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耐環境試験装置（耐環境試験用）...................... 189
低床式大型オーブン ........................................ 175

■ C-205 低湿ストッカ .................................................. 191
■ C-206 耐荷重対応大型オーブン.................................. 175
■ C-207 多段引出式オーブン（樹脂のアニール処理タイプ）......... 184
■ C-MAG HS7 control ホットマグネットスターラ ......... 362
■ C–144 自動消火装置付きオーブン（電池評価用）......... 172
■ C10/SA1MM 振動試験装置（Aシリーズ
ハイグレード振動シミュレーションシステム）............... 723
■ CA301/801 冷却トラップ .......................................... 237
■ CaBER1 伸長せん断レオメーター（HAAKE CaBER）......... 661
■ CC-3/5 クーリング・キャビネット..................... 412（Ⅱ）
■ CC-K6 循環恒温槽（クーリングサーキュレーター）......... 323
■ CC40/40S/40NX/40SNX 生産用連続超遠心機（himac）......... 685
■ CCV-966E/1306E/1606E/1916E バイオクリーンベンチ . 467（Ⅱ）
■ CEK4Kシリーズ コンビニ・エバポ（4検体）............... 391
■ CES101/151/201 シロッコファン
（FRPP製ベルト駆動式）...............................263・264（Ⅱ）
■ CES101D/151D/201D シロッコファン
（FRPP製直動式）.........................................261・262（Ⅱ）
■ CES101V/151V/201V インバータシロッコファン
（FRPP製直動式）.........................................267・268（Ⅱ）
■ CESI8000 Plus MS接続キャピラリー電気泳動ESIシステム ......... 682
■ CEV10シリーズ コンビニ・エバポ（10検体）.............. 391
■ CEV1Aシリーズ コンビニ・エバポ（1検体）............... 391
■ CF302/802/822 外部密閉系冷却水循環装置
ネオクールサーキュレータ .................................. 333・334
■ CF321P 外部密閉系冷却水循環装置
（溶媒回収装置内蔵）..................................................... 336
■ CF800P ネオクールアスピレータ
（恒温水循環装置＋アスピレータ）................................. 335
■ CF822/CFE820/CFE920/CF321P
ラボキューブ外部密閉系冷却水循環装置 ............... 138（Ⅱ）
■ CFA302/611 外部密閉系精密循環装置
ネオクールサーキュレータ（空冷タイプ）............. 343・344
■ CFE820/920 外部密閉系精密循環装置ラボキューブ
インバーターチラー（低床型省エネタイプ）......... 341・342
■ CFI601/701/811/911/1011/1111 外部密閉系冷却水精密
循環装置インバーターチラー（省エネタイプ）......... 337〜340
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■ DG400/800/850 クリーン器具乾燥器................ 127・128
■ DGS400 安心器具乾燥器（フェイルセーフオーブン）............125・126
■ DH412/612 精密恒温器（ファインオーブン）
（高精度/91・216ℓ大型タイプ）
............................. 99・100
■ DH412S/612S セイフティ精密恒温器（ファインオーブン）
（高精度/爆発ベントタイプ）.......................................... 104
■ DH650 精密恒温器（ファインオーブン）
（高精度/500℃タイプ）
.................................................. 107
■ DH832/1032 精密恒温器（ファインオーブン）
（高精度/512・1000ℓ大型タイプ）................................ 103
■ DHA-1000-6J 卓上型超音波洗浄器（大容量タイプ）......... 463
■ DHS710/810 精密恒温器（ファインオーブン）
（高精度/省スペースタイプ）................................. 101・102
■ DHシリーズ 角形高真空ベーキング装置 ...................... 738
■ DIR631 遠赤外線加熱炉（IRオーブン）............... 105・106
■ DIR631S 爆発ベント付き遠赤外線加熱炉.................... 106
■ Direct-Q UV 3/5/8/UV Remote 3/5/8
水道水直結型超純水製造装置（A4準拠タイプ）.............. 290
■ DKGシリーズ 急速加熱冷却オーブン ................. 109・110
■ DKM300/400/600 送風定温恒温器（低価格タイプ）......... 87・88
■ DKN302/402/602/612/812/912
送風定温恒温器（スタンダードタイプ）.................... 85・86
■ DKN812Z 電池試験用恒温槽 ...................................... 736
■ DKS200/300 送風定温乾燥器（デスクトップタイプ）......... 108
■ DL410 スプレードライヤ（パイロットスケールタイプ）......... 449・450
■ DM3058/3058E/3068 デジタルマルチメーター ......... 766
■ DMA1、DMA/SDTA1 ＋ STARe熱分析システム
（動的粘弾性測定装置）.................................................. 646
■ DMA1001 コンパクト型密度・比重・濃度計 .............. 663
■ DMA35 携帯型 密度・比重・濃度計 ........................... 663
■ DMA4100M/4500M/5000M 振動式密度・濃度計
（DMAジェネレーションMシリーズ）............................. 663
■ DMA4200M 高温・高圧密度計
（DMAジェネレーションMシリーズ）............................. 663
■ DMA7100 粘弾性測定装置 ......................................... 645
■ DMS65 研究開発・少量サンプル作製用
湿式微粉砕・分散機ビーズミル（ラボスターミニ）......... 666
■ DN411H/611H 送風定温恒温器（360℃高温タイプ）......... 95・96
■ DN411I/611I イナートオーブン............................. 97・98
■ DNE401/411/601/611/811/911 送風定温恒温器
（消費電力タイプ）.................................................... 89・90
■ DNE650/650V/670/670V/850/850V 送風定温恒温器
（消費電力タイプ/半導体向けタイプ）........................ 91・92
■ DNF301/401/411/601/611/811/911
風速可変式恒温乾燥器 ............................................. 93・94
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■ DP200/300 角形真空定温乾燥器（コンパクトタイプ）......... 135・136
■ DP200/300/410/610/812/1030
角形真空定温乾燥器 概要 .................................. 133・134

■ ELS-002 微生物汚染リスクモニタリングシステム
（ELESTA）................................................................... 669
■ ELSZ-2000 電極材料評価装置

■ DP410/610 角形真空定温乾燥器
（プログラム運転付/91・216ℓタイプ）................. 137・138
■ DP610HP 棚ヒータ式真空乾燥器 ............................... 140

（ゼータ電位・粒径測定システム）................................. 740
■ ELSZ-2000ZS/2000Z/2000S
ゼータ電位・粒径・分子量測定システム ....................... 631

■ DP610P 自動シーケンス真空定温乾燥器 .................... 142
■ DP610Z 電極真空乾燥システム

■ EMIA-920V2/EMGA-930 電極材料評価装置
（炭素・硫黄/酸素・窒素・水素分析装置）...................... 740

■ G015-12P/13-12P/25-12P/23-12P
■ Gallios（Kaluza for Gallios）

（高速昇降温真空オーブン）........................................... 737
■ DP70/90 全自動滴点・軟化点測定装置 ....................... 648
■ DP810/1030 角形真空乾燥器
（カスタマイズタイプ/512・1000ℓタイプ）.................. 139

■ EMR-40/50/60/70/80 無充填湿式スクラバー ..... 252（Ⅱ）
■ EMSⅡ-55/70 無充填湿式スクラバー.................. 252（Ⅱ）
■ EMX-nano 電子スピン共鳴装置（ESR）...................... 595
■ ENTRISシリーズ ベーシック分析・上皿天秤（Entris）......... 542

ハイエンドフローサイトメーター ................................. 677
■ GAS410 スプレードライヤ 有機溶媒回収装置......... 447・448
■ GAW-90/120 グローブボックス ......................... 191（Ⅱ）
■ GAW-CI コンテインメントアイソレーター .192・214（Ⅱ）

■ DP811/811A/821/821A/831/831A/832/832A
プログラマブル直流安定化電源 ..................................... 766

■ EP-180/400/570 防爆冷蔵庫・防爆冷凍庫 ................. 693
■ EP700/200/1800/400 スリーワンモータ ................... 422

■ GB210-Ａ

■ DPB430/530 電極真空乾燥システム
（2次電池減圧温度システム）......................................... 737

■ ER-HHP/MHP/NHP/HTP/MTP/NTP
恒温恒湿室/恒温室.......................................489・490（Ⅱ）

