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アテクト

小型インキュベーター

BMS-MI03C

¥310,000
価格（税抜）

卓上型インキュベーター

■ ペルチェとヒーターによる送風循環方式を採用
■ 温度分布精度±0.3℃と安定した庫内環境
■ 強化ガラス製の観察窓と保温に効果的な内扉を装備

■ 小型ながら22リットルと大容量
■ 自然対流エアジャケット壁面加熱方式を採用
■ 小型なので2段、3段積み重ねて使用することもできます
■ ガラス窓付と窓なしの2種類から選べます

温度 0℃～60℃

内容積 13リットル

BMS-MI01G

¥135,000
価格（税抜）

（ガラス窓付）

内容積 22リットル

温度 室温+5℃～80℃
ガラス窓付

BMS-MI01

¥120,000
価格（税抜）

（窓なし）

BMS-MI02F

¥165,000
価格（税抜）

送風式インキュベーター 小型低温インキュベーター

内容積 14リットル

温度 室温+5℃～210℃

■ 送風循環方式なので安定した温度分布を実現
■ 最大210℃の幅広い温度範囲
■ インキュベーターとしてだけでなく乾燥器としても使用可能

内容積 22リットル

温度 室温+5℃～100℃
窓なし

内　装

ケーブル導入口
サービスコンセント

タイマー機能
運転機能

棚　板 / 段　数
電　源

2枚（耐荷重：約10kg）/ 4段（ピッチ58mm）
AC100V　1A

定値運転 / タイマー運転

安全装置 自己診断機能 / 独立過昇防止器 / 安全ブレーカー

ステンレス鋼板 （SUS304）

右側面 φ34mm×1ヶ（蓋付）
AC100V　2A

オートスタート / オートストップ / SVスタート

省スペース・省エネ設計

日本製日本製

●外形寸法： W390×D380×H470mm
●庫内寸法： W270×D250×H210mm
●重量： 約19kg

●外形寸法： W390×D380×H472mm
●庫内寸法： W274×D250×H190mm
●重量： 21.5kg

●外形寸法： W390×D380×H472mm
●庫内寸法： W284×D290×H270mm
●重量： 約17kg

●ラボクレーブⅡ/Ⅴは 「132℃/121℃」、ラボクレーブⅡB/ⅤBは
　「121℃/115℃」の二つの設定で確実に滅菌を行います。 
●短時間で連続滅菌が可能です。 
●各種安全装置を装備しています。 
●コンパクトサイズですので場所を取らず、少量の滅菌に最適。 
●マイコン制御を搭載したセミオート型低価格モデル。 
●ラボクレーブⅡB/ⅤBは、液体＆培地滅菌時の突沸を防止する
   「液体滅菌モード」を搭載。 
●タイマーは121℃で20～99分、132℃で5～99分の
   設定が可能です。 ※本製品は研究用です。医療用では使用できません。

ラボクレーブⅡ/ⅡB
ラボクレーブⅤ/ⅤB小型高圧蒸気滅菌器小型高圧蒸気滅菌器

特 長

オ　ー　ト
ク レ ー ブ
減  菌  器

試験研究用

BC-LC2040 BC-LC2045 BC-LC2160 BC-LC2165

価　　格（税抜） ￥198,000 ￥198,000 ￥315,000 ￥330,000

卓上でも使用できる卓上でも使用できる コンパクト型コンパクト型
簡単コントロールパネル

分かりやすい！

目的に応じて複数台目的に応じて複数台 低価格！低価格！

BC-86.1005A
BC-86.1004A
BC-86.1003A

BC-86.1003A-25
BC-86.1004A-35

卓上クリーンバッグ A5サイズ100枚入
卓上クリーンバッグ A4サイズ100枚入
卓上クリーンバッグ A3サイズ100枚入
A4サイズ100枚入 スティックジッパー3号5本セット
A3サイズ100枚入 スティックジッパー2号5本セット

