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11.加熱器科学・産業機器

ヒーティングブロック
ND-S01/G962・ND-M01/M11・NDC-100
Heating Blocks

●B5縦型サイズのコンパクト設計で、マイクロチューブ1.5mL×84
本、またはPCRプレート×2枚もセットできます。（G962）

　※�ND-S01型はスリムな縦型でマイクロチューブ1.5mL×42本
か、PCRプレート1枚用

●実験がコンパクトでスピーディーに行えます。
●さらに他種類のPCRプレートがセットでき、スカート付きから
スカートなしまで、プレートの着脱操作が簡単で安全に行えます。
●高精度のブロック恒温槽として、また熱変性専用機としても
好評です。

●従来の製品と比べて、温調時のオーバーシュートを押さえ、
温度上昇の敏速性、安定性を高めました。

※アルミブロックは別売り（オプション）です。用途に合わせてお
選びください。（340頁参照）

●小型で設置場所をとりません。
●110℃への到達時間は、わずか10分です。（ND-M01型）
●ブロック取り出しが容易にできます。
●恒温水槽なみの温度精度±0.05℃を保ちます。
●設定温度とブロック温度が同時にデジタル表示されます。
●ND-M11型はMAX200℃火傷保護シートカバー付です。
※アルミブロックは別売り（オプション）です。用途に合わせてお選びください。
　（340頁参照）

ND-S01/-G962（PCRプレート対応型）

ND-M01/M11

ND-G962型
アルミブロックはオプションです
アルミブロックは2枚必要です

アルミブロックはオプションです

ND-S01型
アルミブロックはオプションです

■仕様
商品コード ND-S01 ND-G962

型 式 ND-S01 ND-G962
温度制御範囲 室温＋5℃〜110℃
最高温度到達時間 11分 12分
温度精度 ±0.1℃〜0.5℃
温度調節方式 PID制御
安全機能 センサー異常検出　内部メモリ、回路異常時制御出力OFF　ヒューズ、火傷防止ブロック取出具付
アルミブロック オプション（340頁参照）
外形寸法 幅155×奥行220×高さ164mm 幅178×奥行300×高さ164mm
電源��AC100V�50/60Hz 3.5A 5A
重量（本体のみブロックなし） 3.6kg 5.3kg

価 格 ¥98,000 ¥118,000

■仕様
商品コード ND-M01 ND-M11�

型 式 ND-M01 ND-M11 
温度制御範囲 室温＋5℃〜110℃ 室温＋5℃〜200℃
最高温度到達時間 10分 13分
温度精度 ±0.05℃〜±0.05℃ ±0.1℃〜±0.3℃
温度調節方式 PID制御
安全機能 センサー異常検出　内部メモリ、回路異常時制御出力OFF　ヒューズ、火傷防止ブロック取出具付
アルミブロック オプション（340頁参照）
外形寸法 幅108×奥行153×高さ163mm
電源 AC100V��50/60Hz��2A AC100V��50/60Hz��2.5A
重量（本体のみブロックなし） 2.2kg

価 格 ¥78,000 ¥86,000

●仕様および外観は改良のため予告なく変更することがありますのでご了承下さい。製品カラーは、撮影・印刷インキの関係で実際の色と異なって見えることがあります。
（注）掲載価格に消費税は含まれておりません。●荷造・運送・搬入・据付費は別途申し受けます。
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●温度調節はブロック直感方式で、恒温水槽なみの
　±0.1℃〜0.3℃の安定度、精度を保てます。
●スリムタイプで設置場所をとりません。
●取扱いはスイッチをONするだけでとても容易です。
●室温⇒95℃迄の上昇時間は14分です。
●95℃⇒5℃迄の下降時間は50分です。
●NDC-100・ND-M01/M11型（ミニタイプ）はアルミブロック共用で便利です。
���（アルミブロック関連は下記参照）

NDC-100（低温↔高温ペルチェ素子冷却方式）

アルミブロックはオプションです

■仕様
商品コード NDC-100

型 式 NDC-100
温度制御範囲 5℃〜100℃（最低温度0℃若干時間がかかります）
温度調節方式 白金測温抵抗体�PID制御�デジタル表示
安全機能 センサー異常検出　内部メモリ、回路異常時制御出力OFF　ヒューズ、火傷防止ブロック取出具付
アルミブロック オプション（下記参照）
外形寸法 幅132×奥行174×高さ238mm（フタを含まず）
電源 AC100V��50/60Hz��2A
重量 3.5kg

価 格 ¥165,000

●マイクロチューブ
① 0.2ml×48 本用 ¥26,000
② 0.5ml×24 本用 ¥15,000
③ 1.5ml×6 本＋ 0.5ml×12 本 ¥15,000
④ 1.5ml×15 本用 ¥15,000
⑤ 2.0ml×15 本用 ¥15,000
⑥ 5.0ml×9 本用 ¥15,000

● ⑦ フレキシブル・ビーズボックス ¥25,000
アルミビーズ 150ml付

●試験管
⑧ 12φ×12 本用 ¥15,000
⑨ 13φ12 本用 ¥15,000
⑩ 16.5φ×7 本用 ¥15,000
⑪ 17.5φ×7 本用 ¥15,000

ND-M01/M11・NDC-100グループ　基本サイズ　幅70×奥行60×高さ45mm

●マイクロチューブ　基本サイズ　幅127×奥行105mm
A 0.5ml×42 本用 ¥32,000
B 1.5ml×24 本＋ 0.5ml×18 本用 ¥32,000
C 1.5ml×42 本用 ¥32,000
D 2.0ml×42 本用 ¥32,000
G 5.0ml×22 本用 ¥35,000

● PCR/ マイクロプレート　基本サイズ幅 74.8×奥行 109.5mm
H マイクロプレート ¥35,000
E 0.2ml×96 本用 ¥35,000
F 0.1ml×96 本用 ¥35,000

● I フレキシブル・ビーズボックス ¥36,000
アルミビーズ　500ml付

ND-S01/G962グループ

ND-G962,ND-S01
1.5ml×42本用外観図

ND-M01,ND-M11,NDC-100
1.5ml×15本用外観図

■オプション
アルミブロック　アルマイトメッキ仕上げ

●仕様および外観は改良のため予告なく変更することがありますのでご了承下さい。製品カラーは、撮影・印刷インキの関係で実際の色と異なって見えることがあります。
（注）掲載価格に消費税は含まれておりません。●荷造・運送・搬入・据付費は別途申し受けます。
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