■ GDM-8261A 6 1/2桁デジタルマルチメータ................ 770
■ GenomeLAB 多機能シークエンサー ........................... 682

■ DR200 高温乾燥器..................................................... 124
■ DS 純水システム（デミエース）.................................. 295
■ DS-1 超音波式粒度分布測定装置
ディスパーサイザー DS-1 ............................................ 656

■ ESシステム（Elix UV/Super-Qシステム）
高流量高純水/超純水製造装置システム.......................... 294
■ ETS320 熱画像カメラ
（エレクトロニクス試験用サーモグラフィカメラ）.......... 757

■ GF1H-12/15/18

■ DS-3AV（片面）/DS-3DV（両面） ビーカ掛 ........ 385（Ⅱ）

■ EY-50 塩ビ製薬品庫 .......................................... 414（Ⅱ）
■ EY-600/600T/600B/900/900T/900B 塩ビ製薬品庫 . 414（Ⅱ）

■ DS-71E/72E/72P DS-70 シリーズ・導電率
（電気伝導率）・塩分・電気抵抗率 ................................. 551
■ DS1054Z/1074Z/1074Z-S/1104Z/1104Z-S
ミックスド・シグナル/デジタル・オシロスコープ ......... 765
■ DS401/411/601/611 定温乾燥器
（CO2排出量モニタ付）
.......................................... 117・118
■ DSA815/832E/832/875 スペクトラムアナライザ ......... 765

■ FZ1N-05S

■ G-1/2/3/4/5

■ GB210-B

F
■ F-104 クリーンベンチオーブン（半導体材料用）......... 188
■ F-2700/7000/7100 日立分光蛍光光度計 .................... 587
■ F32-MA/F32-HE 高低温循環恒温槽
（サーキュレータ）
（-35〜200℃タイプ）........................ 322

■ DSC7000X 高感度型示差走査熱量計 .......................... 644
■ DSC7020 示差走査熱量計 ......................................... 644
■ DSN-DG03-1200-P/1500-P/1800-P ヒュームフード

■ FCCZ 温度湿度・露点システム .......................... 188（Ⅱ）
■ FD-660/720/800 赤外線水分計 .................................. 651
■ FD20×20×20/FD30×30×30 真空・雰囲気炉 ............... 159

（ドラフトチャンバー）高機能タイプ ...........169・170（Ⅱ）
■ DT-202（/TB） 衝撃試験装置（計量落下試験機）......... 728

■ FE-5000/5000S 分光エリプソメータ ......................... 607
■ FEMシリーズ ダイアフラム式定量ポンプ .................... 521

■ DT-205/205H 衝撃試験装置（軽量物落下試験機）......... 728
■ DT-MCK3-XS シリアルデータロガー（SDロガー 3）......... 781
■ DT300/300H 小型クリーンオーブン

■ FGシリーズ 電子台はかり .......................................... 547
■ FH100/100X 送液ポンプ（カタリスト）
チューブヘッド内蔵 ............................................ 515・516

（クラス100/27ℓタイプ）
..................................... 111・112
■ DTCシリーズ ダイアフラム型ドライPTFE真空ポンプ ......... 403
■ DTS-50/80 衝撃試験装置（包装貨物落下試験機）......... 728

■ FH100D/100DX 送液ポンプ（カタリスト）
チューブ内蔵分注機能付 ...................................... 515・516
■ FHJ-180（U）/240（U）/300（U）/360（U） 卓上フード ..171（Ⅱ）
■ FHJ2-N180/N240/N300/N360 卓上フード ........ 172（Ⅱ）

■ DV1M/2T ブルックフィールド粘度計 ......................... 660
■ DVS402/602 定温乾燥器（スタンダードタイプ）......... 119・120
■ DX ＋ FR 純水システム
（デミエース＋フィルターハウジングセット）................. 295
■ DX302/402/602 定温乾燥器（300℃ /スタンダードタイプ）......... 121
■ DXS200/300 定温乾燥器（省スペースタイプ）............ 123
■ DY300/400/600 定温乾燥器（低価格タイプ）............. 122
■ DynoTester ポータブル動的表面張力計 ...................... 656

ウルトラファインバブル発生装置 .............. 732

G

■ DSC3、DSC3 ＋、HP DSC2 ＋ STARe熱分析システム
（示差走査熱量測定装置）............................................... 646

■ Dual-FL 蛍光分光光度計（三次元蛍光測定装置）.......... 588
■ Duoシリーズ ロータリーポンプ .................................. 400

■ FHJ3-N120/N150/N180 卓上フード .................. 172（Ⅱ）
■ FHJ5-N120/N150/N180/N240D/N300D/N360D 卓上フード . 173（Ⅱ）
■ FHJ6-N120/N150/N180 卓上フード .................. 173（Ⅱ）
■ FHJ7-N120/N150/N180/N240S/N300S/N240D/N300D/
N360D 卓上フード ............................................ 174（Ⅱ）
■ FHJ8-N120/N150/N180/N240S/N300S/N240D/N300D/
N360D 卓上フード ............................................ 174（Ⅱ）
■ FHS-L/R 廃液ストッカー ................................... 433（Ⅱ）
■ FHS22/E22/M22 ICP発光分光分析装置
（CCDマルチ/SPECTRO ARCOS）................................ 598

ダクトレスヒュームフード ............. 184（Ⅱ）
ガスコック . 447（Ⅱ）

スプレードライヤ ............................. 441・442
スプレードライヤ.............................. 443・444

ヒュームフード（GFシリーズ）. 119（Ⅱ）
GF1L-12/15/18 ................................................... 118（Ⅱ）
GF1M-12/15/18 .................................................. 117（Ⅱ）
GF1M-12as/15as/18as ..............................127・128（Ⅱ）
GF1T-12/15/18 ................................................... 120（Ⅱ）
GF2H-12/15/18................................................... 123（Ⅱ）
GF2L-12/15/18 ................................................... 122（Ⅱ）
GF2M-12/15/18 .................................................. 121（Ⅱ）
GF2T-12/15/18 ................................................... 124（Ⅱ）
GF3C-12/15/18................................................... 125（Ⅱ）
GF3F-12/15/18 ................................................... 126（Ⅱ）
■ GFシリーズ 上皿電子天秤 .......................................... 544
■ GHシリーズ 校正用分銅内蔵型分析天秤...................... 543
■ GL100-WL/N/WL-4VT コンパクトロガー（Petit Logger）......... 777
■ GL2000 絶縁高電圧高速4チャンネルロガー（midi Logger）......... 776
■ GL240/SD 絶縁10チャンネルハンディロガー（midi Logger）......... 775
■ GL840-M/SDM/WV/SDWV
絶縁多チャンネルハンディロガー（midi Logger）
........... 775
■ GL980 絶縁高速8チャンネルロガー（midi Logger）......... 776
■ GLK-44/66/99 ボトルキャビネット（ガロンビンタイプ）. 412（Ⅱ）
■ GP-7 300 高速ニアフィールド配光測定システム ........ 608
■ GPH-102/202 環境試験機器
（回転枠つき恒温器ギヤーオーブン）.............................. 717
■ GPHH-102/202 環境試験機器
（回転枠つき恒温器ギヤーオーブン）.............................. 717
■ GPV920S グローブボックス .............................. 192（Ⅱ）
■ GPW920S グローブボックス ............................. 192（Ⅱ）
■ Grata Grata グラータ（シーティング）................ 547（Ⅱ）
■ GRI-90/120 グローブボックス ........................... 191（Ⅱ）
■ GS-010 ラボ用チェア（椅子）............................ 449（Ⅱ）
■ GS-1376HC/3120HC/5210HC
バイオフリーザー（ノンフロン）................................... 694
■ GUN-1A-aBB/1B-aBB/2B-aBB/2C-aBB
排ガス処理装置 ...........................................257・258（Ⅱ）
■ GVA-90/120 グローブボックス .......................... 191（Ⅱ）
■ GXシリーズ 上皿電子天秤 .......................................... 544

■ E-816SOX ソックスレー抽出装置 .............................. 707
■ E2Mシリーズ ロータリーポンプ（エドワーズ）中大型 ......... 401

