
PCRサーマルサイクラー ー エッペンドルフ マスターサイクラーシリーズ

Amplify

New from Eppendorf:
Mastercycler® nexus X1



PCR をより手軽に、より身近に
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PCR の結果に妥協しないあなたへ。エッペンドルフのサーマルサイクラーは 
飛び抜けて均一で正確です。温度制御が高速で正確なので、迅速に再現性の 
ある PCR を実行できます。プログラミングを直感的で簡単に行えます。再現性 
のある有意な結果を得るための、あなたの日々の奮闘をサポートします。

»Eppendorf—designing  
instruments that fit the needs  
of today’s scientist.«

再現性
 > PCR において、温度制御の正確
性と再現性は最も重要です。
 >エッペンドルフのブロックは 
SteadySlope® グラジエントテ
クノロジーを採用しており、グ
ラジエントモードでも通常モー
ドでも同一の温度変化速度です。

快適操作
 >グラフィック表示により、プロ
グラミングが直感的で簡単です。
 >メール通知機能やスケジュール
表示機能により、複数人で共用
する際も効率良く使用できます。
 >動作音は極めて静かで、会議室
や作業スペースでの騒音基準値
をもクリアします。

信頼性
 >マスターサイクラープロシリー
ズの特殊なリッドはチューブ・
プレートからの反応液の蒸発を
防ぎ、正確性と再現性を高めま
す。
 >リッドハンドルによる片手操作
が可能です。ヒートリッドの高
さ調節のためにダイアルを回し
たりする必要はありません。

Eppendorf Mastercycler Family
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Mastercycler® nexus X1

 > Learn more about the Mastercycler nexus X1 at www.eppendorf.com/mastercycler
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省エネルギー
 > 消費電力が非常に小さくなっており、スタ
ンバイ機能も備えています。

拡張機能
 > データ転送およびマウス接続用に USB 
ポートを備えています。最大で 2 台の装
置を接続できハイスループットの実験に対
応できます。

グラフィック表示による直感的なプログラミング
 > プロトコルライブラリ、最近使ったプロトコ
ルのフォルダ、スケジュール管理、e-mail 
通知機能を備えています。

静音設計
 > 極めて静かに換気することができ、ノイズ
レベル ≤ 40 dB[A] を達成しています。快
適に実験できます！

片手操作可能なリッドハンドル
 > プレートやチューブを確実に押さえつけま
す。

 > ヒートリッドを下げるためにダイヤルを回
したりする必要はありません。

 > リッドの圧力に再現性があるので、再現性
のある結果が得られます。

flexlid® コンセプト
 > 反応容器に合わせてリッドの高さが自動的
に調節されます。

高純度なシルバーブロック
新しいマスターサイクラー nexus X1 シリーズは、高速で温
度を制御できる 96 ウェルシルバーブロックを備えています。
また、マスターサイクラー nexus シリーズ共通の特長として、
ブロック温度調節のオーバーシュートが少ないため、温度の
安定が早く、運転時間を短縮できます。加熱・冷却速度だけ
では計れない運転時間の速さを実感して下さい！

Combine, Connect, Control
 > Combine：最大で 3 台のサイクラーを連結し、低コスト
で省スペースなハイスループット処理を実現！
 > Connect：e-mail によって、マスターサイクラー nexus 
からあなたの PC へ様々な情報を送信！
 > Control：直感的なソフトウェアを通じて、PCR プログラ
ムの全てのパラメーターを制御！

信頼できる使いやすい装置をお探しですか？
マスターサイクラー nexus シリーズでは、極めて優れたブ
ロック温度制御精度とウェル間の温度均一性によって、最高
の再現性と安定性が得られます。カラーディスプレーにより、
直感的で簡単にグラフィカルなプログラミングを行えます。
また、PCR の終了をメールでお知らせする機能や、入力した
使用スケジュールを表示する機能を備えており、複数人で共
用する際も効率良く使用できます。

