2mmのボロシリケイト製ガ
ラス管用

マイクロインジェ
クション

WPI
空圧式ピコリットルインジェクタ

Pico Pomp PV-820
487,520 195,008 普通 有

ピコリットルからナノリットル微量イン
ジェクションが可能

回転式ミクロトームRM2235 880,000 美 無 ホルダーアクセサリー無し

回転式ミクロトームRM2135 715,000 美 有 ホルダーアクセサリー無し

凍結ミクロトームCM110 1,870,000 美 有 ホルダーアクセサリー無し

堂阪イーヱム
DSK

マイクロスライサーDTK-1000 1,100,000 440,000 美 無 ホルダーアクセサリー無し

チューブローテーター・TR-118 95,590 47,795 美 有
15mL遠心チューブX16本用ホルダー：1-
5182-09付、回転数：2～18rpm、角度可
変範囲：0～90°、タイマー：最大60分

チューブローテーター・TR-350 96,910 41,800 美 有

1.5mLマイクロチューブ用×24本架ホル
ダー：1-5182-07付、回転数：3～
50rpm、角度可変範囲：0～90°、タイ
マー：最大60分

ツイストミキサーTM-300 125,400 68,970 美 有
水平・上下・旋回波動式、回転数：0～
50rpm、振盪台サイズ：300×300mm

ミクロトーム

培養振とう関連

アプライドバ
イオシステム

ズ

タカラバイオ

ASONE

ライカ

サーマル
サイクラー
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種別 メーカー 品名
新品時価格
（税込）

販売価格
（税込）

状態 説明書 備考

ロータリーシェーカーNR-2（スプリン
グネット振とう台MR-2925付）

205,700 94,050 普通 無

旋回振とう式、振盪速度：20～200rpm、
振幅：10～40mm無段階可変、振盪台サイ
ズ：290×250mm、外形寸法：355×355×
160Hmm(スプリングネット振とう台除く)

恒温振とう培養機/
バイオシェーカーM・BR-024

459,800 218,405 普通 無

水平偏芯震動式、振盪速度：100～
1200rpm、室温＋5℃～+65℃、適用容器
／架数：ウェルプレート4個、外形寸
法：300×377×318Hmm

トミー精工 マイクロチューブミキサーMT-360 142,236 46,852 普通 無 マイクロチューブ用1.5(2)mL×36本

日伸理化
マイクロプレートシェーカー

N-704
126,500 50,600 普通 無

エキセン式、回転数：100～2400rpm、プ
レート：4枚、外寸：W180×D193×
H142mm

メルク
ミリポア

RO-EDI®純水製造装置
Elix Advantage 3（60LタンクASM＋新

品消耗品付き）
944,900 359,062 美 無

供給水：水道水、Elix水採取量：3 
L/h、除去方法：プレフィルター＋活性
炭＋RO＋EDIモジュール＋254 nmUV、純
度(EDI製造水)：比抵抗値 5MΩ・cm以上 
、外寸：W332×D484×H500mm(本体の
み)、重量：18kg 
新品消耗品：35GPD RO膜CDRC351JW：1個
＋エアーベントフィルターTANKMPK01：1
個＋254nm UVランプZLXUVLP01：1本

ヤマト科学 純水製造装置WG250・2014年製 547,800 273,900 美 有

イオン交換法→蒸留法→ろ過法、蒸留水
製造量：約1.8L/h、蒸留水採取量：0.5
～1L/min、イオン交換水採取量：0.5～
1L/min、蒸留水貯蔵タンク：30L、外
寸：W600×D660×H780mm、重量：約55kg

冷却トラップ 東京理化器械 ユニトラップ・UT-1000 222,200 111,100 普通 有

最低到達温度：-50℃、除湿容量：
Max.0.5kg(水)、冷凍機・冷媒：空冷式
出力300W・R507A、槽内寸法・容量：φ
90×225mm・約1.4L、外寸：380W×370D
×322Hmm、約27kg