■ FHV-120V/150V/180V/120VB/150VB/180VB
ヒュームフード（ドラフトチャンバー）塩化ビニル製 . 177（Ⅱ）
■ FKVG-4110DHC バイオショーケース（ノンフロン）......... 695
■ FlashDSC1 STARe熱分析システム
（超高速DSC測定装置）................................................. 646

H

■ EA1000AⅢ 蛍光X線分析装置 ..................................... 601
■ EA1200VX 蛍光X線分析装置（エレメントモニタ）......... 601

■ FlashPureシリーズ フラッシュカートリッジ（中圧分取用）......... 709
■ FlashSmart 有機微量元素分析装置 ............................. 600

■ H-19Rα 小型冷却卓上遠心機 .................................... 689
■ Ｈ-19α 小型卓上遠心機 ............................................. 689

■ EA6000VX 蛍光X線分析装置 ...................................... 602
■ EA8000 蛍光X線分析装置（X線異物解析装置）............ 602
■ EB1000/1100 材料開発・小規模生産装置

■ FLEX2（Basic+Osmo） 動物細胞培養液自動分析装置
（BioProfile FLEX2）............................................. 673・674
■ FlexSEM1000 日立走査電子顕微鏡（SEM）................ 559

■ H-36α 卓上遠心機 .................................................... 689
■ HandiLaz Mini 気中0.3μmハンディタイプ・
パーティクルカウンタ .................................................. 640

（スパッタリンク装置）.................................................. 748
■ EC-2004 廃液回収システム ............................... 434（Ⅱ）
■ EC7000/7001 材料開発・小規模生産装置
（スパッタリンク装置）.................................................. 748

■ FLIR C2 熱画像カメラ
（コンパクトサーモグラフィカメラ）.............................. 757
■ FluoroMax-Plus （近赤外蛍光分光光度計）................... 588
■ FLX-2320-S/2320-R/2000-A/3300-T/3300-R

■ HBB908/909/250S/250 ブレンダ− .......................... 439
■ HBF500S/900 ブレンダ− ......................................... 439
■ HC-10 非定常式 熱伝導テスター（Quick λ）.............. 658
■ HDO 4024A/4034A/4054A/4104A オシロスコープ ......... 762

■ EC7400 MEMS・高周波デバイス .............................. 748
■ ECCS B320

薄膜ストレス測定装置 .................................................. 566
■ FM-120K/120K-50 フレークアイスメーカー

■ HDO 6034A/6054A/6104A
■ HDO 8038A/8058A/8108A

電気化学反応可視化コンフォーカルシステム ..........565・741
■ Econo-cage 実験動物施設（機器）

（全自動製氷機）............................................................ 695
■ FM-300S 微量水分計 ................................................. 651

■ HDST-230/300 衝撃試験装置（衝撃試験装置）........... 728
■ HE53/73 水分計（ハロゲン・赤外線）......................... 652

Micro Isolator用ケージ類 ...................................... 499（Ⅱ）
■ ECS4011GX/N 紫外線照射装置 ................................. 568
■ EF3004C-Sys/4-38-Sys/4-38GL-SYS/4-83C-SYS/8-83C-SYS
廃液回収システム ................................................. 434（Ⅱ）
■ EHS-212/212M/212MD/222/222M/222MD/412/412M/412MD
環境試験機器（高度加速寿命試験装置 HAST チャンバー）.......... 715

■ FMX26 ICP発光分光分析装置
（CCD多元素同時/SPECTRO BLUE）............................ 598
■ FO100/200/300/310/410/510/610/710/810
電気炉 ................................................................ 153・154

■ HFM02 研究開発・少量サンプル作製用
湿式微粉砕・分散機ビーズミル ...................................... 666
■ HG-113LB/133LB、HGD-113LB/133LB
大型オートクレーブ（フタ自動開閉タイプ）.................. 252

■ FP102/302/312/412 マッフル炉....................... 155〜158
■ FP50-MA/FP50-HE 高低温循環恒温槽（-50〜200℃タイプ）......... 322

■ HG–400/450 水銀測定装置 ........................................ 697
■ HIAC PODS ＋ STD2.1-2.8/2.9-2.12/

■ EJ-Bシリーズ パーソナル電子天秤 ............................. 545
■ Elix Advantage 3/5/10/15 純水製造装置
（A3準拠、150ℓ/日）.................................................... 289

■ FPAR-1000 濃厚系粒径アナライザー ......................... 632
■ FS100Ⅲ/200Ⅲ/300Ⅲ 超音波映像装置 ............. 579・580
■ FSP8Ⅴ/12Ⅴ 超音波映像装置 ........................... 579・580

■ Elix Essential UV 3/5/10 純水製造装置
（A3準拠、150ℓ/日）.................................................... 282
■ ElixUV 20/35/70/100 高流量純水製造装置 ElixUV ......... 292

■ FT110 蛍光X線膜厚計 ................................................ 605
■ FT150 高性能蛍光X線膜厚計 ...................................... 605
■ FTE151/201/251/301/401 ターボファン

■ ElixUV 20 ＋ SDS 200/35 ＋ SDS 350/70 ＋ 500Lタンク/
100 ＋ 1000Lタンク 高流量純水製造装置 ElixUVシステム

（FRP製ベルト駆動式）.................................265・266（Ⅱ）
■ FVL-150D/200D/250D/300D/350D/400D ベンチレータ . 273（Ⅱ）
■ FX-iシリーズ 電子天秤 ............................................... 545
■ FZ-iシリーズ 校正分銅内蔵型電子天秤 ........................ 545

3.1-3.6/3.7/3.8/3.9/3.10 ポータブル型
液中パーティクルカウンター（HIAC PODS+）.............. 637
■ HK200/300、HM300/-11 ホットプレート ................. 360
■ HKY-1/2 廃液回収ユニット ................................ 432（Ⅱ）
■ HLKS-3C/4C 環境試験機器（大型乾燥器）.................. 718
■ HM/FMシリーズ 全光束測定システム ......................... 608
■ HS82/84 温調・DSC測定 顕微鏡用ホットステージ ......... 648
■ HU16-1A-aBB/25-1A-aBB/36-1A-aBB/36-1B-aBB
排ガス処理装置 ...........................................257・258（Ⅱ）

E

（パイロットプラント/セミセントラル用）...................... 292
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■ HVA-85LB/110LB 大型オートクレーブ
（ラボ用/低価格タイプ）................................................. 251

■ KDF75 Plus 真空ガス置換炉（卓上タイプ）................. 158
■ KDF900GL 真空ガス置換炉（高精度タイプ）.............. 158
■ KGL-90 共鳴除振装置付き防振天秤台................. 389（Ⅱ）

■ LFA-N97T/N127T/N157T/N187T/N247T/N307T
サイド実験台LC シリーズ（スチール製）............... 290（Ⅱ）
LFA2-N97T/N127T/N157T/N187T/N247T/N307T . 290（Ⅱ）

I

■ KGL-90S

■ i-Fume mini 高速給排気管理システム ........223〜226（Ⅱ）
■ IC101/101W 恒温器（インキュベータ/小型低価格タイプ）......... 228
■ IC402/602/802 恒温器（インキュベータ/低価格タイプ）......... 225
■ iCAP 7200/7400/7600 ICP発光分光分析装置 ............. 599
■ iCAP RQ/TQ ICP質量分析計 ...................................... 599
■ ICL310A/310B 恒温器

■ KMG-001 微粒子磁化率計 ......................................... 636
■ KNM-001 ナノメジャー ............................................. 636

（ラボキューブ・インキュベータ/実験台下タイプ）......... 226
■ ICL310A/310B ラボキューブ 恒温器（インキュベータ）. 137（Ⅱ）

■ KSEU-18PPL プッシュプル型切出し流し台 ........ 504（Ⅱ）
■ KSEU-20TPPL プッシュプル型対面式切出し台 .. 503（Ⅱ）
■ KTF434N1 小型チューブ炉（管状炉）......................... 159
■ KVM-757 卓上型クリーンベンチ ........................ 468（Ⅱ）