￥3,500

￥9,000

￥8,000
￥6,000

￥5,000

価格（税抜）製品番号 製品名1）バッグ上部の粘着テープで 机の縁や壁に貼り付けて使えます

素材 ： 三層構造（PP-PE-PP）/粘着テープ付

4）高熱耐性 ： オートクレーブで滅菌処理ができます

3）ワイヤーで簡単に口を縛れ、廃棄が簡単です

2）一時的に密閉でき、液漏れ・臭い漏れを防ぎます（スティックジッパー使用時）



φ23.2mm

φ25.4mm（Cマウント）

φ30.5mm

φ30mm

接眼レンズ部の内径が、直径23.2mm　/直径25.4mm（Cマウント）
直径30mm / 直径30.5mmの顕微鏡に対応しています。
※全ての顕微鏡での使用を保証するものではありません。

BC-WDKMC02

¥83,800
価格(税抜)

イメージ

WIFI接続なので
     コードレス!

対応
Android
iOS

撮影/保存
静止画

撮影/保存
動画

対応
Windows

WIFI接続式顕微鏡カメラ

・ スマートフォンやタブレットに
　　　　　　　映像を表示できます！
・ 顕微鏡で見ている映像を
  静止画/動画として簡単に保存可能！
・ 学生実習にも役立ちます！

カメラ CMOS（約500万画素）
静止画保存解像度 2592Ｘ1944
静止画保存形式 JPEG, BMP, PNG, （PDF）
動画保存解像度 1280Ｘ960（40fps）※パソコンのみ
動画保存形式 AVI
光源 環境光による
電源 Micro USBにて給電
充電/連続使用時間 約3時間/約8時間
無線通信方式 IEEE802.11b/g/n（通信範囲：約5m）
ケーブル長 約1.8m
外形寸法 W90XD79XH62mm（アタッチメント含まず）
重量 約320g（アタッチメント付）

仕様

USB接続式顕微鏡カメラ

カメラ CMOS（約500万画素）
静止画保存解像度 2592Ｘ1944
静止画保存形式 JPEG, BMP, PNG, GIF
動画保存解像度 640X480（30fps）
動画保存形式 AVI
光源 環境光による
ホワイトバランス 自動/手動
露出 自動/手動
接続方式 USB2.0
電源 PCよりUSBにて給電
ケーブル長 約1.2m
外形寸法 W50XD56XH42mm
重量 約138g

仕様

BC-DKMC01

¥19,800
価格(税抜)

撮影/保存
静止画

撮影/保存
動画

対応
Windows

PCモニタに表示できるので、
大きな画面で映像を確認でき、
大多数で同時に確認することも可能！

BC-DKMC01

倍率比較（例 :有機物の結晶）

約60倍 約250倍

Mac
対応 撮影/保存

静止画
撮影/保存
動画

対応
Windows

200

ステージ部分には
目盛り表示が搭載しており、
対象物の簡易測定が可能

フレキシブルスタンド
＆ステージ 標準付属

イメージセンサー
倍率
光源
静止画サイズ
動画サイズ
外形寸法 / 重量

対応OS
接続方式

LED × 4
1600 × 1200
640 × 480
Φ30 × 86mm / 99g

約200万画素CMOS
接写～約250倍

Windows 10/8.1/8/7/Vista
MacOSX 10.4.8以上

USB2.0

USB接続デジタル顕微鏡

BC-MSUSB201

¥13,000
価格(税抜)

見たい映像を手軽にパソコンに映し出します！

静止画/動画として簡単に保存可能！

※付属品 ： フレキシブルスタンド、ステージ、専用ソフトウェア

130

製品番号
BC-WM401PCST02

価格 (税抜)

曲が
る！

ククネネ
ククネネ

フレキシブルタイプで
自在な方向に調整可能！
チューブ ： 直径11.5 x 長さ300mm

BC-WM401WIFI対応 顕微鏡専用スタンド

¥9,800

お手元にWIFI機能搭載の機器がない方、
WIFI顕微鏡専用に新たに機器をお探しの方、
おすすめのタブレットセットです

※タブレットの種類は予告なく変更になる場合がございます。

BC-WM401WIFI-SET

¥74,600
価格(税抜)

