
型式 商品コード 温度制御範囲 内容積 価格（税抜）

DKM300 212876 （室温+10）〜260℃ 27L ¥149,000
DKM400 212877 （室温+10）〜260℃ 90L ¥176,000

送風式乾燥器
オン/オフタイマー付きのシンプルな低価格モデル

送風定温恒温器｜DKMシリーズ

BEST CHOICE!

◦写真はDKM300

型式 商品コード 温度制御範囲 内容積 価格（税抜）

IC402 211195 （室温+5）〜80℃ 97L ¥115,000
IC602 211196 （室温+5）〜80℃ 159L ¥189,000

インキュベータ
オン/オフタイマー付きの低価格エアージャケット

恒温器｜ICシリーズ

BEST CHOICE!

◦写真は IC402

残予算 にぴったりな、20万円未満の売れ筋商品をご紹介!!

ジャンル別厳選ガイド

すべて ¥200,000未満

BEST
CHOICE!

保証延長対象

型式 商品コード 適用試料 回転範囲 価格（税抜）

LT400A 231346 高粘度用 10〜300rpm ¥83,500
LT400B 231347 中粘度用 15〜600rpm ¥83,500
LT400C 231348 中低粘度用 25〜1200rpm ¥83,500
LT400D 231349 低粘度用 60〜3000rpm ¥83,500

撹拌機
低粘度用から高粘度用まで幅広くラインアップ

ラボスターラー｜LTシリーズ

BEST CHOICE!

◦写真はLT400A

型式 商品コード 回転数調整範囲 回転数表示 価格（税抜）

LM100 231527 50〜1000rpm ー ¥65,000
LM200 231528 50〜1000rpm ⃝ ¥75,000

フラスコに直接取り付け可能

フラスコミキサ｜LMシリーズ

◦写真はLM100

保証延長対象

型式 商品コード 温度制御範囲 最大流量（50/60Hz） 価格（税抜）

CF302L 221524 -20〜30℃ 約9/10L/min ¥169,000

冷却水循環装置
高機能、シンプル操作、コンパクトサイズの汎用チラー

外部密閉系冷却水循環装置｜CF302L

BEST CHOICE!

◦写真はCF302L

保証延長対象

型式 商品コード 温度制御範囲 内容積 価格（税抜）

DX302 212039 （室温+5）〜300℃ 28L ¥105,000
DX402 212040 （室温+5）〜300℃ 74L ¥138,000
DX602 212078 （室温+5）〜280℃ 153L ¥187,000

自然対流式乾燥器
最大300℃、自然対流式のスタンダードタイプ

定温乾燥器｜DXシリーズ

BEST CHOICE!

◦写真はDX302

保証延長対象

型式 商品コード 温度制御範囲 内容積 価格（税抜）

SI402 292248 （室温+5）〜260℃ 77L ¥190,000

滅菌器
迅速・安全・確実なスタンダードタイプの滅菌器

ラボ用乾熱滅菌器｜SI402

BEST CHOICE!

◦写真はSI402

保証延長対象

保証延長対象

型式 商品コード 排気速度 到達真空速度 価格（税抜）

N820G 255161 9〜20L/min（手動可変ボリューム付） 600Pa＊1 ¥195,000

オイルフリーで環境にやさしい

ダイアフラム式真空ポンプ｜N820G

◦写真はN820G

型式 商品コード 実効排気速度（50/60Hz） 到達圧力 価格（税抜）

PQ100 242222 100/120L/min 0.67Pa ¥174,000
PD139 242223 135/162L/min 0.67Pa ¥190,000

真空ポンプ
油回転真空ポンプのスタンダード

ミニバック（小型油回転真空ポンプ）｜PQ・PDシリーズ

BEST CHOICE!

◦写真はPQ100

＊1　ガスバラスト閉≦600Pa

型式 商品コード 組み合わせ内容 価格（税抜）

RE202A 255359 本体+ガラスセットA（横型） ¥165,000
RE202B 255362 本体+ガラスセットB（縦型） ¥178,000

ロータリーエバポレータ
ジャッキハンドル操作で高さ調節が楽々

ロータリーエバポレータ｜RE202シリーズ

BEST CHOICE!

◦写真はRE202B
●ウォーターバス（BM302）は含まれておりません（¥55,000）
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型式 商品コード 温度制御範囲 内容積 価格（税抜）

DGS400 211919 （室温+5）〜110℃ 約93L ¥198,000

器具乾燥器
誤った使い方による発火事故リスクを抑えます

安心器具乾燥器｜DGS400

BEST CHOICE!