LFA3-N97T/N127T/N157T/N187T/N247T/N307T . 290（Ⅱ）
LFB-N97T/N127T/N157T/N187T/N247T/N307T. 290（Ⅱ）
LFB2-N97T/N127T/N157T/N187T/N247T/N307T . 290（Ⅱ）
LFB3-N97T/N127T/N157T/N187T/N247T/N307T . 290（Ⅱ）
LFC-N97T/N127T/N157T/N187T/N247T/N307T . 291（Ⅱ）
LFC2-N97T/N127T/N157T/N187T/N247T/N307T . 291（Ⅱ）
LFC3-N97T/N127T/N157T/N187T/N247T/N307T . 291（Ⅱ）
LFP-N97T ........................................................... 291（Ⅱ）
■ LH-114 環境試験機器（ライトスペック恒温（恒湿）器）......... 714
■ LHA-63/93 吊り戸棚LC シリーズ（スチール製）. 377（Ⅱ）
■ LHB-63/93 吊り戸棚LC シリーズ（スチール製）. 377（Ⅱ）
■ LHL-114 環境試験機器（ライトスペック恒温（恒湿）器）......... 714
■ LHU-114/124 環境試験機器
（ライトスペック恒温（恒湿）器）................................. 714
■ LiChrosolv 液体クロマトグラフィー用高純度溶媒 ......... 626
■ LiQuiLaz S02/S05/E20/E20P
液中パーティクルカウンタ インライン式 .................... 640
■ LIVE LINE LIVE LINE スチールパネル書架
［ライブライン］
（図書室）............................539・540（Ⅱ）
■ LKEXV-1800/5400 庫内防爆冷蔵庫・冷凍冷蔵庫
（ノンフロン）............................................................... 693
■ LKS-3C/4C 環境試験機器（大型乾燥器（熱処理器））......... 718
■ LLA-94/124/154/184
薬品器具戸棚LC シリーズ（スチール製）............... 373（Ⅱ）
■ LLB-94/124/154/184
薬品器具戸棚LC シリーズ（スチール製）............... 373（Ⅱ）
■ LM-1-125/1-250 オイルクリーナー ........................... 408
■ LM100/200 フラスコミキサ（フラスコ用撹拌機）......... 415・416
■ LMA-157T/159T/187T/189T LC/MS台 .............. 304（Ⅱ）
■ LMA200PM 水分計.................................................... 652
■ LMP-90 ポンプ収納庫........................................ 304（Ⅱ）
■ LMS-41 廃溶媒収納庫........................................ 304（Ⅱ）
■ LMZ015 研究開発・少量サンプル作製用
湿式微粉砕・分散機ビーズミル（ラボスターミニ）........ 666
■ Lobs150 ベルト駆動型油回転真空ポンプ .................... 407
■ Lovis 2000 M/ME 低粘度マイクロ粘度計 ................... 662
■ LR-2.ST the Compact Power/ the High-Performer
ラボリアクター ............................................................ 711
■ LR1000 basic/control ラボリアクター ....................... 711
■ LR500A/500B ラボスターラ（高トルク低騒音タイプ）......... 420
■ LR8410/91 ワイヤレスロギングステーション............. 772
■ LR8416/91 ワイヤレス熱流ロガー ............................. 772
■ LR8432 熱流ロガー ................................................... 774
■ LR8520 予測カビ指数計 ............................................ 774
■ LRA-93/123/153 スチール棚LC シリーズ .......... 292（Ⅱ）
LRB-94/124/154 ................................................. 292（Ⅱ）
LRC-92/122/152 ................................................. 292（Ⅱ）
LRD-92/122/152 ................................................. 292（Ⅱ）
■ LS 13 320 レーザ回折散乱法 粒度分布測定装置.......... 634
■ LS-08 ラボスターラ（ミニタイプの撹拌器）................ 420
■ LSA-67/97/127/157/187 流し台LC シリーズ（スチール製）. 305（Ⅱ）
■ LSB-127/157/187 流し台LC シリーズ（スチール製）. 305（Ⅱ）
■ LSB303021-3/503021-3/506021-3/509021-3
クリーンブース（ロングスパン形）........................ 471（Ⅱ）
LSB303021-4/503021-4/506021-4/509021-4 .... 471（Ⅱ）
LSBS303021-3/503021/3/506021-3/509021-3 .. 471（Ⅱ）
LSBS303021-4/503021-4/506021-4/509021-4.. 471（Ⅱ）
■ LSC-127/157/187
流し台LC シリーズ（スチール製）......................... 305（Ⅱ）
LSD-126/156 ...................................................... 306（Ⅱ）
LSE-127T/157T/187T ......................................... 306（Ⅱ）
■ LSG-175/350/1050/2100S 直流電子負荷装置 ........... 770
■ LTシリーズ ラボスターラ ........................................... 419
■ LU-114124 環境試験機器（ライトスペック恒温（恒湿）器）......... 714
■ LUA-93/123/153
ユーティリティブリッジLC シリーズ .................... 292（Ⅱ）
LUC-92/122/152 ................................................. 292（Ⅱ）
LUD-92/122/152 ................................................. 292（Ⅱ）
■ LUH150/300 超音波ホモジナイザー.................. 433・434
■ LUN-1C/2C/3C/4C/5C/6C ラボキューブ 収納カート . 137（Ⅱ）
■ Lynx EVO エルゴノミック実体顕微鏡（リンクスEVO）......... 569
■ LZKシリーズ YMシェルフ（組み立て式・金属網棚）. 440（Ⅱ）

共鳴除振装置付き防振天秤台 .............. 389（Ⅱ）
■ KGT-4010HC バイオマルチクーラー（ノンフロン）......... 694
■ KISS-K6 循環恒温槽（クーリングサーキュレーター）......... 323

■ ICS200/300 恒温器（インキュベータ/省スペースタイプ）......... 227
■ iD3/iD5 マルチモードマイクロプレートリーダー

■ KR-3000 記録計
（12.1形グラフィックレコーダ（ペーパーレス）
）........... 752
■ KS3000シリーズ インキュベーターシェーカー ........... 437
■ KS4000シリーズ インキュベーターシェーカー ........... 437

（SpectraMax）............................................................. 610
■ IG401/421 恒温恒湿器（冷凍方式）................... 147・148
■ IH401 恒温恒湿器 ............................................. 147・148
■ IJ101/101W/201/300 低温恒温器

L

（ペルチェ式小型タイプ）...................................... 221・222
■ IL603 低温恒温器（霜付低減タイプ）................. 217・218

■ L-8i スプレードライヤ（パイロットスケールタイプ）......... 453
■ LA-350 レーザー回折/散乱式粒子径分布測定装置 ......... 630

■ ILE800 低温恒温器（大量培養向け消費電力タイプ）......... 219・220
■ IM3590 ケミカルインピーダンスアナライザ ............... 773

■ LA-960 レーザー回折/散乱式粒子径分布測定装置 ......... 629
■ LA-960 電極材料評価装置

■ IN604/604W/804 低温恒温器（スタンダードタイプ）......... 211・212
■ IN804Z 電池試験用恒温槽 .......................................... 736
■ IN804Z 充放電試験装置（充放電用恒温槽）................. 742
■ INA-AF01
実験動物用飼育装置・ケージ............ 495（Ⅱ）

（レーザ回折/散乱式粒子径分布測定装置）............. 629・739
■ LabRAM HR Evolution ラマン顕微鏡
（顕微レーザーラマン分光測定装置）.............................. 592
■ LAC-8型 LDコンバータ...................................... 229（Ⅱ）

■ INA-AIL-01 実験動物用飼育装置・ケージ............ 496（Ⅱ）
■ INA-AW01 実験動物用飼育装置・ケージ............ 496（Ⅱ）
■ INA-AY01
実験動物用飼育装置・ケージ............ 495（Ⅱ）

■ LAQUA act D-70シリーズ ポータブル型pHメータ・
電気伝導率計・溶存酸素計 ........................................... 550

■ INA-CW

実験動物用設備機器自動式ケージワッシャー
........................................................................... 501（Ⅱ）