Product features
 >加熱速度: 5 °C／秒
 >高速シルバーブロック
 >小さな設置面積
 >グラフィック表示による直感的なプログラミング
 >最大で 2 台の装置を接続可能
 > e-mail 通知機能
 > flexlid コンセプト: リッド高さ自動調節機能で様々な消耗
品に対応
 > 2 年間の保証付き
 >ペルチェ素子のセルフテストが可能（オプション）

Applications
 > Fast PCR
 >標準的な PCR
 >サイクルシークエンシング

Eppendorf Mastercycler Family
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さらに高まる柔軟性
　特殊な実験手法には特殊な反応容器が必要になります。
ウェルの無い平らなブロックを備えたマスターサイクラー 
nexus flat がスライドや特殊な反応容器に対応します。
　in situ PCR を行う際に、従来はアダプターの熱伝導性が
結果に影響してきました。マスターサイクラー nexus flat な
らば、アダプターを介さずに直接スライドを加熱・冷却する
ため、かつてない温度変化速度、温度制御精度、均一性が
得られます。

Product features
 >ウェル無しのフラットブロック
 >グラフィック表示による直感的なプログラミング
 >小さな設置面積
 >最大で 2 台の装置を接続可能
 > e-mail 通知機能
 > 2 年間の保証付き
 >ペルチェ素子のセルフテストが可能（オプション）

「新たな問いや可能性の発見、 
古びた問題を新しい角度から見つめ直すことは、 
創造的な想像力が必要とされ、 
それらは科学に真の進展をもたらす。」
アルベルト・アインシュタイン

品質保証
エッペンドルフのサーマルサイクラーは、全て以下の品質
ガイドラインを満たしています：
 >シリアルごとに品質管理証明書をドキュメント化
 >以下の国際標準規格に準拠した校正を実施：NIST 
(USA), DKD/PTB (Germany), UKAS/NPL (UK)
 >アメリカおよびカナダの安全規格 UL/cUL 認定品

Mastercycler® nexus flat 
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汎用性に優れたサーマルサイクラー
極めてコンパクトなデザインで、ブロック 1 つで 0.1/0.2/0.5 mL 
チューブおよびプレートに対応します。消耗品の高さに合わ
せてヒートリッドの高さを自動調整するため、市販のほとん
どのチューブやプレートを利用できます。ブロック交換など
は必要ありません！

Combine, Connect, Control
 > Combine：最大で 3 台のサイクラーを連結し、低コスト
で省スペースなハイスループット処理を実現！
 > Connect：e-mail によって、マスターサイクラー nexus 
からあなたの PC へ様々な情報を送信！
 > Control：直感的なソフトウェアを通じて、PCR プログラ
ムの全てのパラメーターを制御！

In good company̶high quality consumables
日常的に PCR を行っている研究者は、最高のサーマルサイクラー、最高のマスター
ミックス、最高の PCR 酵素などを常に追い求めています。サーマルサイクラーと
大切なサンプルの間に位置する PCR 消耗品も、同じ見解と賢明さを持って選ば
なければなりません。
　異なる消耗品を使用すると、結果の正確性や再現性に大きな違いが生じること
があります。チューブの厚みや温度の偏り、材質の安定性、その他の様々な要因
が、PCR 結果やダウンストリームのアプリケーションに直接大きな影響を与えま
す。大切な実験のために、最良の PCR 消耗品を選択して下さい！

 >中～高スループットの実験には 96 ウェルまたは 384 ウェルの PCR プレート
が適しています。
 >低スループットの実験には分割可能な divisible プレートや PCR チューブスト
リップが適しています。
 >シーリングオプションやラックなどもございます。