◦写真はDGS400

保証延長対象

型式 商品コード 温度制御範囲 内容積 価格（税抜）

DG401 212141 （室温+5）〜70℃ 95L ¥147,000

器具乾燥器のロングセラー

器具乾燥器｜DGシリーズ 保証延長対象

◦写真はDG401
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型式 商品コード 温度制御範囲 容量 価格（税抜）

M1800-J 291427 メカニカルタイマ 1.9L ¥50,000
M1800H-J 291428 メカニカルタイマ、ヒータ 1.9L ¥63,000
CPX1800-J 291429 デジタルタイマ 1.9L ¥88,000
CPX1800H-J 291430 デジタルタイマ、温調ヒータ 1.9L ¥110,000
M2800-J 291431 メカニカルタイマ 2.8L ¥70,000
M2800H-J 291432 メカニカルタイマ、ヒータ 2.8L ¥86,000
CPX2800-J 291433 デジタルタイマ 2.8L ¥112,000
CPX2800H-J 291434 デジタルタイマ、温調ヒータ 2.8L ¥130,000
M3800-J 291435 メカニカルタイマ 5.7L ¥110,000
M3800H-J 291436 メカニカルタイマ、ヒータ 5.7L ¥135,000
CPX3800-J 291437 デジタルタイマ 5.7L ¥168,000
CPX3800H-J 291438 デジタルタイマ、温調ヒータ 5.7L ¥195,000
M5800-J 291439 メカニカルタイマ 9.5L ¥130,000
M5800H-J 291440 メカニカルタイマ、ヒータ 9.5L ¥160,000

超音波洗浄器
独自の発振方式により、強力で均一なパフォーマンス

卓上型超音波洗浄機 ブランソニック

BEST CHOICE!

◦写真はCPX1800H-J

型式 商品コード スターラ 撹拌容量 価格（税抜）

MG120 231209 12個連動式 50〜100mL×12（最大） ¥118,000
MG600 231310 6個 単独回転調節付き 50〜2000mL×6 ¥112,000

多連式スターラ
6種類の個別撹拌〜12個連動の多連式タイプ

マグミキサ｜MGシリーズ

BEST CHOICE!

◦写真はMG600

型式 商品コード 温度制御範囲 冷却コイル 価格（税抜）

BE201 221623 -20〜35℃ スパイラルチューブ
φ35×170mm（巻外径×長さ） ¥160,000

BE201F 221624 -20〜35℃ フレキシブルチューブ
φ15×500mm（直径×長さ） ¥158,000

BE301 221625 -20〜35℃ フレキシブルチューブ
φ15×1000mm（直径×長さ） ¥195,000

投込式冷却器
耐食性に優れた投込式冷却器

ネオクールディップ｜BEシリーズ

BEST CHOICE!

◦写真はBE201

Q&A
Q 製品の保証期間は、1年間ですか？

保証期間は、購入後1年間です（卓上超音波洗浄器は3年）。
弊社サイトにお客様登録していただくと対象機種の保証期
間を、2年もしくは3年に延長いたします。

型式 商品コード 振とう方式 振とう数 価格（税抜）

SA300 232017 水平・垂直振とう 20〜300rpm ¥190,000

シェーカー
水平・垂直振とうが両方可能

シェーカー｜SA300

BEST CHOICE!

◦写真はSA300
●本体以外にご使用容器に合ったオプションが必要です。●オプション例：水平・垂
直時の遠沈管ホルダ（商品コード232087 ￥59,000）、垂直振とう時の分液ロートホ
ルダ（232096 1個￥8,800）、水平時の三角フラスコホルダ（232097 ￥30,000）。

型式 商品コード 温度制御範囲 槽内容量（開口個数） 価格（税抜）

BS200 222061 （室温+5℃）〜沸騰温度（水） 約4.7L（4個） ¥64,000
BS401 222065 （室温+5℃）〜沸騰温度（水） 約9L（4個） ¥106,000
BS601 222066 （室温+5℃）〜沸騰温度（水） 約12L（6個） ¥129,000
BS660 222064 （室温+5℃）〜沸騰温度（水） 約14L（6個） ¥129,000

ウォーターバス
スタンド、クランプ、フタが標準装備、丸・三角フラスコも使用可能

ウォーターバス｜BSシリーズ

BEST CHOICE!

◦写真はBS401

●ご使用いただける容器サイズは、WEB等でご確認ください。

型式 商品コード 温度制御範囲 温度調整精度 価格（税抜）

BF201 221808 （室温+5）〜80℃ ±0.05/0.1℃ ¥80,000
BF401 221809 （室温+5）〜80℃ ±0.02/0.05℃ ¥120,000
BF501 221810 （室温+5）〜80℃ ±0.02/0.05℃ ¥143,000
BF601 221811 （室温+5）〜180℃ ±0.05/0.2℃ ¥154,000

投込式恒温装置
バリエーション豊富な多機能型の投込式恒温装置

投込式恒温装置サーモメイト｜BFシリーズ

BEST CHOICE!

◦写真はBF201

◦写真はM2800H-J

保証延長対象

保証延長対象

型式 商品コード 温度制御範囲 アルミブロック数 価格（税抜）

HF100 213105 （室温+5）〜200℃ １個 ¥100,000
HF200 213106 （室温+5）〜200℃ ２個 ¥120,000

ヒーティングブロック
試験管をアルミブロックで迅速加熱

ヒーティングブロック｜HFシリーズ

BEST CHOICE!

◦写真はHF100、HF200
●アルミブロック、マイクロチューブは含まれておりません。（アルミブロック 1個 ¥18,000〜22,000）

型式 商品コード 温度制御範囲 加熱板寸法 (mm) 価格（税抜）

HK200 213126 50〜250℃ 幅338×奥行238×高さ25 ¥86,000
HK300 213127 50〜250℃ 幅388×奥行288×高さ25 ¥94,000

ホットプレート
シンプル操作のホットプレート

ホットプレート｜HKシリーズ

BEST CHOICE!

◦写真はHK200