■ INA-CWR

実験動物用設備機器自動式ケージワッシャー

........................................................................... 501（Ⅱ）
■ INA-RW
実験動物用設備機器ラックケージワッシャー
........................................................................... 500（Ⅱ）
■ INC820 低温恒温器/恒温器（2槽式インキュベータタイプ）
................................................................................... 216
■ Indicator ハンドヘルド・ラマン分光装置 .................... 593
■ INE800 低温恒温器（消費電力タイプ）............... 213・214
■ INSITEC オンライン・インライン
レーザ回折式粒度分布測定機 ........................................ 635
■ Integral 3/5/10/15 水道水直結型超純水製造装置Milli-Q
.......................................................................... 285・286
■ INTERACT PRO INTERACT PRO［インターアクト プロ］
（会議室）.............................................................. 543（Ⅱ）
■ INTERACT PRO INTERACT PRO［インターアクト プロ］
ワイドフラップタイプ（会議室）........................... 544（Ⅱ）
■ IP600 CO2インキュベータ（乾熱滅菌タイプ）............. 229
■ IPH-202 環境試験機器
（無酸化雰囲気恒温器イナートオーブン）....................... 718
■ IPHH-202 環境試験機器
（無酸化雰囲気恒温器イナートオーブン）....................... 718
■ IQ822 低温恒温器（2槽式低温培養タイプ）................. 215
■ IR-TE2 防水形ハンディ放射温度計 ............................. 756
■ IS401/601/801/901 恒温器
（インキュベータ/スタンダード）........................... 223・224
■ IT-480S/480L/480N/480W/480F/480P
高精度 設置・組込タイプ 放射温度計 ............................ 702
■ IUC-900 超音波洗浄流し台 ................................ 385（Ⅱ）
■ IW223/243 小型恒温恒湿器（コンパクトタイプ）......... 149・150
■ IX110/210/410/810 低温恒温恒湿器
（120・225・408・800ℓ/省電力タイプ）
............. 145・146

J
■ J891200/891500/29936 耐火キャビネット ....... 418（Ⅱ）
■ J893000/894500/893001/894501/29937/29933
耐火キャビネット ................................................. 417（Ⅱ）
■ JSX-1000S エネルギー分散型蛍光X線分析装置 .......... 603
■ JTSシリーズ JIS Z 8801ステンレス試験用ふるい......... 667
■ JXN-26/30・J-26S XP/E 多機能高速冷却遠心機（Avanti）......... 687

K
■ K-350/415/425

ケルダール分析装置 .......................... 664

■ KA-90M/90S/BM9 セキュリティーキャビネット .425（Ⅱ）
■ Kaluza フローサイトメトリー解析ソフトウェア .......... 677
■ KB 純水システム（カートリッジ純水器）.................... 295
■ KCR-2-1015C/1520C/1525C/1530C/2020C/2025C/2030C
クリーンブース（ユニット式シリーズ）................. 472（Ⅱ）
■ KCR-4-1520C/2020C/2025C/2030C
クリーンブース（ユニット式シリーズ）................. 472（Ⅱ）
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■ LAQUA act ES-71 ポータブル型pHメータ・
電気伝導率計・溶存酸素計 ........................................... 550
■ LAQUA act OM-71 ポータブル型pHメータ・
電気伝導率計・溶存酸素計 ........................................... 550
■ LAQUA F-70シリーズ pHメータ ................................ 549
■ LAQUAtwinシリーズ コンパクト型水質計 .......... 552・553
■ LasairⅢ 110 気中0.1μmパーティクルカウンタ ......... 639
■ LasairⅢ 310B/310C/310L/5100
気中0.3μmパーティクルカウンタ ................................ 639
■ LBA-96/126/186 スチール天秤台 ...................... 387（Ⅱ）
■ LBB-96/126/186 スチール天秤台 ...................... 387（Ⅱ）
■ LBC-97/127/187 スチール天秤台 ...................... 387（Ⅱ）
■ LC-114/124/224/234 環境試験機器（熱風乾燥器）........ 718
■ LCA-N182T/N185T/N242T/N245T/N302T/N305T/N362T/
N365T 中央実験台LC シリーズ（スチール製）.... 287（Ⅱ）
LCA2-N182T/N185T/N242T/N245T/N302T/N305T/N362T/N365T . 287（Ⅱ）

LCA3-N182T/N185T/N242T/N245T/N302T/N305T/N362T/N365T . 287（Ⅱ）
LCB-N185T/N245T/N305T/N365T ..................... 287（Ⅱ）
LCB2-N185T/N245T/N305T/N365T ................... 287（Ⅱ）
LCB3-N185T/N245T/N305T/N365T ................... 287（Ⅱ）
LCC-N185T/N245T/N305T/N365T ..................... 288（Ⅱ）
LCC2-N185T/N245T/N305T/N365T ................... 288（Ⅱ）
LCC3-N185T/N245T/N305T/N365T ................... 288（Ⅱ）
LCD-N242T/N245T/N302T/N305T/N362T/N365T . 288（Ⅱ）
LCD2-N242T/N245T/N302T/N305T/N362T/N365T . 288（Ⅱ）
LCD3-N242T/N245T/N302T/N305T/N362T/N365T 288（Ⅱ）
LCE-N245T/N305T/N365T ................................. 289（Ⅱ）
LCE2-N245T/N305T/N365T ............................... 289（Ⅱ）
LCE3-N245T/N305T/N365T ............................... 289（Ⅱ）
LCF-N245T/N305T/N365T .................................. 289（Ⅱ）
LCF2-N245T/N305T/N365T ................................ 289（Ⅱ）
LCF3-N245T/N305T/N365T ................................ 289（Ⅱ）
■ LCV-233/243 環境試験機器（真空乾燥器）................. 718
■ LDB-N120S/N150S/N180S
ヒュームフード（LDシリーズ）............................. 155（Ⅱ）
LDC-N120S/N150S/N180S ................................ 156（Ⅱ）
LDD-N120L/N150L/N180L ................................. 158（Ⅱ）
LDE-N120S/N150S/N180S ................................. 159（Ⅱ）
LDF-N120/N150/N180/N120U/N150U/N180U ... 157（Ⅱ）
LDG-N120S/N150S/N180S ................................ 153（Ⅱ）
■ LDH-N150T/N180T 粉体封じ込めヒュームフード
（LDシリーズ）.............................................165・213（Ⅱ）
■ LDL-N120L/N150L/N180L
ヒュームフード（LDシリーズ）............................. 161（Ⅱ）
LDM-N120L/N150L/N180L ................................. 162（Ⅱ）
LDN-N120S/N150S/N180S ................................ 147（Ⅱ）
LDP-N120S/N150S/N180S................................. 160（Ⅱ）
LDS-N120S/N150S/N180S........................145・146（Ⅱ）
LDS-N120SA/N150SA/N180SA .......................... 152（Ⅱ）
LDS-N120SJ/N150SJ/N180SJ ........................... 151（Ⅱ）
LDS-N120T/N150T/N180T ................................. 164（Ⅱ）
LDT-N120S/N150S/N180S ................................. 154（Ⅱ）
LDW-N120L/N150L/N180L................................. 163（Ⅱ）
LDX-N120S/N150S/N180S ................................. 148（Ⅱ）
LDXA-N120S/N150S/N180S............................... 150（Ⅱ）
LDY-N120SH/N150SH/N180SH ......................... 149（Ⅱ）
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M
■ M-21 オートミキサ .................................................... 417
■ M-212LD ヘリウムリークディテクタ
（HELEN シリーズ/Compact）....................................... 730
■ M-222LD ヘリウムリークディテクタ
（HELEN シリーズ/Portable）........................................ 730
■ M-222LD-D ヘリウムリークディテクタ
（HELEN シリーズ/Portable Dry）.................................. 730
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■ M-232LD ヘリウムリークディテクタ
（HELEN シリーズ/Sniffer）
............................................ 730
■ M-311HG トランスデューサ型真空計シリーズ

■ MH301/502/800 ホットプレート付きマグミキサ ......... 361
■ Micro-Volume Microplate 微量サンプル吸光・
蛍光測定プレート（SpectraDro）.................................. 610

■ NA-101N/201N/301N 振とう器（ミニ・シェーカ）......... 429
■ NA-404 ロータリーミキサ（4倍型）............................ 431
■ NA-4X 振とう器（ワンダーシェーカ）......................... 429

（イオンゲージ）............................................................ 729
■ M-336MX トランスデューサ型真空計シリーズ
（クリスタルイオンゲージ）........................................... 729

■ Microfuge16/20/20R 小型微量高速遠心機（Microfuge）......... 688
■ microPHAZIR ハンディ型近赤外分光光度計（NIR）......... 591
■ Milli-DI 純水製造装置 .................................................. 294