WIFI接続 ワイヤレスデジタル顕微鏡

基板検査
無料アプリで
計測が簡単にできます

イメージセンサ
ホワイトバランス

光源
通信方式
使用周波数
通信範囲

自動
白色LED × 8
IEEE802.11b/g/n
2.400～2.4835 GHz
約5m

1/4インチCMOSセンサ
自動

等倍 / 10～200倍
8～300mm / およそ1000mm
充電式（充電池）

焦点範囲

外形寸法 / 重量
電源

約φ36 × 142mm / 約82g

露出

倍率

対応
Android
iOS

撮影/保存
静止画

撮影/保存
動画

対応
Windows

タブレットやスマホで顕微鏡の映像を確認
アプリでの操作や計測も可能
（等倍～200倍）

有線顕微
鏡としても

使用できま
す

Ａuto
OFF
 １０分
（解除可）

校正
風速不可
OK

℃
温度

％
湿度

LUX
照度

BC-AHLT102SD

¥37,400
価格(税抜)

データロガー
多機能環境測定器
データロガー
多機能環境測定器

【仕様】
●電源： 単三形乾電池×6本、またはACアダプター（別売）
●センサーヘッド サイズ： 107.5×47mm
●サイズ： W68×H177×D45mm / 約465ｇ（電池含む）

測定範囲

■ SDカードで簡単にデータを記録でき、現場でもデータ解析、　
　 PCなどにCSV形式で取り込むことも可能
■ MAX/MIN､データホールド機能付き

温度、湿度、照度、風速を1台で測定できます

BC-THG-01

¥98,000
価格(税抜)

BC-WM401WIFI

¥49,800
価格(税抜)



バックライトの色が変化する
　　　　　　　「上/下限設定機能」

BC-MS5000WP

¥12,000
価格(税抜)

g 校正
OK

Ａuto
OFF
選択可能
（解除可）

防塵
防水
IP65

mℓ
水/牛乳

【仕様】
●秤量： 5000g　　　●表示単位： g、㎖（水）、㎖（牛乳）、個
●最小表示単位： 0.1g（0.0～1000.0g）/ 0.5g（1000.5～3000g）/ 1g（3001～5000g）
●精度： ±0.5g（0.0～100.0g）/ ±0.7g（100.1～500.0g）/ ±1.0g（500.1～1000.0g）
　　　 / ±2.0g（1000.5～3000g）/ ±5.0g（3001～5000g）
●電源: 単3形乾電池×2本 （電池寿命： 約400時間）
●大きさ： W141×H39×D206mm / 重さ： 430g　　●計量皿： W120×D126mm
●水平器、水平調節脚、ステンレス皿、計量皿カバー付属

個数のチェックに便利な「計数機能」

容器の重さを差し引き「風袋機能」

防水ミニスケール 電子はかり

30サイクルのリアルタイムPCRが最短12分！ 
高速、そして低価格！

■ 熱伝導性に優れたポリマーチップを使用し、高速反応を実現
■ 専用酵素を用いてテンプレートプライマーを加えるだけで、
　 リアルタイムPCRやOne-Step RT-PCRが可能
■ 内蔵カメラで各サイクルを撮影し、専用ソフトで自動的に解析
　 （Ct値・ Tm値・ 増幅曲線・ 融解曲線（または標準曲線）・ ピークデータ）
■ 持ち運びも便利で、A4サイズにも収まる軽量・コンパクトデザイン

●反応サンプル数：10サンプル　●温度均一性：±0.5℃　●加熱・冷却速度：8℃/秒　
●温度範囲：RT-PCR　35～65℃（1.0℃刻み）、PCR　20～99℃（1.0℃刻み）　
●標準PCR時間：12分（30サイクル）　　●保存プロトコル数：12

