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可視・紫外可視分光光度計

謝恩キャンペーン

6 月 20 日

可視分光光度計

基礎実習用途におすすめ

微生物濁度測定におすすめ

工場・品質管理部門におすすめ

シンプル＆タフ、ベーシックな可視分光光度計

SPECTRONIC 200
日本語表示対応カラー液晶搭載

立てて収納できる省スペース設計

使い勝手を追求したセルホルダー

仕様
SPECTRONIC 200
光学系

シングルビーム

バンド幅

≦ 4 nm

波長範囲

340 〜 1,000 nm

光源

タングステンハロゲンランプ

キャンペーン価格

￥300,000

定価 ￥420,000

教育実習やルーチン分析に最適

GENESYS 30
視認性の高い日本語カラー液晶

●
●
●

豊富なアクセサリ

マグネット式水洗い可能試料室

伝統と信頼の GENESYS 20 後継モデル
いつもの測定をすぐに開始できるSmartStart機能搭載
低価格でありながら、その名に恥じない高い測光性能

仕様
GENESYS 30
光学系

シングルビーム

バンド幅

5 nm

波長範囲

325 〜 1,100 nm

光源

タングステンハロゲンランプ

キャンペーン価格

￥320,000

定価 ￥450,000

小型モデルのグローバルスタンダード

GENESYS 10S Vis
6セルチェンジャー標準装備

●
●
●

薬剤耐性に優れた防水スクリーン

その場で結果をプリントアウト可能
（内蔵型プリンタモデル）

世界で 25,000 台以上の販売実績のある小型スタンダードモデル
いつもの測定をすぐに開始できるSmartStart機能搭載
6セルチェンジャーを用いてスループットを向上

仕様
GENESYS 10S Vis
光学系

シングルビーム

バンド幅

5 nm

波長範囲

325 〜 1,100 nm

光源

タングステンハロゲンランプ

キャンペーン価格
プリンター無

定価 ￥580,000

プリンター付

定価 ￥660,000

￥400,000
￥440,000

紫外可視分光光度計

研究機関におすすめ

ライフサイエンス分野におすすめ

材料分析・製薬分野におすすめ

核酸・タンパク質から化学・環境・微生物・食品サンプルなどに幅広く対応 する小型モデルのグローバルスタンダード

GENESYS 10S UV-Vis / GENESYS 10S Bio
長寿命キセノンフラッシュランプ
従来機のようなウォームアップが
不要、かつ低消費電力・低発熱量
のため、ランプ熱によるサンプル
変性を最小限に抑えます。

デュアルビーム光学系

6セルチェンジャー標準装備

シングルビーム光学系の装置に比
べて高いベースライン安定性を実
現しました。

Thermo Scientiﬁc Pierce Protein
アッセイメニューを搭載

豊富なアクセサリ

（GENESYS 10S Bio）

●
●
●
●

世界で 25,000 台以上の販売実績のある小型スタンダードモデル
クラス最高分解能 1.8 nm バンドパス
いつもの測定をすぐに開始できるSmartStart機能搭載
その場で結果をプリントアウト可能（内蔵型プリンタモデル）

キャンペーン価格
仕様
GENESYS 10S UV-Vis / GENESYS 10S Bio
光学系

デュアルビーム

バンド幅

1.8 nm

波長範囲

190 〜 1,100 nm

光源

キセノンフラッシュランプ

￥590,000 〜

定価 ￥840,000 〜
GENESYS 10S UV-Vis
価格：￥840,000 → ￥590,000

GENESYS 10S Bio
価格： ￥980,000

GENESYS 10S UV-Vis プリンタ付
価格：￥920,000 → ￥630,000

GENESYS 10S Bio プリンタ付
価格：￥1,080,000 → ￥720,000

→ ￥680,000

フォーカスビームでマイクロキュベットでも高感度測定！アプリケーション可変ビームを搭載したダブルビーム分光光度計

Evolution 200 シリーズ
長寿命キセノンフラッシュランプ
従来機のようなウォームアップが
不要、かつ低消費電力・低発熱量
のため、ランプ熱によるサンプル
変性を最小限に抑えます。

豊富なアクセサリ

左右のスライド、
チルトが可能
WindowsTMタブレット

米国R＆Dマガジン社主催
「R＆D 100 Awards」受賞

AFBG機能搭載
スペクトルバンド幅最適化機能で
あるAFBG光学系により、各種ア
プリケーションに最適なパフォー
マンスを提供します。

Thermo Scientiﬁc Pierce Protein
アッセイメニューを搭載

（Evolution 260Bio）

● 長寿命キセノンフラッシュランプを搭載、ウォームアップ不要
● クラス最速スキャンスピード1〜6,000 nm/min
● Pierce ブランド試薬に最適化されたバイオプログラム

※写真はタブレットモデルです。

（ Evolution 260 Bio モデルに搭載 ）

● 積分球アクセサリやシッパーアクセサリなど多彩なアクセサリーで
あらゆるサンプルに対応

キャンペーン価格
定価 ￥1,300,000 〜

￥950,000 〜

仕様
Evolution 201
バンド幅

Evolution 220

Evolution 260 Bio

ダブルビーム

光学系
1 nm

1 nm / 2 nm / AFBG（可変）

波長範囲

190 〜 1,100 nm

光源

キセノンフラッシュランプ

Evolution 201 PCコントロールモデル
価格：￥1,300,000 → ￥950,000

Evolution 201 Tabletコントロールモデル
価格：￥1,500,000 → ￥1,050,000

Evolution 220 PCコントロールモデル
価格：￥1,550,000 → ￥1,050,000

Evolution 220 Tabletコントロールモデル
価格：￥1,750,000 → ￥1,150,000

Evolution 260 Bio PCコントロールモデル
価格：￥1,650,000 → ￥1,150,000

Evolution 260 Bio Tabletコントロールモデル
価格：￥1,850,000 → ￥1,250,000

価格
品名

品番
可
視
分
光
光
度
計

紫
外
可
視
分
光
光
度
計

キャンペーン価格

定価

840-282000

SPECTRONIC 200

￥420,000

￥300,000

840-277000

GENESYS 30

￥450,000

￥320,000

840-207900

GENESYS 10S Vis

￥580,000

￥400,000

840-208000

GENESYS 10S Vis プリンタ付

￥660,000

￥440,000

840-208100

GENESYS 10S UV-Vis

￥840,000

￥590,000

840-208200

GENESYS 10S UV-Vis プリンタ付

￥920,000

￥630,000

840-207700

GENESYS 10S Bio

￥980,000

￥680,000

840-207800

GENESYS 10S Bio プリンタ付

￥1,080,000

￥720,000

840-210800

Evolution 201 PCコントロールモデル

￥1,300,000

￥950,000

912A0883

Evolution 201 タブレットコントロールモデル

￥1,500,000

￥1,050,000

840-210600

Evolution 220 PCコントロールモデル

￥1,550,000

￥1,050,000

912A0884

Evolution 220 タブレットコントロールモデル

￥1,750,000

￥1,150,000

840-211000

Evolution 260 Bio PCコントロールモデル

￥1,650,000

￥1,150,000

912A0885

Evolution 260 Bio タブレットコントロールモデル

￥1,850,000

￥1,250,000
価格はすべて税別です。

仕様、および外観は予告なく変更する場合がございます。
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