■ Nano-ID NPC10 気中10nmナノパーティクルカウンタ ......... 639
■ NB20×20×30/NB30×30×40 大気炉（ボックス型大気炉）......... 159
■ NCW-100 非接触濡れ性評価装置「Wettio」................ 665

■ M-342DG トランスデューサ型真空計シリーズ
（キャパシタンスゲージ）............................................... 729

■ Milli-Q Advantage ICP-MS、半導体洗浄用Milli-Q水
製造装置（微量元素分析タイプ）................................... 288

■ ND-S01/G962、ND-M01/M11 ヒーティングブロック
（PCRプレート対応型）
.................................................. 357

■ M-350PG/351PG トランスデューサ型真空計シリーズ
（ピラニーゲージ）......................................................... 729
■ M-361CP トランスデューサ型真空計シリーズ
（コールドカソードピラニゲージ）................................. 729

■ Milli-Q CLX7040/CLX7080/CLX7120/CLX7150
送水機能付タンク一体型高流量純水製造装置 ................. 293
■ Milli-Q HX 7040/7080/7120/7150
高流量純水製造装置（高流量タイプ）............................ 281

■ NDC-100、HF100/200 ヒーティングブロック
（低温高温ペルチェ素子冷却方式）........................ 358・359
■ NDR-80M/80B ドライラック ............................. 386（Ⅱ）
■ NDR-80U ドライユニット.................................. 386（Ⅱ）

■ M-370CG トランスデューサ型真空計シリーズ
（コールドカソードゲージ）........................................... 729

■ Milli-Q IQ7000 超純水製造装置................................... 287
■ Milli-Q Reference 超純水製造装置 .............................. 288

■ NE1-900/1200/1500 ナノエンクロージャー .207・208（Ⅱ）
■ NE2-1200/1500 ナノエンクロージャー.....207・208（Ⅱ）

■ M-560/565 融点測定装置........................................... 647
■ M-601GC トランスデューサ型真空計シリーズ

■ Milliflex Quantum 迅速微生物試験迅速検出システム ......... 670
■ Milliflex Rapid 迅速微生物試験 .................................... 670

■ Neo Dry 電極真空乾燥システム
（耐食型ドライ真空ポンプ）.................................. 395・737

（1ch表示器）................................................................ 729
■ M-603GC トランスデューサ型真空計シリーズ
（3ch表示器）................................................................ 729
■ M10型 スチール棚 ............................................. 435（Ⅱ）

■ Ministat125/230/240
循環恒温槽（小型クーリングサーキュレーター）............ 323
■ MK161 振とう器（往復・楕円・旋回）........................ 428
■ MK201D 振とう器（コンパクトタイプ）..................... 427

■ NEO-690Z/6110Z マイクロフォーカスX線自動検査装置
（Dr.Fine X NEO シリーズ）........................................... 581
■ NeoDry 7E/15E/30E/36E/60E プラズマ装置 関連製品
空冷式ドライ型真空ポンプ ........................................... 206

■ M125 C/80/50 ターゲット断面試料作製システム・
実体顕微鏡 ................................................................... 560

■ ML-01/02 太陽電池評価装置（小型日射計）................ 746
■ ML-50 水分計 ............................................................ 652

■ NeoDryシリーズ 空冷式ドライ真空ポンプ .................. 396
■ NES-3123-7/GRT-612 半導体製造プロセスケミカル

■ M1800-J/1800H-J
超音波洗浄器（ブランソン・卓上型）................... 461・462

■ MoFlo Astrios EQ/EQs ハイエンドハイスピードセルソーター......... 678
■ MoFlo XDP ハイスピードセルソーター ....................... 678

サーキュレータ（冷却加熱ユニット/電源制御ユニット）......... 355
■ NES-333-7/GRT-63/363-7/GRT-66 半導体製造プロセスケミカル

■ M2800-J/2800H-J
超音波洗浄器（ブランソン・卓上型）................... 461・462
■ M2NT・M3NT・M4NTシリーズ 小型ガス発生装置
（コンプレッサ内蔵タイプ）M series ............................. 162

■ MOX-0.4Ⅱ 小型ガス発生装置
（コンプレッサ内蔵タイプ）M series ............................. 162
■ MP-11 太陽電池評価装置（I-Vチェッカー）................. 745
■ MP-160/180 太陽電池評価装置（I-Vカーブトレーサ）......... 745

サーキュレータ（冷却加熱ユニット/電源制御ユニット）.......... 355
■ nEXT240/300/400 超高真空用ベアリング式
ターボ分子ポンプ（真空配管部品）................................ 749
■ NF300 窒素ガス発生装置（高純度PSAタイプ）........... 161

■ M3800-J/3800H-J
超音波洗浄器（ブランソン・卓上型）................... 461・462

■ MP-21 融点測定器 ..................................................... 648
■ MP50/70/90 全自動融点測定装置 .............................. 648

■ NFシリーズ ダイアフラム式送液ポンプ
（リキポートシリーズ）.................................................. 521

■ M3型 スチール棚 ............................................... 435（Ⅱ）
■ M5800-J/5800H-J
超音波洗浄器（ブランソン・卓上型）................... 461・462

■ MPR-S163-PJ/S313-PJ/514/R-PJ/1014/R-PJ
薬用冷蔵ショーケース（2℃〜14℃）............................. 692
■ MPRシリーズ 薬用保冷庫（保冷庫部 2℃〜14℃、

■ Nicolet iN10 FT-IR Microscope/iN10MX
FT-IR Imaging Microscope 顕微FT-IRシステム ........... 590
■ Nicolet iS5 FT-IR フーリエ変換赤外分光装置 .............. 589

■ M5型 スチール棚 ............................................... 435（Ⅱ）
■ M8800-J/8800H-J

フリーザ部−20℃〜−30℃）........................................ 692
■ Mquantシリーズ 簡易分析用試験紙 ............................ 703

■ Nicolet iS50/iS50R フーリエ変換赤外分光装置 ........... 590
■ NIR-Online プロセス近赤外分析計 .............................. 702

超音波洗浄器（ブランソン・卓上型）................... 461・462
■ MA100/300/300A/B マグミキサ ................................ 417
■ MA37/100/160 水分計 .............................................. 652

■ MR-R 純水システム（小型逆浸透膜装置マクエース）......... 295
■ MR2041-U/2041-MU ハンディロガー........................ 754
■ MR5300/5320 カードロガー ..................................... 754

■ MAC-15/35/55 多目的HEPAフィルターユニット 474（Ⅱ）
■ MAC-ⅡA-30/50/100/150
多目的HEPAフィルターユニット .......................... 474（Ⅱ）
■ Mantis Compact エルゴノミック実体顕微鏡

■ MR8870/90 メモリハイコーダ ................................... 771
■ MR8875 メモリハイコーダ ........................................ 771
■ MS-70 水分計 ........................................................... 652

■ NIRFlex N-500/NIRMaster 近赤外分析計 .................... 591
■ NLG-90/120/90H/120H 薬品器具戸棚 ............... 428（Ⅱ）
■ NLM-90/120/90H/120H 薬品器具戸棚............... 428（Ⅱ）
■ NMR型 ユニット棚（スチール製）
....................... 436（Ⅱ）
■ NPH-680D/690D デジタルpHコントローラ ............... 555
■ NRC-20D/30D ロータリーミキサ .............................. 431

（マンティス コンパクト）.............................................. 569

■ MS-70、MC-70 マイフード............................... 182（Ⅱ）
■ MS-711/712 太陽電池評価装置（分光放射計）............ 746

■ NS-C300-HK 遠心法付着力測定装置（himac）解析装置 ......... 686
■ NS300 ナノトラッキング粒子径測定装置 ナノサイトNS300 ......... 635

■ Mantis Elite エルゴノミック実体顕微鏡
（マンティス エリート）................................................. 569
■ MapAnalyzer 形態観察装置マップアナライザ ............. 683

■ MS-720 太陽電池評価装置（携帯型分光放射計）......... 745
■ MS-90/90T マイフード...................................... 181（Ⅱ）
■ MS500D マグミキサ .................................................. 413

