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14.乳化・撹拌・振とう器科学・産業機器

NA-4X・NX-11-20・NA-101N/201N/301N・N-701/702/704

振とう器
NA-4X・NX-11-20
Shakers

●�船が波に揺られるように、母胎で眠る胎
児のような、不思議な感動！（1サイクル
で4種の振とうを繰り返します）

●�ゲノムDNAの抽出、ゲルの染色・脱色、
メンブレンの固定、抗原抗体反応、ウイ
ルス感染、他、様々なワンダーな実験に
最適！

●高速で容器内をまんべんなく混合撹拌。
●使いやすい容器ホルダー。
●容器を固定して、任意の回転に合わせる
だけのシンプルな操作で、様子を見なが
ら試験できます。

ワンダーシェーカ　NA-4X

高速シーソーシェーカ　NX-11-20

■仕様
商品コード NA-4X
型 式 NA-4X
振とう速度 0〜40サイクル／分
振とう角度 0度〜13度　可変
振とう台寸法 幅320×奥行220×高さ5mm　シリコンシート付
使用環境温度範囲 5〜35℃　湿度80%以内（但し恒温器内0〜45℃可）結露しないこと
許容負荷重量 2kg
電源 AC100V　50/60Hz　1A
価 格 ¥148,000

商品コード NX-11-20
型 式 NX-11-20
振とう方式 シーソー式
振とう数 30〜200サイクル／分
シーソー幅 左右13度
外形寸法 幅334×奥行245×高さ140mm（水平時）
電源 AC100V　50/60Hz　1A
重量 11kg
価 格 ¥145,000

■仕様

■オプション
バイアール瓶専用台・左右各6本　計12本� ¥73,000
遠沈管50mL専用台・左右各5本　�計10本� ¥68,000

バイアールビン専用台はオプションです。

（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。

容器は付属しません。

●小型でも堅牢です。
●パーソナルユース、取扱簡便型
です。

●恒温使用の場合は、周囲温度
40℃まで使用できます（結露し
ないこと）。

ミニ・シェーカ　NA-101N/201N/301N

商品コード NA-101N NA-201N NA-301N
型 式 NA-101N NA-201N NA-301N
振とう速度 0〜60サイクル／分 0〜180サイクル／分 0〜150サイクル／分
振とう軌道 13度　シーソー 25mm　水平 軌道直径　25mm　回転
許容負荷重量 1300g（振とう台800gを含む） 1300g（振とう台800gを含む） 1300g（振とう台800gを含む）
振とう台寸法 幅198×奥行149mm　シリコンシート付き 幅198×奥行169mm　シリコンシート付き 幅198×奥行169mm　シリコンシート付
外形寸法 幅202×奥行175×高さ105mm 幅203×奥行198×高さ98mm 幅205×奥行208×高さ118mm
電源 AC100V　50/60Hz　0.5A AC100V　50/60Hz　0.5A AC100V　50/60Hz　0.5A
重量 2.5kg 2.6kg 3.1kg
価 格 ￥86,000 ￥97,000 ￥98,000

■仕様

シーソー式NA-101N レシプロ式NA-201N ロータリー式NA-301N

マイクロプレートシェーカ　N-701/702/704

●1〜4枚のウェルプレートを個々に確実
に固定して長時間の振とう混合ができま
す。

●96穴マイクロタイタープレート、ディー
プウェルプレートなどのメーカーによる
形状の違いも十分固定可能な、ユニーク
な固定具を開発しました。

●水平偏心式で、回転速度は目的に応じて
選べます。

■仕様
商品コード N-701 N-702 N-704
型 式 N-701 N-702 N-704
振とう方式 水平偏心式
回転速度 100〜2400rpm
プレート台寸法 幅108×奥行139mm 幅229×奥行139mm 幅306×奥行200mm
外形寸法（プレート台含む） 幅180×奥行193×高さ188mm 幅229×奥行193×高さ180mm 幅306×奥行200×高さ180mm
外形寸法（本体） 幅180×奥行193×高さ142mm
電源 AC100V��50/60Hz��0.5A
重量（本体） 7kg
価 格 ¥100,000 ¥102,000 ¥115,000

プレート4枚用プレート1枚用N-701 プレート2枚用N-702 N-704

プレートは付属しません。 プレートは付属しません。 プレートは付属しません。
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●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。
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NX-10N/NX-20/NX-12・N-500・NX-70B

