
The Mastercycler® nexus X2 with two totally independent protocols

Perfect Asymmetry



　Mastercycler nexus X2 は異なる 2 つのプロトコールを同時
に実施できます。少数のアッセイは 32 ウェルブロックにフィット 
ー 48 サンプルを超える多数のアッセイは 64 ウェルブロック上
で PCR を実行することができます。大きい方のブロックではグラ
ジエント機能が使えます。

Mastercycler nexus シリーズの他の機種同様、Mastercycler 
nexus X2 は最大 3 台まで連結できます。 その拡張性によって、
あなたの要望に対する最高の解決法と、全ての PCR 装置を同一
の直感的なソフトウェアで制御できる利点が得られます。

Eppendorf 社製の PCR チューブやストリップ付き PCR チュ
ーブ、PCR プレートとの組み合わせで使用することで Mastercy-
cler nexus X2 は一貫性と発表する価値のある結果を生み出し
ます。

Product features
 >  多数のアッセイには大きいブロックー少数のアッセイには 
小さいブロック

 >  ストリップ付き PCR チューブ、0.2 mL チューブと 0.5 mL 
チューブのいずれにも対応するユニバーサルブロック

 >  グラフィック表示による直感的なプログラミング 
（マウスはオプション）
 > PCR 条件最適化のためのオプションのグラジエント機能
 > e-mail 通知機能
 > ハイスループット処理のため 3 台連結可能!

The Mastercycler® nexus X2



Benefits at your fingertips:
サイズが異なる 2 つの独立ブロックが高いフレキシビリティーを提供 
より高度なハイスループットのために 3 台まで連結可能 
高い静音性、低い電力消費、直感的なソフトウェア

テクニカルデータ
ブロック温度均一性
20 °C–72 °C
95 °C

 
≤ ±0.3 °C
≤ ±0.4 °C

加熱速度* 約 3 °C / 秒
冷却速度* 約 2 °C / 秒
最大消費電力 700 W

ブロック温度制御精度 ± 0.2 °C
ノイズレベル < 40 dB[A]

ブロック温度制御範囲 4–99 °C
温度制御モード Fast, Standard, Safe から選択可能
グラジエント範囲 1–12 °C
グラジエント温度範囲 30–99 °C
ヒートリッドの温度範囲 37–110 °C
大きさ (W × D × H) 25 × 41.2 × 33 cm

重さ 11 kg 
* ブロック表面で測定



注文案内
品名・型式 Order no. 希望小売価格
Mastercycler® nexus GX2 *1 6336 000.023 ￥1,100,000

Mastercycler® nexus X2 6337 000.027 ￥893,000

Mastercycler® nexus GX2e *1,2 6338 000.020 ￥862,000

Mastercycler® nexus X2e *2 6339 000.024 ￥724,000

Eppendorf PCR チューブ
PCR チューブ 0.2 mL　1,000 本 0030 124.332 ￥18,300

PCR チューブ 0.5 mL　500 本 0030 124.537 ￥5,900

PCR チューブ 0.2 mL 8 - ストリップ　8 連 × 120 ストリップ 0030 124.359 ￥22,600

PCR チューブストリップ 0.1 mL、 キャップ無し　8 連 × 120 ストリップ 0030 124.804 ￥17,300

PCR チューブストリップ 0.1 mL & フラットキャップストリップ　960 セット（8 連 × 120 ストリップ） 0030 124.820 ￥25,200

PCR チューブストリップ 0.1 mL & ドームキャップストリップ　960 セット（8 連 × 120 ストリップ） 0030 124.812 ￥23,300

PCR プレート用ドームキャップストリップ　960 個（8 連 × 120 ストリップ） 0030 124.839 ￥7,500

PCR プレート用フラットキャップストリップ　960 個（8 連 × 120 ストリップ） 0030 124.847 ￥9,500

twin.tec PCR プレート 96, スカートレス (250 μL), 20 枚
カラーレス、divisible 0030 133.374 ￥20,000

ブルー、divisible 0030 133.404 ￥20,000

twin.tec PCR プレート 96, スカートレス, low profile, 20 枚
カラーレス、divisible 0030 133.358 ￥20,000

ブルー、divisible 0030 133.382 ￥20,000

twin.tec PCR プレート 96 LoBind, セミ-スカート, 25 枚
カラーレス 0030 129.504 ￥19,400

twin.tec PCR プレート 96 LoBind, スカート, 25 枚
カラーレス 0030 129.512 ￥19,400
*1 グラジエント機能付き
*2 単体では使用できません。ディスプレー付きタイプのマスターサイクラーnexusシリーズに接続する必要があります。
希望小売価格は2018年4月現在の価格で、消費税は含まれておりません。
製品の仕様、価格、外観等は予告無く変更する場合がありますのでご了承下さい。
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