Reference 2 42,900 25,740 新品 有 各サイズ（お問い合わせください)
リファレンス4910 35,200 24,640 新品 有 各サイズ（お問い合わせください)

リサーチプラス 35,200 24,640 新品 有 各サイズ（お問い合わせください)

ギルソン ピペットマン
10,000～
15,000

普通 無 各サイズ（お問い合わせください)

エッペン
ドルフ

培養振とう関連

TAITEC

マイクロピペット

純水装置
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種別 メーカー 品名
新品時価格
（税込）

販売価格
（税込）

状態 説明書 備考

日立アロカメ
ディカル

GM管式サーベイメータ
TGS-146B

363,000 121,000 普通 有

β(γ)線用、エネルギー範囲：50keV～
3MeV、検出器：大面積端窓形有機GM管、
測定レンジ：アナログ表示：0～100、
300、1k、3k、10k、30k、100kmin-1　(7
段切換リニア目盛)、デジタル表示：計
数率：0～999min-1、1.00～9.99kmin-
1、10.0～99.9kmin-1、計数：0～
999,999counts

応用光研工業
シンチレーションサーベイメータ

S-1371A
156,852 美 無

低エネルギーγ線用、校正用ウラン鉱
石：288cpmを測定→520cpm表示

炎光光度計 東京光電
ANA-135（コンプレッサ含む）

2015年製
1,069,200 534,600 美 有

測定方式：炎光光度法(干渉フィルター
波長選択式)、圧縮空気：プロパンガス
燃焼系、元素・波長：Li／670μm、Na／
589μm、K／766μm、Ca／622μm、測定
範囲・限界：Li・Na・K／0.1～
200mg/L、Ca／1～200mg/L
付属品：コンプレッサ＋試料セル5個＋
テフロンチューブ13本＋ノズル清掃用細
線5本＋ビニールカバー2枚＋ビニル
チューブ2本＋煙突1個

TVOC分析計
ラウンド
サイエンス

TVOC分析計・RGM-1000 2,420,000 806,667 美 有

測定レンジ：0～
500,1000,2000,5000ppmC
繰返し性：ﾌﾙｽｹｰﾙの±2％
その他の性能：環境省仕様準拠

カノマックス
光散乱式デジタル粉じん計

Model 3432
242,000 145,200 美 有

日本建築衛生管理教育センタ認定品
付属品：ACアダプタ＋取扱説明書

柴田科学
デジタル粉じん計
ダストメイトLD-3B

297,000 148,500 美 有
日本建築衛生管理教育センタ認定品
本体＋ソフトケース＋肩掛けベルト

ホルムアルデヒド
検知器

理研計器 FP-30 82,500 38,500 普通 有
本体(本体カバー付き)、ダストフィル
タ、ショルダーベルト

湿式ガスメータ シナガワ W-NK-1B 223,300 83,738 普通 無
メーカーオーバーホール・校正済：2004
年（以降未使用）
耐蝕品、測定範囲：2-600L/h

高周波電磁界
測定器

Narda Safety 
Test 

Solutions 
GmBH

EMR-300 1,100,000 美 無

３軸アンテナエレメントで完全な等方性
と、ワイドなダイナミックレンジ、非常
に優れた直線性・確度を持つ、高性能な
電磁界プローブ

引火点試験器
田中科学
機器製作

タグ密閉式自動引火点試験器
ATG-7形・2011年製

約200万 770,000 普通 有
付属品：標準付属品（ガスホースバンド
内の＊以外、全てあり）、オプションの
プリンタ・接続ケーブル・ACアダプタ

イオンスパッター 日立
E-1030＋ロータリーポンプVR16-K
＋水冷式試料ステージ冷却ユニット

＋ワゴン
356,481 普通 有

ダイオード放電マグネトロン形、電極：
対向平行円板、試料：最大直径55mm、最
大高さ20mm、電源：100V

粉じん計

放射線測定器
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