シーソー式レシプロ式

商品コード NX-10N
型 式 NX-10N
振とう方式 レシプロ振とう
振とう数 10〜160サイクル／分
振とう幅 30mm
許容負荷重量 2,100g（振とう台1,100gを含む）
タイマー設定時間 0.5秒〜100時間
振とう台寸法 幅282×奥行200mm　シリコンシート付

（200mL三角フラスコ6個セットできます。）
外形寸法 幅283×奥行233×高さ110mm
電源 AC100V��50/60Hz��1A
重量 5kg
価 格 ￥128,000

商品コード NX-20
型 式 NX-20
振とう方式 ロータリー振とう
振とう数 10〜160サイクル／分
振とう幅 30mm
許容負荷重量 2,100g（振とう台1,100gを含む）
外形寸法 幅283×奥行235×高さ120mm
振とう台寸法 幅282×奥行200mm　シリコンシート付
電源 AC100V　50/60Hz　1A
重量 5kg
価 格 ￥115,000

商品コード NX-12
型 式 NX-12
振とう方式 シーソー式
振とう角度 20度（片側10度）
振とう数 3〜30サイクル／分
許容負荷重量 2,100g（振とう台1,100gを含む）
モ−タ インダクション
使用環境 温度5〜35℃　湿度80％以内

（但し恒温器内0〜45℃可）結露しないこと
外形寸法 幅296×奥行230×高さ138mm（水平時）
振とう台寸法 幅280×奥行200mm�シリコンシート付
電源 AC100V��50/60Hz��0.5A
重量 4.5kg
価 格 ￥126,000

■仕様 ■仕様 ■仕様

ロータリー式NX-10N NX-20 NX-12

小型振とう器　NX-10N/NX-20/NX-12

●騒音が少なく卓上実験向きです。
●タイマー付きで、振とう時間の設定ができます。

●スムーズな振とうで耐久性に優れてい
ます。

●長時間のシーソー撹拌を省スペースで。
●脱着式の電源コードで設置がしやすい。

フラスコは
付属しません。

小型ロータリーシェーカ・高速回転型　N-500

シャーレー台シリコンシート付
（オプション）装着例

汎用台（オプション）

●独自の振とう機構と電子制御で安定性があり、耐久性が向上しました。

商品コード N-500
型 式 N-500
振とう方式 エキセン式
振とう幅 4mm
回転数 0〜500rpm
本体外形寸法 幅180×奥行193×高さ144mm
振とう台寸法 幅300×奥行200×高さ30mm　幅280×奥行225×高さ110mm
電源 AC100V��50/60Hz　0.5A
重量 7kg
価 格 ¥100,000

■仕様

シャーレ、フラスコ、ビーカは付属しません。

ブロックシェーカ　NX-70B

●合成の過程をスピードアップ、安定した温度管理の下で試料の
作成が可能。
●200℃までの高温で使用できるブロックを2種用意。使用する容
器に合わせた取付穴を加工も対応できます。
●強力な撹拌力で、試料を恒温状態を維持しながらミキシング。
●オイルによる後処理からの解放、実験の効率化。
●設定温度までの温度上昇のスピード向上、振とうの安定性。

有機合成のスピードアップに!!　分析・合成・抽出に最適

■本体（シェーカ）仕様
商品コード NX-70B
型 式 NX-70Ｂ
振とう方式 エキセン式
回転速度 50〜800rpm、無段変則、デジタル表示
振幅（往復） 3mm振とう/10mm振とう　いずれか指定
モータ DCブラシレスモータ　25W
外形寸法
　シェーカ（ブロック部含む）
　���　　　　　温度調節器部

幅314×奥行298×高さ210mm
幅94×奥行105×高さ82mm

電源 AC100V��50/60Hz��3A
重量（本体） 12.5kg
価 格 ¥427,000

■NX-70B用ブロック部と温度調節 仕様
商品コード NX-70B-A NX-70B-B
型 式 標準Aタイプ ブロック 標準Ｂタイプ ブロック
使用温度範囲 室温＋5℃〜200℃
温度精度 ±0.5℃〜±2℃
温度調節器 デジタル表示，PID制御

安全機能 センサ異常検出、回路異常時制御出力OFF、ヒューズ、
火傷防止用カバー

アルミブロック 幅100×奥行100×高さ70mm
容器装着部 直径16φ丸底×12穴 直径25φ丸底×8穴
ヒータ 長寿命　カートリッジヒータ　240Ｗ
価 格 ¥168,000 ¥163,000 
注）使用容器に合わせた加工も出来ます。お問合せください

（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。

標準Bタイプブロック（オプション）装着例