PCR Consumables

Mastercycler® nexus

Product features
 > 0.2 mL チューブと 0.5 mL チューブの両方に対応する、
ユニバーサルブロック
 >小さな設置面積
 >グラフィック表示による直感的なプログラミング
 >最大で 2 台の装置を接続可能
 > e-mail 通知機能
 > flexlid コンセプト: リッド高さ自動調節機能で様々な消耗
品に対応
 > 2 年間の保証付き
 >ペルチェ素子のセルフテストが可能（オプション）

Applications
 >標準的な PCR
 >サイクルシークエンシング

最適なブロックを選択して下さい

 > For more information, visit www.eppendorf.com/pcr



8

Mastercycler® pro

Eppendorf Mastercycler Family

最高の再現性
再現性のある結果を迅速に得る ̶ それは PCR のアプリ
ケーション全てにおいて必須です。マスターサイクラープロは
この点で比類なき性能を有しています。vapo.protect™ テ
クノロジーにより反応液の蒸発を最小限に抑えられます。し
たがって、反応液の濃度が一定に保たれ、非特異的な増幅
を防ぐことができます。マスターサイクラープロ S は加熱・
冷却速度が極めて速く、求められるスピードが得られます。
インパルス PCR 機能により、8 °C／秒という卓越した加熱
速度でホットスタートを行えます。

蒸発を最小限に抑えます！
　流動クッションを用いた柔軟なリッドにより、サンプルの
蒸発を最小に抑えます。新しい vapo.protect™ テクノロ
ジーにより、蒸発は反応液量のわずか 0-3 % にとどまります。
　一方、他社製のサーマルサイクラーでは、中央部分で最大 
10 %、プレートの角の部分では 50 % 以上もの蒸発が認
められました。
　このように、vapo.protect™ テクノロジーは、特にプレー
トの縁や角の部分の再現性と特異性を改善します。
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最高の柔軟性
マスターサイクラープロはスタンドアローンの装置として使
用できます。また、1 台のコントロールパネルで最大 5 台の
本体を操作でき、よりハイスループットの実験に対応します。
さらに大規模な実験には、コンピューター 1 台で 30 台の装
置を制御できます。CycleManager pro ソフトウェアのクラ
イアント／サーバー構成により、ローカルネットワーク内のい
ずれの端末からも PCR の状況を確認できます。全てのデー
タはデータベースに保存されます。GLP に準じた環境では、
必要書類にこのソフトウェアの力強いサポートが威力を発揮
します。

Product Features Mastercycler pro
 > PCR 反応溶液の蒸発を極限まで抑えます。
 >非常に速い加熱・冷却速度
 >グラフィック表示による直感的なプログラミング
 > SteadySlope テクノロジーを使用したグラジエントブロック
 >最大 5 台のサイクラーを 1 台のコントロールパネルで操作
可能
 >ネットワークを組んだ時に各サイクラーの番号が表示され
ます。
 >インパルス PCR 機能により機械的なホットスタートを行
えます。
 > 2 年間の保証付き
 >ペルチェ素子のセルフテストが可能（オプション）



Quality is timeless

1990
マイクロサイクラー：エッ
ペンドルフの初のサーマル
サイクラー。温度制御には
水を使用。

1997
マスターサイクラーグラジ
エント：市販化された初の
グラジエント機能搭載サー
マルサイクラー。

2003
マスターサイクラー ep：
コンパクトながら温度変化
速度が極めて高速。

2005
マスターサイクラー ep 
realplex：極めて迅速に
データを得られるリアルタ
イム PCR システム。

2008
マスターサイクラープロ：
溶液の蒸発を抑える革新的 
な vapo.protect™ テクノ 
ロジー。

2012 2013
マスターサイクラー nexus：
温度制御が極めて正確、省
エネルギー。

マスターサイクラー nexus 
X1：高速、温度制御が極
めて正確、省エネルギー。

1993
マスターサイクラー 5330：
エッペンドルフの初のペル
チェ素子を採用したサーマ
ルサイクラー。

 > to be continued …

　マスターサイクラーグラジエントは、エッペンドルフが市
場に導入した初のグラジエント機能搭載サーマルサイクラー
です。今日ではこの機能は多くの研究室で必需品とされてい
ます。
　次世代機のマスターサイクラープロは最高クラスの温度制
御速度を有しています。革新的な vapo.protect™ テクノロ
ジーにより溶液の蒸発を抑え、PCR 結果の正確性と再現性
を高められます。
　最新のマスターサイクラー nexus およびマスターサイク
ラー nexus X1 シリーズは温度制御が極めて正確で、数々
の便利な機能を搭載した省エネルギーな装置です。
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テクニカルデータ マスターサイクラー® 

