
スクラムの

特別キャンペーン

汎用機器

「ひと味違った製品」のお得なご提案！

2019年 10月 1日～

12月 31日受注分



細胞懸濁液を直接ロード 結果表示までわずか 3 秒
※蛍光 8.5 秒

ラボワイプで拭き取るだけ

スライド不要！ のせて→測って→拭くだけ !

●ヒストグラム表示

セルサイズによるゲーティングを

ヒストグラム上で実施

●測定データ

数値やイメージデータ、 解析結果のレポート (PDF) を

USB メモリーやネットワーク経由でエクスポート可能

●Advanced Declustering 機能

独自のアルゴリズムによる高精度

セルカウントを実現

●Direct Pipette™ テクノロジー

   微量分光光度計の原理を応用した光学系と制御方式で

　 測定は検出部に直接サンプルをロードするだけ

●迅速測定 

    明視野測定ではわずか 3 秒、 蛍光測定では 8.5 秒

●最少サンプル量 

    サンプル量は 5μL から測定可能 (＊50μm 設定時 )

●幅広いダイナミックレンジ

    7x10² ～ 2.5x107 cells/mL

●細胞検出サイズ

    4 – 400μm

* Patent Pending

™
自動セルカウンター CellDrop™ シリーズ

微量分光光度計マーケットを構築した

スタッフらによって開発されたセルカウンター

明視野専用モデル
(測定回数無制限プラン) 
CellDrop BF　

明視野モデルCellDropBFを

お買い上げのかたにもれなく

ピペットをプレゼント！

990,000 円

3 つの調整ダイヤルで

簡単 ・ 迅速ボリューム設定

▶
定価　
1,060,000円

EVOLVE マイクロピペット
（2.0 ～ 20 μLモデル)
チップラック付（384 チップ入）



オールインワンスタンドアローン
微量分光光度計

DS-11 シリーズ
世界中で4000台以上の納入実績

クラス最高水準の検出感度を実現

0.75ng/μL（dsDNA・吸光測定時）～

微量分光専用モデル
DS-11

超高性能リアルタイムPCR

Mic 

1,280,000 円　20 ％ OFF

リアルタイムPCR
Mic 2chモデル
(Green, Yellow)

1,600,000 円▶
定価

1,880,000 円▶
定価

1,500,000 円　20 ％ OFF

微量分光光度計 DS-11シリーズ、もしくはMic リアルタイムPCRをお買い上げのお客様へ 　

選べるプレゼント！

EVOLVE マイクロピペット
（0.2 ～ 2.0 μLモデル)
チップラック付（384 チップ入）

3つのダイヤルで
簡単・迅速ボリューム設定

DYMO450 ラベルライター
（DS-11シリーズ データ出力用）

クライオタグへの印字にも対応

x20
専用)

Mic4連チューブ
48サンプル／ラック

（MicリアルタイムPCR

抜群の温度追従性
オイルがプレロードされた

オリジナルチューブ

＊いずれかご希望の製品を1点選んで、ご注文時に弊社販売代理店へお伝えください。

品 名 定 価

DS-11＋ 微量分光光度計
（キュベット測定機構搭載タイプ） 1,800,000円 1,440,000 円

DS-11 微量分光光度計 1,600,000円 1,280,000 円

DS-11FX＋ 微量分光･蛍光光度計
（キュベット測定機構搭載タイプ） 2,300,000円 1,840,000

 
円

DS-11FX 微量分光・蛍光光度計 2,100,000円 1,680,000 円

拡張式 蛍光モジュール
（LED：UV・Green・Red・Blue搭載） 395,000円 316,000 円

20%OFF！

＊本体カラーは白、青、赤、シルバーの4色からお選びいただけます。注）FXモジュール除く

品 名 定 価

Mic リアルタイムPCR 
2チャンネル
（Green,Yellow）

1,880,000円 1,500,000 円

Mic リアルタイムPCR 
4チャンネル
（Green,Yellow,Orange,Red）

2,240,000円 1,790,000 円

Mic HRM解析ライセンス 340,000円

Mic4連チューブ＆キャップ
（48サンプル／ラック x20） 24,000円

20%OFF！

世界初 Magnetic Induction　Heating System

ウェル間温度均一性±0.05℃

抜群の性能をもつ
手のひらサイズのリアルタイムPCR



定価　3,200,000円

2,600,000 円

■ 磁性ビーズ方式

■ 1サンプルからの抽出も可能

■ 高品質DNA・RNAの抽出を実現

■ サンプルに応じた充実した各種キットがラインナップ

溶解 洗浄 x2 溶出

サンプルを溶解し、
DNA/RNAを磁性ビーズに
結合させる

洗浄バッファーで
2回洗浄する

DNA/RNAを溶出バッファーに
溶出して、磁性ビーズを
マグネットバーで取り除く
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■ チップの着脱から分注までを自動化

■ チップ間隔を変更し自由度の高い分注を実現

■ プレート・チューブなど様々なフォーマットに対応

■ シミュレーション機能付き安心の簡単操作

VIAFLO/VOYAGER 自動化ステーション

ASSIST PLUS
すぐに使えるオプション付セット

2,950,000 円

セット構成
ASSIST PLUS　本体

Bluetoothモジュール

8ch or 12ch の VOYAGERⅡ

ウェル間隔の異なる容器への分注

48サンプル　核酸自動抽出装置 

48サンプルをわずか15分で完了

複雑な分注作業の自動化に最適な一台

詳しくは動画で！
https://www.youtube.com/watch?v=XaH5ynuVgLs

詳しくは動画で！
https://www.youtube.com/watch?v=7eKEf5b7MsY