200 mm

127 mm

200 mm

重さ 3.2kg

■ -20℃から+380℃の広い温度範囲を計測
■ 環境湿度も測定可能
■ タッチパネル採用、操作がスムーズに！
■ オートパワーオフ機能搭載
■ 小型・軽量

℃
温度

％
湿度

校正
温度のみ
OK

Ａuto
OFF
可変 SDカード

～64GB
MP4

動画
BMP/JPEG

静止画

温度分布を視覚で捉え
　温度異常を素早くチェック

【仕様】
●センサー：赤外線温度センサー、
　　　　　 / 湿度センサー、CMOSセンサー
●測定範囲：温度 -20～+380℃ / 環境湿度 0～80%RH
●分解能：温度 0.1℃ / 環境湿度 1% 
●確度：温度 ±2%rdg±2℃の大きい方
　　  / 環境湿度 ±5%RH(25℃、30～70%RH)
●解像度：32×32(1024)ピクセル
●測定波長：8～11.5μm
●メモリー：内臓 / 外部(microSDカード64GBまで)
●オートパワーオフ：30秒～30分30秒(可変)
●表示器：2.8型カラーLCD　タッチパネル
●フォーマット形式：静止画 PNG・JPEG / 動画 MP4
●電源：3.7Vリチウム充電池バッテリー
●充電時間：5～6時間
●連続使用可能時間：約6時間(フル充電にて)
●PCとの接続：USB接続(画像転送/バッテリー充電) 
●サイズ：W66×D48×H215mm / 220ｇ 

サーモキャプチャーサーモキャプチャー

全ての画素(1024ピクセル)に温度情報を保有

★可視画像 ★可視+熱画像

熱画像と可視画像の
カンタン重ね合わせ機能

温度を確認したい箇所を
直接タッチするだけ

BC-THG-01

¥98,000
価格(税抜)

高速リアルタイムPCRシステム

高速
30サイクル
最短12分

高性能
　ワンステップ
RT-PCR可能 小型

軽量
3.2kg

低価格
優れたコスト
パフォーマンス

BC-GFQ150

¥1,150,000
価格(税抜)

フォームラック6種
標準付属

BSR-MTV100

¥360,000
価格(税抜)



SPL-91010-100

SPL-91010

SPL-91005

SPL-91002

SPL-91001

SPL-91005-100

SPL-91002-150

SPL-91001-200

SPL-91050

SPL-91025

SPL-91050-40

SPL-91025-50

100本（100x1）

400本（100x4）

400本（100x4）

600本（150x4）

800本（200x4）

100本（100x1）

150本（150x1）

200本（200x1）

160本（40x4）

200本（50x4）

40本（40x1）

50本（50x1）

価格(税抜)

￥19,800

￥21,000

￥15,000
￥4,800
￥15,000
￥4,800

￥6,800

￥6,500

￥12,000

￥25,000
￥8,200

￥3,900

Non-pyrogenic
Non-cytotoxic

DNase/RNase
free

SPLディスポーザブルピペット ■ 逆目盛り付きで、分注量/残量の読み取りが容易
■ プラグ部は国際基準のカラーコードで容量の識別が容易
■ 材質 ： クリスタルグレードPS
■ ガンマ線滅菌済
■ 個包装

スタンド付き
手押しでも
使用可

ライトボックス コロニーカウンター
■ 油性マジックを使用して
　 マーキングと同時にカウントができます
■ 本体は軽く、持ちやすいデザインで、
　 長時間の作業でも疲れません

ペン型
電子式

■ コンパクト設計で持ち運び自由自在
■ プレート・シャーレ・ゲル・スライドガラスなどの
　 どの部分でも均等に照射します
■ 長時間連続点灯しても表面温度が上がりません

製品番号 製品名 入数 価格（税抜）

￥25,000
￥18,000
￥39,800
￥4,000

①BC-166021 ライトボックス 1台

②BC-HD15092D ワイドビュアスタンドルーペ 1台

③BC-HD15092A コロニーカウンター 1台

④BC-HD15092P 交換用マジックペン 6本

127mm

100m
m

①

②

③

④

薄型サイズで

 リニューアル
！

シャーレホルダー

積み重ね例

￥3,400
価格(税抜)製品番号

BC-55432
入数

1個シャーレホルダー

製品名

￥4,400
価格(税抜)製品番号

BC-SSTR009
入数

1個シャーレラック009

製品名

φ90mmシャーレ対応

コンパクトなシャーレ収納！
■ 深型シャーレ5枚×2列、または浅型シャーレ6枚×2列を収納
■ 積み重ねても横ズレしにくい構造で、運搬・保管に便利
■ 全高が低いので冷蔵庫やインキュベーターにも そのまま収納

