
測　定 定　量 デモ可能
持ち運びに便利な充電式の吸光・濁度計

DEN-600 Photometer

Web ページ番号
検索69734

測　定 定　量 デモ可能
ポータブル吸光光度計／濁度計

CO7500 / CO8000

Web ページ番号
検索下記参照

15W×18D×6H cm，0.6 kg（共通）

［メーカー：WPA］

モデル
可視光度計 濁度計

CO7500 CO7500B CO8000

測定波長
フィルター 8 種類標準付属

（440，470，490，520，
550，580，600，680 nm）

600 nm

測定再現性 ±0.02（1 A）
光軸高さ 15 mm

キュベットホルダー 10 mm キュベット，φ16 mm チューブ
電　源 AC アダプター AC アダプター／バッテリー

商品コード 80-3000-43 80-3000-44 80-3000-45 WPA830043
包　装 1 unit 1 unit 1 unit WPA830044

価格（￥） 111,000 133,000 121,000 WPA830045

Web に 
動画あり

可視光度計 CO7500
検索1610

濁度計 CO8000
検索1663

マクファーランド（McF）比濁法，
ブラッドフォード法による 

タンパク質濃度測定にも対応

12.0W×14.5D×6.5H cm，0.5 kg

光　源 LED
測定モード 吸光度（Abs），マクファーランド（McF）
測定波長 600±10 nm

測定再現性 ±0.003（1 Abs）／±0.05（0～8 McF）

試料容器 10 mm キュベット，ラウンド（丸底）チューブ， 
コニカルチューブ

電　源 AC アダプター（100～240 V，50/60 Hz）
バッテリー リチウムイオン

［メーカー：BSN］
商品コード 包　装 価格（￥）

BSN501090 BS-050109-AAK 1 unit 139,000

分　注
PC またはスマートフォンで分注量設定が可能なペン型電動ピペット

pipetty-Pro / Smart

Web ページ番号

Smart
検索67240

Pro
検索67241

Bluetooth® を搭載したペン型電動ピペットです。PC またはスマートフォンで分注量の設定や切り替えができ，
分注作業の負担を軽減できます。
製造元：（株）アイカムス・ラボ

バックボタン

PUSH ボタン

約 75g（充電池含む）

通常のプランジャー式プッシュ操作（バックボタン）に加えて， 
筆記スタイルの「ペン式」プッシュ操作（PUSH ボタン）が可能

ピペッティ

✓実験日時や作業者名，分注量などを自動で記録
✓実験プロトコルに沿って作業を行ったか確認が簡単

pipetty-Pro

PC で分注量設定

●  ウェルマイクロプレートに合わせたナビ
ゲーションが可能です。

※PC（Windows 10 64 bit，1280×720 ドット
以上）が別途必要です。

pipetty-Smart

スマートフォンで分注量設定

●  スマートフォンのテンキー・音声入力で分
注量や分注回数を変更できます。

※スマートフォンまたはタブレット（Android 8.1
以降）が別途必要です。

［メーカー：ASY］
吐出範囲 精度保証範囲 再現性（連続分注時） 正確度（連続分注時） モデル 商品コード 包　装 価格（￥）

0.1～20 μl 2～20 μl
   20 μl≦0.4％
    2 μl≦2.0％

    （2 μl≦3.5％）

   20 μl±1.0％
    2 μl±3.5％

    （2 μl±5.0％）

Pro MSIC04-01-20 1 piece 120,000 ASY000012

Smart MSIC12-01-20 1 piece 79,800 ASY000019

1～250 μl 20～250 μl
  250 μl≦0.15％
   20 μl≦0.8％

   （20 μl≦2.0％）

  250 μl±0.5％
   20 μl±2.5％

   （20 μl±3.0％）

Pro MSIC04-01-250 1 piece 120,000 ASY000013

Smart MSIC12-01-250 1 piece 79,800 ASY000020

5～1,000 μl 100～1,000 μl
1,000 μl≦0.15％
  100 μl≦0.5％

  （100 μl≦1.5％）

1,000 μl±0.5％
  100 μl±1.5％

  （100 μl±2.0％）

Pro MSIC04-01-1000 1 piece 120,000 ASY000014

Smart MSIC12-01-1000 1 piece 79,800 ASY000021

※pipetty1 本ごとに，充電式電池 1 本＋充電器がセットで付属しています。
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