 プロ
マスターサイクラー® 

 プロ S
マスターサイクラー® 

プロ 384
マスターサイクラー® 

 nexus gradient
マスターサイクラー® 

 nexus
マスターサイクラー® 

 nexus eco**
マスターサイクラー® 

 nexus gradient 
eco**

マスターサイクラー® 
nexus flat

マスターサイクラー® 
nexus flat eco**

マスターサイクラー®  
nexus GSX1

マスターサイクラー® 
nexus SX1

マスターサイクラー® 
nexus GSX1e**

マスターサイクラー® 
nexus SX1e**

サーモブロック アルミニウム シルバー アルミニウム アルミニウム アルミニウム アルミニウム アルミニウム アルミニウム アルミニウム シルバー シルバー シルバー シルバー

サンプル容量 0.2 mL PCR チューブ × 96 本、
96 ウェル PCR プレート × 1 枚

384 ウェル  
PCR プレート 

 × 1 枚

0.2 mL PCR チューブ × 96 本、
96 ウェル PCR プレート × 1 枚、
0.5 mL PCR チューブ × 38 本

0.2 mL PCR  
チューブ × 96 本、
96 ウェル PCR  

プレート × 1 枚、
0.5 mL PCR  

チューブ × 38 本

スライドグラス × 4 枚 0.2 mL PCR チューブ × 96 本、
96 ウェル PCR プレート × 1 枚

ブロック温度制御範囲 4–99 ºC 4–99 ºC 4–99° C 4–99 ºC

温度制御モード Fast, Standard, Safe から選択可能 Fast, Standard, Safe から選択可能 Fast, Standard, Safe から選択可能 Fast, Standard, Safe から選択可能

ブロック加熱・冷却技術 ペルチェ素子、Triple Circuit Technology ペルチェ素子、Triple Circuit Technology ペルチェ素子、Triple Circuit Technology ペルチェ素子、Triple Circuit Technology

グラジエントブロック 12 列 24 列 12 列 – – 12 列 – – 12 列 – 12 列 –

グラジエント範囲 1–20 ºC 1–24 ºC 1–20 ºC 1–20 ºC – – 1–20 ºC – – 1–20 ºC – 1–20 ºC –

グラジエント温度範囲 30–99 ºC 30–99 ºC – – 30–99 ºC – – 30–99 ºC – 30–99 ºC –

ヒートリッドの温度範囲 37–110 ºC 37–110 ºC 37–110 ºC 37–110 ºC

リッドの下降と加圧 vapo.protect™ テクノロジー、 
Thermal Sample Protection テクノロジー

flexlid® テクノロジー、 
Thermal Sample Protection テクノロジー

flexlid® テクノロジー、 
Thermal Sample Protection テクノロジー

flexlid® テクノロジー、 
Thermal Sample Protection テクノロジー

ブロック温度均一性： 
20 °C–72 °C 
95 °C

 
≤ ±0.3 ºC 
≤ ±0.4 ºC

 
≤ ±0.3 ºC 
≤ ±0.4 ºC

 
≤ ±0.3 ºC 
≤ ±0.4 ºC

 
≤ ±0.3 ºC 
≤ ±0.4 ºC

ブロック温度制御精度 ± 0.2 ºC ± 0.2 ºC ± 0.2 ºC ± 0.2 ºC

加熱速度* 約 4 ºC ／秒 約 6 ºC ／秒 約 4 ºC ／秒 約 3 ºC ／秒 約 3 ºC ／秒 約 5 ºC ／秒

冷却速度* 約 3 ºC ／秒 約 4.5 ºC ／秒 約 3 ºC ／秒 約 2 ºC ／秒 約 2 ºC ／秒 約 3.5 ºC ／秒

インターフェース セントロニクス、USB、CAN in、CAN out USB、Ethernet、CAN in、CAN out CAN in、CAN out CAN in、CAN out USB、Ethernet、
CAN in、CAN out