■ NU-607-400D 実験動物施設（機器）
動物用床敷処理キャビネット AllerGard NU-607 ... 510（Ⅱ）
■ NU-619-300D/400D/500D 実験動物施設（機器）

■ MARS40/60 粘度・粘弾性測定装置（HAAKE MARS）......... 661
■ MAS-100NT/100VF/100Eco 空中浮遊菌測定機器 ......... 671
■ MAZ3000 レーザ回折式粒子径分布測定装置 ............... 638

■ MSAシリーズ
■ MSAシリーズ
■ MSAシリーズ

小動物ケージ交換ステーション AllerGard NU-619 . 509（Ⅱ）
■ NVTシリーズ コンパクト電子天秤 .............................. 535
■ NVシリーズ コンパクト電子天秤 ................................ 535

■ MB23/25/27 水分計（ハロゲン・赤外線）................... 652
■ MB800 マグミキサ（過熱防止器付きマグミキサ）......... 418
■ MC-124/124G/124B/125/125G/125B 器具戸棚 . 427（Ⅱ）
■ MC1000-000/3000-000 デジタルハンディ温度計 ......... 755
■ MC801 マグミキサ（反転撹拌タイプ）........................ 414

■ MSAシリーズ キュービス台はかり ............................. 540
■ MSEシリーズ ミクロ・ウルトラミクロ天秤 ................ 539
■ MSEシリーズ キュービス分析天秤 ............................. 539

■ NW40 超高真空用排気ユニット（T-station 85）.......... 749
■ NX-10N/NX-20/NX-12 振とう器（小型）.................... 430
■ NX-11-20 振とう器（高速シーソーシェーカ）............. 429

■ MSEシリーズ
■ MSEシリーズ

■ NX-70B 振とう器（ブロックシェーカ）....................... 430
■ nXDSシリーズ スクロールドライポンプ（エドワーズ）......... 402

■ MCDA-0.8-5（6） 小型ガス発生装置
（コンプレッサ内蔵タイプ）M series ............................. 162
■ MCPD-9800 マルチチャンネル分光器 ........................ 606

■ MSO1074Z/1074Z-S/1104Z/1104Z-S
ミックスド・シグナル/デジタル・オシロスコープ ......... 765
■ MSP-1S マグネトロンスパッタ装置 ........................... 560

■ MCR72/92/102/302/502/702 粘弾性測定装置（レオメータ）......... 662
■ MCシリーズ 高分解能電子天秤................................... 544

■ MSシリーズ
■ MSシリーズ

■ MD200/300/500/800 マグミキサ .............................. 413
■ MD800R-00L 監視機能付き無線ロガー
ワイヤレスウォッチャズ受信機（イーサネット接続）......... 753

■ MT-31/51 タッチミキサ............................................. 418
■ MTP-310/310Lab コロナ吸光マイクロプレートリーダ.......... 609
■ MU-2200 混合ガス供給装置....................................... 163

■ MD800R-00U 監視機能付き無線ロガー
ワイヤレスウォッチャズ受信機（USB接続）.................. 753
■ MDA 803A/805A/810A オシロスコープ ..................... 763
■ MDA-015A ポータブルアスピレータ .......................... 405

■ MU100/300/600 プラズマ装置 関連製品
ドライ型真空ポンプ（ルーツ式）................................... 206
■ Multisizer 4e 精密粒度分布測定装置............................ 633
■ Multisizer 4e 電極材料評価装置（精密粒度分布測定装置）

■ MDF-DU/DCシリーズ 超低温フリーザー（−85℃）......... 691
■ MDF-MU300H-PJ/MU500H-PJ

.......................................................................... 633・739
■ MV-70 マイフード ............................................. 182（Ⅱ）
■ MV-90/90T マイフード ...................................... 181（Ⅱ）
■ MWT-1900N 薬品器具戸棚用梯子 ...................... 377（Ⅱ）
■ MX-50 水分計 ............................................................ 652
■ MXPP LUS 01/02/03 Milliflex PLUS吸引ポンプ .......... 529
■ MZKシリーズ YMシェルフ（組立て式・金属網棚）. 440（Ⅱ）

バイオメディカルフリーザー（−20〜−30℃）.............. 692
■ MDST 衝撃試験装置（衝撃試験装置）......................... 728
■ MDシリーズ 監視機能付き無線ロガー
ワイヤレスウォッチャズ（USB接続）............................ 753
■ MDシリーズ 監視機能付き無線ロガー
ワイヤレスウォッチャズ（イーサネット接続）............... 753
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ミクロ・ウルトラミクロ天秤 ................ 539
キュービス分析天秤 ............................. 539
キュービス天秤 .................................... 540

キュービス天秤 .................................... 540
キュービス台はかり ............................. 540

O

ベーシック分析/上皿天秤........................ 534
太陽電池評価装置（全天日射計）............. 746

■ OC-106/115/119/129 器具戸棚......................... 427（Ⅱ）
■ OC-2506 紫外線洗浄・改質装置 ................................ 567
■ OC1801C10X 紫外線洗浄・改質装置 ......................... 567
■ OCA15EC P1 自動接触角測定装置 ............................. 658
■ OCMA-505/555 油分濃度計 ...................................... 699
■ ODNA-P3-A/P3-B・ODSA-P3-A センサガスクロマトグラフ ......... 623
■ One Cage/One Cage 2100 実験動物施設（機器）
Micro Isolator用ケージ類 ...................................... 499（Ⅱ）
■ OpenLAB CDS EZChrom Compact OpenLABソフトウェア
（クロマトグラフィーデータシステム）........................... 621
■ OPGU-2100/2200/7100/7200 ポータブル水素発生機 ......... 163
■ OPTELICS HYBIRID
ハイブリッドレーザーマイクロスコープ ....................... 565
■ Optima AUC-A/AUC-A/I 分析用超遠心システム.......... 679
■ Optima MAX-XP/TL 卓上型超遠心機（Optima）.......... 687
■ OptimaXPN・XEシリーズ フロア型超遠心機（Optima）......... 687

■ ME-10/20/30/40/50 ボイラ（Zボイラ）.............. 515（Ⅱ）
■ MESA Portable ハンドヘルド型蛍光X線分析装置 ......... 604
■ MESA-50 有害元素蛍光X線分析装置 .......................... 604
■ MF-50 水分計 ............................................................ 652
■ MF-51S/91S 簡易卓上フード（脱臭式）.............. 182（Ⅱ）
■ MF-Cシリーズ（樹脂・SUSボディー） 小型流量コントローラ ......... 165
■ MF-Fシリーズ（樹脂・SUSボディー） 小型流量センサ ......... 164
■ MF1000/1000-M 食品用デジタル芯温計 .................... 755

N

■ OPTM-A1/F1/A2/F2/F2/A3/F3 顕微分光膜厚計 .......... 607
■ OTC-213A/2D オープンチャンバー（エアカーテンタイプ）......... 151

■ N-500 振とう器（小型ロータリーシェーカ・高速回転型）......... 430
■ N-701/702/704 振とう器（マイクロプレートシェーカ）......... 429

P

■ MF500
■ MF820

防水形中心温度計 .......................................... 756
マグミキサ（高粘度タイプ）
............................ 414

（小型、汎用タイプ）..................................................... 406
■ N86シリーズ ダイアフラム真空ポンプ（小型、汎用タイプ）......... 406

■ P−1 パウダーステーション ............................... 184（Ⅱ）
■ P/ACETMシステムMDQ Plus キャピラリー電気泳動システム ......... 654
■ P−6/12 多検体パラレルエバポレーター マルチベーパー ......... 708
■ PA800 Plus 製薬支援キャピラリー電気泳動システム ......... 681

■ MG120/600 マグミキサ（多連撹拌タイプ）................ 418
■ MG600H ホットプレート付きマグミキサ（6個単独調整型）......... 361

■ N920KT.29.18G/N950.50KTE-W
ダイアフラム真空ポンプ（高真空ポンプ）...................... 406

■ PAP01B/01B-KJ/03C/03C-KJ
プレシジョンエアープロセッサー（省エネタイプ）........ 353

ヤマト科学

■ N810.3FT.18（Ex）/N820.3FT.18（Ex）/N840.3FT.18（Ex）
ダイアフラム真空ポンプ（フルテフロンポンプ）............ 406
■ N816.3シリーズ ダイアフラム真空ポンプ
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■ PARSUM IPP70-S/70-SE/80-P
インライン粒子測定プローブ（Parsum）....................... 635
■ PAシリーズ エントリー電子天秤 ................................ 535

