
Mastercycler nexus シリーズキャンペーン 期間：2020年8月31日まで

論文作成の追い込み時や検査の繁忙期に、PCRの順番
待ちはしたくない！
エッペンドルフのサーマルサイクラーは優れた温度制御
機構によって、ランニングタイムを最小限に抑えます。
さらに、PCR において最も重要な温度制御の正確性と均
一性や、実験室環境を快適に保つための静音性にも優れ
ています。
本キャンペーンでは、対象のサーマルサイクラーを 30％ 

OFFの特別価格でご提供いたします！

対象製品
>  1 ブロックで 0.1/0.2/0.5 mLチューブ・プレートに対応 

アルミニウムブロックモデル ￥477,400～
>  加熱速度約 5ºC ／秒と、温度制御が高速 

シルバーブロックモデル ￥634,900～
>  ウェル無しのフラットブロック、in situ PCRに最適 

フラットブロックモデル ￥613,200

>  大小 2つのブロックで効率的に実験できる
   デュアルブロックモデル ￥650,300～



デモ機貸し出し受付中。テクニカルデータだけでは測れない性能の違いを体感してください！

6 各装置の加熱速度（°C/s）問題：温度変化速度が速いほど、総運転時間は短く
なるでしょうか？
同一のプロトコルを運転したところ、当社製品は温度変化速度
の速い他社製品よりも短時間で完了しました。

温度変化速度が速いだけで運転時間が短くなるとは限り
ません。

要因：温度制御精度の違いによる過加熱・過冷却
当社製品は、厳密な温度制御によりオーバーシュート（過加熱）・
アンダーシュート（過冷却）が極めて小さく抑えられています。
一方他社製品では、設定温度から 10ºC以上離れてしまう場合
もあります。

この違いによって、早く運転を完了させられます。
加えて、過加熱が大きいことによる酵素の失活、過冷却が大き
いことによるミスプライミングなども防ぐことができます。

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

ブロック温度が均一（スペック範囲内）に達するまでの 

所要時間
当社製品は、数秒程度でいずれのウェルも設定温度付近に達し、
優れた精度と均一性を示しました。
他社製品では、テクニカルデータに記載の範囲の温度に達する
までに数十秒を要しました。

設定温度に達するまでの時間は装置によって大きく異なり
ます。

Mastercycler nexus 他社製品

Mastercycler nexus
温度制御精度：±0.2°C
温度均一性： ±0.3°C at 20~72°C、

±0.4°C at 95°C

他社製品
温度制御精度：±0.3°C
温度均一性：±0.4°C at 90°C

運転時間を左右する要因は…



Mastercycler nexus シリーズ　30% OFF

製品特長
✓  ブロック温度調節時のオーバーシュート （過加熱）・ アンダーシュート 

（過冷却）が少ないため、実験結果の再現性向上と、PCR運転時間の 

短縮を実現可能
✓ 極めて優れた温度制御精度（± 0.2°C）
✓ 条件検討に便利な 12 段階グラジエント機能付きモデルもご用意
✓ 会議室においてもうるさくないほどの静音性（≤ 40 dB (A)）
✓ 前面吸気・背面排気により、左右には換気スペースが不要で省スペース
✓  反応容器に合わせてヒートリッド高さを自動調節 

- 様々な容器に適合 

- リッドの圧力に再現性があるので、再現性のある結果を取得可能
✓ 複数人での共用に便利な、e-mail 通知機能やスケジュール表示機能
✓  3 年保証

会議室レベルの静音性
当社製品は待機状態、4ºCでの冷却中、PCR運転中のいずれ
の状況においても、40 dB(A) 以下の低いノイズレベルを示しま
した。
値が 10 dB(A) 上がると人間は倍の騒がしさに感じるので、他社
製品は 2~10倍騒がしく感じられます。

話し合いや考えごとを妨げず、実験室の環境を快適に 

保ちます。
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詳しくはこちら：
サーマルサイクラー

カタログ PDF

テクニカルデータおよび注文案内
ブロックの種類 シルバーブロック アルミニウムブロック フラットブロック デュアルブロック
製品名 Mastercycler 

nexus GSX1

Mastercycler 

nexus SX1

Mastercycler 

nexus gradient

Mastercycler 

nexus

Mastercycler 

nexus flat

Mastercycler 

nexus GX2

Mastercycler 

nexus X2

サンプル容量 0.1/0.2 mL PCRチューブ×96本 0.1/0.2 mL PCRチューブ×96本、
0.5 mL PCRチューブ×38本　

スライドガラス 

×4枚
0.1/0.2 mL PCRチューブ×64+32本、

0.5 mL PCRチューブ×24+10本　
加熱速度、冷却速度* 約 5ºC／秒、約 3.5ºC／秒 約 3ºC／秒、2ºC／秒
グラジエントブロック 12 列 – 12 列 – – 8 列 –

グラジエント範囲 1–20ºC – 1–20ºC – – 1–12ºC –

ブロック温度均一性 ≤ ±0.3ºC (20ºC–72ºC)、≤ ±0.4ºC (95ºC)

ブロック温度制御精度 ±0.2ºC

大きさ（W × D × H） 25 × 41.2 × 32.1 cm 25 × 41.2 × 33 cm

電源、消費電力 100 V, 50–60 Hz、540 W 100 V, 50–60 Hz、700 W

Order no. 6345 000.028 6346 000.021 6331 000.033 6333 000.030 6335 000.038 6336 000.023 6337 000.027

希望小売価格 ￥1,000,000 ￥907,000 ￥740,000 ￥682,000 ￥876,000 ￥1,140,000 ￥929,000

キャンペーン価格 ￥700,000 ￥634,900 ￥518,000 ￥477,400 ￥613,200 ￥798,000 ￥650,300
* ブロック表面で測定
G: グラジエントブロック　S: シルバーブロック
増設専用モデルもご用意しております。詳しくはお問い合わせください。
製品の仕様、価格、外観等は予告なしに変更することがあります。希望小売価格およびキャンペーン価格に消費税は含まれておりません。

さらなるスピードや温度制御精度をお求めの方へ：Mastercycler X50 シリーズ

詳しくはこちら：
自動分注システム
カタログ PDF

関連製品：自動分注システム epMotion シリーズ

>   小容量でも正確にピペッティングできることから、反応系のスケールダウンが可能に 

なるため、試薬コストを削減可能
> 埃などによるコンタミネーションを防ぐ安全フード付き
> 各種チューブ（0.2~50 mL）、プレート（6~384 well）に対応
> 分注ツール自動交換機能により、幅広い容量レンジに対応
>  NEW!  各種アクセサリーがセットになった PCR solution パッケージがお買い得

>   加熱速度：10°C／秒（シルバーブロックモデル）
> タッチパネル操作でプログラミングが簡単
> 卓越した温度制御精度 ±0.15°C

>  ブロックの縦横いずれにも温度勾配がかけられる 2D-Gradient 機能で、 
一度にアニーリング温度と熱変性温度の最適化が可能

>   反応液の蒸発を防ぐ高圧リッドを備えたプレート専用モデルや 

ハイスループットな 384 ウェルブロックモデルもご用意