CAN in、CAN out USB、Ethernet、CAN in、CAN out CAN in、CAN out

大きさ（W × D × H） 26 × 41.5 × 37 cm 25 × 41.2 × 32.1 cm 25 × 41.2 × 32.1 cm 25 × 41.2 × 32.1 cm

重さ 18.5 kg 11 kg 10.5 kg 10.5 kg 11 kg 10.5 kg 11.2 kg 10.7 kg

電源 100 V, 50–60 Hz 100 V, 50–60 Hz 100 V, 50–60 Hz 100 V, 50–60 Hz

最大消費電力 950 W 700 W 700 W 540 W

ノイズレベル ≤ 56 dB(A) ≤ 40 dB(A) ≤ 40 dB(A) ≤ 40 dB(A)
* ブロック表面で測定
** 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（flat、X1 を含む）に接続して操作します。

G: グラジエントブロック
S: シルバーブロック
e: エコバリエーション：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。

11Eppendorf Mastercycler Family



テクニカルデータ マスターサイクラー® 

 プロ
マスターサイクラー® 

 プロ S
マスターサイクラー® 

プロ 384
マスターサイクラー® 

 nexus gradient
マスターサイクラー® 

 nexus
マスターサイクラー® 

 nexus eco**
マスターサイクラー® 

 nexus gradient 
eco**

マスターサイクラー® 
nexus flat

マスターサイクラー® 
nexus flat eco**

マスターサイクラー®  
nexus GSX1

マスターサイクラー® 
nexus SX1

マスターサイクラー® 
nexus GSX1e**

マスターサイクラー® 
nexus SX1e**

サーモブロック アルミニウム シルバー アルミニウム アルミニウム アルミニウム アルミニウム アルミニウム アルミニウム アルミニウム シルバー シルバー シルバー シルバー

サンプル容量 0.2 mL PCR チューブ × 96 本、
96 ウェル PCR プレート × 1 枚

384 ウェル  
PCR プレート 

 × 1 枚

0.2 mL PCR チューブ × 96 本、
96 ウェル PCR プレート × 1 枚、
0.5 mL PCR チューブ × 38 本

0.2 mL PCR  
チューブ × 96 本、
96 ウェル PCR  

プレート × 1 枚、
0.5 mL PCR  

チューブ × 38 本

スライドグラス × 4 枚 0.2 mL PCR チューブ × 96 本、
96 ウェル PCR プレート × 1 枚

ブロック温度制御範囲 4–99 ºC 4–99 ºC 4–99° C 4–99 ºC

温度制御モード Fast, Standard, Safe から選択可能 Fast, Standard, Safe から選択可能 Fast, Standard, Safe から選択可能 Fast, Standard, Safe から選択可能

ブロック加熱・冷却技術 ペルチェ素子、Triple Circuit Technology ペルチェ素子、Triple Circuit Technology ペルチェ素子、Triple Circuit Technology ペルチェ素子、Triple Circuit Technology