■ Pico Scoope 3000シリーズ
USBオシロスコープ PicoScope3000シリーズ ........... 767
■ Pico Scoope 4000シリーズ

■ RB-150S/300S 自動締付扉蒸気滅菌器 ............... 514（Ⅱ）
■ RC600/900 ロータリーエバポレータ（KNF）
.............. 390
■ RCD-S3/S4/S6 オートドライデシケーター .429・430（Ⅱ）

■ PAシリーズ 直流安定化電源（小型）........................... 769
■ PB600/1000SN プラズマアッシャ（半導体プロセス用）......... 201
■ PBKシリーズ 産業用精密台はかり .............................. 536

USBオシロスコープ PicoScope4000シリーズ ........... 767
■ Pico Scoope 5000シリーズ
USBオシロスコープ PicoScope5000シリーズ ........... 768

■ RCT basic ホットマグネットスターラ ........................ 363
■ RCT digital ホットマグネットスターラ ....................... 362
■ RE201 ロータリーエバポレータ ........................ 375・376

■ PCA-N182/N185/N242/N245/N302/N305/N362/N365
中央実験台P シリーズ（スチールフレーム）
........... 313（Ⅱ）

■ Pico Scoope 6000シリーズ U
SBオシロスコープ PicoScope6000シリーズ .............. 768

■ RE301
■ RE601

■ PCA/PCSE/PCKL/PCSシリーズ

■ Picoclave ピコクレーブ（耐圧ガラス/メタル反応装置）.......... 710
■ Picusシリーズ 電動ピペット ...................................... 627
■ PKシリーズ 空冷式ドライ真空ポンプ.......................... 395
■ PL-1J/2J/3J/4J 環境試験機器

■ RE801 ロータリーエバポレータ ........................ 373・374
■ Rectline Rectline レクトライン（収納）......529〜537（Ⅱ）
■ RET control-visc ホットマグネットスターラ............... 362
■ Reveleris PREP/X2 分取クロマトグラフィー .............. 709

（低温恒温（恒湿）器 プラチナスJシリーズ）............... 713
■ PM100 小型プラズマ装置（低周波プラズマ装置）......... 197

■ RFT-4800型/6000型/9500型/12000型
外気処理システム ........................................237〜240（Ⅱ）

■ POSIT POSIT Low Partition ポジット
（ローパーティション）.................................549・550（Ⅱ）

■ RG-040Ｎ/060N/080N/080NW/080FN/120FN/150FN/080
FNW/120FNW/150FNW 自動締付扉蒸気滅菌器 . 514（Ⅱ）

■ PPS-50/75/100/120/150 ポリプロピレン製スクラバー . 251（Ⅱ）
■ PQ-30 小型油回転真空ポンプ（プラズマ装置用）......... 197
■ PQ-30/100 ミニバック（小型油回転真空ポンプ）......... 397
■ PR-1J/2J/3J/4J 環境試験機器（低温恒温（恒湿）器

■ RH digital/digital white ホットマグネットスターラ ......... 363
■ RH-8800/2000 デジタル マイクロスコープ ......... 563・564
■ RKE750A1-V-G1/1500B1-V-G1/2200B1-V-G1 外部密閉系
冷却水循環装置高出力インバータチラー ......................... 354

プラチナスJシリーズ）.................................................. 713
■ PR200/300/301 小型プラズマ装置（高周波プラズマ装置）......... 196

■ RKE750A1-V-G2/1500B1-V-G2/2200B1-V-G2 外部密閉系
冷却水循環装置高出力インバータチラー（キャスター付き）......... 354

■ PR500/510 プラズマリアクター ................................ 195
■ PRACTUMシリーズ スタンダード天秤 ....................... 542

■ RST-CPS
ブルックフィールド粘度計RSTレオメータ .................... 660

■ PRB型

■ RT200 溶媒回収装置 .................................................. 382
■ RT5/10/15 ホットマグネットスターラ（多連式）........ 363
■ RTFシリーズ 万能試験機（テンシロン）...................... 727
■ Runa Runa ルナ（シーティング）....................... 548（Ⅱ）

白金測温抵抗体素子（センサ）............................. 759・760
■ PCA2-N182/N185/N242/N245/N302/N305/N362/N365
中央実験台P シリーズ（スチールフレーム）
........... 313（Ⅱ）

PCA3-N182/N185/N242/N245/N302/N305/N362/N365 . 314（Ⅱ）
PCA4-N182/N185/N242/N245/N302/N305/N362/N365 . 314（Ⅱ）
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■ WL100 純水製造装置ピュアライン（簡易型純水タイプ）......... 280
■ WL200/220/220T 純水製造装置オートスチル
（A3準拠、小型タイプ）........................................ 275・276
■ WL320A/320B ラボキューブ 純水製造装置ユニット
（A4準拠、ヒュームフード設置タイプ）.......................... 279
■ WL320A/320B ラボキューブ 純水製造装置ユニット . 137（Ⅱ）
■ WM1000シリーズ 無線温度ロガー（AirLogger）.......... 778
■ WM2000シリーズ 無線データロガー（AirLogger）......... 778
■ WN-990S4 耐震ステンレス薬品庫 ............409・410（Ⅱ）
■ WS-020/021 ラボ用チェア（椅子）.................... 449（Ⅱ）
■ WS-2-250/2-250AT オイルクリーナー ...................... 408

■ WT-100-M/200-M/300-M
超音波洗浄器（低周波卓上タイプ）................................ 465
■ WT12A-P4607/S4607 ミニワークテーブル ....... 396（Ⅱ）
■ WTC-600-40/1200-40 超音波洗浄器（低周波卓上タイプ）......... 466
■ WV-231S超音波洗浄器（低周波卓上タイプ）................. 466

Z・その他
■ ZA3000/3300/3700 日立偏光ゼーマン原子吸光光度計......... 596
■ ZAPATO ZAPATO ザパート（収納）................... 538（Ⅱ）
■ ZEN3600 粒子径・ゼータ電位・分子量測定装置 ......... 638
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ピュアスター ..............................................507・508（Ⅱ）

X
■ Xcelotapper エクセロタッパー
卓上型高精度粉体充填ユニット ..................................... 537
■ XER-W83 超促進耐候性試験機

■ USB-TMA2-M02-X/TMS2-M02-X/TMPD-M02-X USB2.0
プロトコルアナライザ（Mercury T2C Systems）........... 764

（アイ スーパーキセノンテスター）................................ 721
■ Xevo TQ-XS 質量分析計 ............................................ 618
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■ Y-EHB

■ Viscotester iQ/iQ Air
粘度・粘弾性測定装置（HAAKE Viscotester）............... 661
■ VKL-25-1/25-2 真空保持型自動リーク弁 .................... 408

■ U-50シリーズ 水質モニタリングシステム ................... 553
■ U-5100 ヤマト科学分光光度計 ................................... 583
■ UB32 ユニバーサルボールミル................................... 439

超音波音圧計 ............................................. 463

Y
■ Y-HHB
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（蒸留水専用、低価格タイプ）........................................ 268

■ UH4150 日立分光光度計 ............................................ 586
■ UH5300 日立分光光度計 ............................................ 584
■ UKS-3610DHC/5410DHC
バイオメディカルクーラー（ノンフロン）...................... 694

標準型上皿天秤 ..................................... 532

■ VHW310/311/320/321 掃除機（集塵機）............ 445（Ⅱ）
■ Vi-CELL XR 生死細胞オートアナライザー................... 675
■ Vion IMS QTof 質量分析計 ......................................... 618

■ U-2900/2910 日立分光光度計 .................................... 585
■ U-3900/3900H 日立分光光度計 ................................. 585

■ UB90.060.110.（050）.S/2S 耐火安全保管庫 .421・422（Ⅱ）
■ UBD-80 天秤用除振台 ....................................... 387（Ⅱ）
■ UBE-50A/50B/100A/100B 精密機器用除振台 .... 387（Ⅱ）
■ UBL-5/6 天秤用除振板P/T シリーズ ................... 388（Ⅱ）
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