■ 100mmディッシュを6枚収納できます
■ 耐薬品性に優れたエポキシ樹脂コーティングのスチール製
■ サイズ（W/D/H）： 140×85×105mm

積み重ねても

 しっかりホー
ルド！積み重ねても

 しっかりホー
ルド！

φ90mmシャーレ対応φ90mmシャーレ対応
■ サイズ（W/D/H）： 約210×100×130mm
■ 材質： ステンレス SUS304

シャーレラック 009シャーレラック 009

ピペッター

製品番号 製品名 入数 価格（税抜）

￥42,000
￥8,000

BC-RF3000 ロタフィラー3000 1台

BC-RFF3000 交換用フィルター0.45µm 5個

マニュアル式

ピペットコントローラー

製品番号 製品名 入数 価格（税抜）

￥22,000
￥8,000

BC-RFU1000 ロタフィラー1000 1台

BC-RFF1000 交換用フィルター0.45µm 5個

BC-RFR1000 交換用ノーズコーン 1個 ￥8,000

■ 1ml～50mlピペット対応
■ ノズルのみオートクレーブ可能
■ 0.45µmフィルターでコンタミネーション防止
■ 充電中も使用可能
■ 交換用フィルター・卓上スタンド・壁掛けホルダー付き

ハンディコロニーカウンター
手に持って使用できる薄型・コンパクトなライト台

■ ペン先でマーキングすると音が鳴り、
　 デジタルカウンターに加算されます
■ 5桁表示の液晶ディスプレイ搭載
■ サイズ： 約152×17mm / 28g

おすすめポイント

①手に持って傾けても
　シャーレが落下しない ！

②ディッシュ範囲のみの照光なので
　長時間でも目が疲れにくい ！

③置いたままでも使用しやすい
　小型・薄型の省スペース設計 ！

楽な姿勢で使用ができ、
長時間の作業でも
疲れにくいデザイン

楽な姿勢で使用ができ、
長時間の作業でも
疲れにくいデザイン

￥20,000

価格(税抜)製品番号

BC-HCC01

入数

1セットハンディコロニーカウンター （　　　　　　）

製品名・内容

BC-HCC02L ￥15,0001台ハンディコロニーカウンター （ライト台）

カウンターペン
　+ ライト台

※油性ペン、ソフトケース標準付属　　※ACアダプタ（別売）

ライト台

コロニーカウンターペン

■ LED光源なので、スイッチをつけて、すぐに使用可能
■ 仕様
　・光源： 白色LED　（平均輝度： 約800cd/m²）
　・照射面サイズ： φ95mm
　・本体サイズ： 186×111×13mm / 230g
　・電源： 単４電池×3本、またはACアダプタ（別売）

¥1，200
¥13，000

●寸法/全長240mm
●甲幅/①76mm②84mm③94mm④105mm
●材質/ニトリルゴム
●食品衛生法適合品

やわらかく、
しなやかに伸びて、
手にフィット

■ 経済的な左右兼用、使い切りタイプ
■ 耐油脂・耐薬品性に優れています
■ 超薄手なのに破れにくい
■ 一般作業、食品加工などに

価格(税抜)

￥680
￥680
￥680
￥680

BC-144513
BC-144520
BC-144537
BC-144544

①ニトリーノライト青 超薄 SS
②ニトリーノライト青 超薄 S
③ニトリーノライト青 超薄 M
④ニトリーノライト青 超薄 L

製品名製品番号

価格(税抜)

￥6,300
￥6,300
￥6,300
￥6,300

BC-144513-10
BC-144520-10
BC-144537-10
BC-144544-10

①ニトリーノライト青 超薄 SS
②ニトリーノライト青 超薄 S
③ニトリーノライト青 超薄 M
④ニトリーノライト青 超薄 L

製品番号 製品名
680

630

ニトリーノライト 青 超
薄 サージカルマスク
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