グラジエントブロック 12 列 24 列 12 列 – – 12 列 – – 12 列 – 12 列 –

グラジエント範囲 1–20 ºC 1–24 ºC 1–20 ºC 1–20 ºC – – 1–20 ºC – – 1–20 ºC – 1–20 ºC –

グラジエント温度範囲 30–99 ºC 30–99 ºC – – 30–99 ºC – – 30–99 ºC – 30–99 ºC –

ヒートリッドの温度範囲 37–110 ºC 37–110 ºC 37–110 ºC 37–110 ºC

リッドの下降と加圧 vapo.protect™ テクノロジー、 
Thermal Sample Protection テクノロジー

flexlid® テクノロジー、 
Thermal Sample Protection テクノロジー

flexlid® テクノロジー、 
Thermal Sample Protection テクノロジー

flexlid® テクノロジー、 
Thermal Sample Protection テクノロジー

ブロック温度均一性： 
20 °C–72 °C 
95 °C

 
≤ ±0.3 ºC 
≤ ±0.4 ºC

 
≤ ±0.3 ºC 
≤ ±0.4 ºC

 
≤ ±0.3 ºC 
≤ ±0.4 ºC

 
≤ ±0.3 ºC 
≤ ±0.4 ºC

ブロック温度制御精度 ± 0.2 ºC ± 0.2 ºC ± 0.2 ºC ± 0.2 ºC

加熱速度* 約 4 ºC ／秒 約 6 ºC ／秒 約 4 ºC ／秒 約 3 ºC ／秒 約 3 ºC ／秒 約 5 ºC ／秒

冷却速度* 約 3 ºC ／秒 約 4.5 ºC ／秒 約 3 ºC ／秒 約 2 ºC ／秒 約 2 ºC ／秒 約 3.5 ºC ／秒

インターフェース セントロニクス、USB、CAN in、CAN out USB、Ethernet、CAN in、CAN out CAN in、CAN out CAN in、CAN out USB、Ethernet、
CAN in、CAN out

CAN in、CAN out USB、Ethernet、CAN in、CAN out CAN in、CAN out

大きさ（W × D × H） 26 × 41.5 × 37 cm 25 × 41.2 × 32.1 cm 25 × 41.2 × 32.1 cm 25 × 41.2 × 32.1 cm

重さ 18.5 kg 11 kg 10.5 kg 10.5 kg 11 kg 10.5 kg 11.2 kg 10.7 kg

電源 100 V, 50–60 Hz 100 V, 50–60 Hz 100 V, 50–60 Hz 100 V, 50–60 Hz

最大消費電力 950 W 700 W 700 W 540 W

ノイズレベル ≤ 56 dB(A) ≤ 40 dB(A) ≤ 40 dB(A) ≤ 40 dB(A)
* ブロック表面で測定
** 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（flat、X1 を含む）に接続して操作します。

G: グラジエントブロック
S: シルバーブロック
e: エコバリエーション：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。
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Frost & Sullivan European PCR Instrumentation Green 
Excellence Award 2012

»Based on its recent analysis of the PCR instrumentation 
market, Frost & Sullivan recognizes Eppendorf with  
the 2012 European Green Excellence Award for its  
Mastercycler nexus. This eco-friendly instrument offers 
exceptional power-saving capability, e.g. by a standby 
feature and the amount of power consumed overall.«

注文案内
品名・型式 Order no. 希望小売価格
マスターサイクラー ® nexus, シルバーブロック
マスターサイクラー ® nexus GSX1 6345 000.028 ￥964,000
マスターサイクラー ® nexus SX1 6346 000.021 ￥872,000
マスターサイクラー ® nexus GSX1e* 6347 000.025 ￥764,000
マスターサイクラー ® nexus SX1e* 6348 000.029 ￥631,000
マスターサイクラー ® nexus, アルミニウムブロック
マスターサイクラー ® nexus gradient 6331 000.033 ￥725,000
マスターサイクラー ® nexus 6333 000.030 ￥668,000
マスターサイクラー ® nexus gradient eco* 6334 000.026 ￥697,000
マスターサイクラー ® nexus eco* 6332 000.037 ￥553,000
マスターサイクラー ® nexus, フラットブロック
マスターサイクラー ® nexus flat 6335 000.038 ￥842,000
マスターサイクラー ® nexus flat eco* 6330 000.021 ￥655,000
マスターサイクラー ® プロ, コントロールパネル付き
マスターサイクラー ® プロ + コントロールパネル 6321 000.531 お問い合わせください

マスターサイクラー ® プロ S + コントロールパネル 6325 000.536 お問い合わせください

マスターサイクラー ® プロ 384 + コントロールパネル 6324 000.532 お問い合わせください

マスターサイクラー ® プロ, コントロールパネル無し
コントロールパネル、接続ケーブル付き 6320 000.007 ￥262,000
マスターサイクラー ® プロ S** 6325 000.030 お問い合わせください

マスターサイクラー ® プロ 384** 6324 000.036 ￥1,299,000
アクセサリー
CAN-BUS ケーブル、1.5 m 5341 611.000 ￥8,700
セルフテスト USB キー 6320 071.001 ￥44,000
マルチメディアカードTM 5075 780.003 ￥16,400
* マスターサイクラー nexus の品名の末尾に「eco」または「e」が付いているタイプは単体では使用できません。末尾に「eco」または「e」が付いていないタイプに最大 2 台まで接続して使用することができます。
** コントロールパネルまたは CycleManager pro ソフトウェアが必要です。CAN-BUS ケーブルはサイクラーのネットワークへの接続に必要です。
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注文案内
品名・型式 Order no. 希望小売価格
0.1 mL Eppendorf PCR チューブ
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 & 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 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
0.2 mL 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 0.2 mL 8 - ストリップ　8 連 × 120 ストリップ 0030 124.359 ￥22,600
0.5 mL Eppendorf PCR チューブ
PCR チューブ 0.5 mL　500 本 0030 124.537 ￥5,900
キャップストリップ、ラック、フィルム、ホイル
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
PCR ラック　10 個 0030 124.545 ￥17,800
ヒートシールフィルム　100 枚 0030 127.838 ￥22,000
ヒートシールホイル　100 枚 0030 127.854 ￥15,600
PCR シールフィルム　100 枚 0030 127.781 ￥18,000
PCR シールホイル　100 枚 0030 127.790 ￥18,000
ツインテク PCR プレート
ツインテク® PCR プレート 96 スカート、カラーレス　25 枚 0030 128.648 ￥17,500
ツインテク® PCR プレート 96 セミ - スカート、カラーレス　25 枚 0030 128.575 ￥17,500
ツインテク® PCR プレート 96 スカートレス、low profile、カラーレス　20 枚 0030 133.307 ￥11,100
ツインテク® PCR プレート 96 スカートレス、low profile、カラーレス、divisible　20 枚 0030 133.358 ￥20,000
ツインテク® PCR プレート 96 スカートレス、カラーレス　20 枚 0030 133.366 ￥11,100
ツインテク® PCR プレート 96 スカートレス、カラーレス、divisible　20 枚 0030 133.374 ￥20,000
ツインテク® PCR プレート 384 スカート、カラーレス　25 枚 0030 128.508 ￥27,000
ツインテク® microbiology プレート 96 スカート、カラーレス　10 枚 0030 129.300 ￥10,000
ツインテク® microbiology プレート 96 セミ - スカート、カラーレス　10 枚 0030 129.326 ￥10,000
ツインテク® microbiology プレート 384 スカート、カラーレス　10 枚 0030 129.342 ￥14,900
ツインテク PCR プレートには縁に色が付いたタイプもございます。詳しくはお問い合わせ下さい。
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。

www.eppendorf.com/mastercycler
Eppendorf®, the Eppendorf logo, Eppendorf Mastercycler®, flexlid®, SteadySlope® and Eppendorf twin.tec® are registered trademarks of Eppendorf AG, Hamburg, Germany.  
vapo.protect™ is a trademark of Eppendorf AG, Hamburg, Germany. All rights reserved, including graphics and images. Copyright © 2012 by Eppendorf AG.
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