
その他実験機器・器具



■マイクロ秤量皿ロート 
・粉末や顆粒を計量しそのまま試験管や細口容器等へ小分けや移し替える秤

量皿ロートです。 

・底面は平らなため計量中でも安定します。 

・オール硼珪酸ガラス製でオートクレーブ滅菌(+121℃)可能。 

・5 個入の箱単位の販売です。 

・手作り製品のためサイズ・容量に多少の誤差があります。 

コード番号 
最大幅×全長 

(cm) 

注ぎ口 ロート部 
価格/箱 

内径×外径(cm) 内径×外径(cm) 

RD311010 1.0×3.5 0.3×0.5 0.8×1.7 \21,500 

RD311015 1.5×4.0 0.6×0.8 1.2×2.0 \23,000 

RD311020 2.0×4.5 0.7×1.0 1.6×2.3 \26,000 

RD311025 2.5×5.5 0.8×1.1 2.1×2.8 \27,500 

RD311032 3.2×7.0 1.0×1.4 2.7×3.3 \29,500 

RD311040 RD311010～311032 の 5種が各 1個入セット \30,500 
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■フィーディングニードル 
・動物の食道などを傷付けないように先端を先玉加工しています。 

・豊富なニードル部（チューブ）の径、長さ、形状と先玉径があり、対

象となる動物の大きさ・成長に応じた最適なものが選択できます。 

・小動物の薬物投与にも適し、専用シリンジで簡単に正確な作業が

行えます。 

・ニードル部は SUS304 製、それ以外は無電解ニッケルメッキ真鍮

製で、オートクレーブ滅菌可能。 

・ニードル PS7900～7923 は 4 個入です。 

・動物実験研究用であり、臨床用にはご使用になれません。 

 

 

 

 

コード番号 先玉径 ニードルサイズ・形状 適用動物参考例と目安の体重 
価格 

(4 個入) 

PS7900 

1.25mm 

φ0.6×25 ㎜長・直 マウス ～14g \10,000 

PS7901 φ0.7×25 ㎜長・直 マウス 15～20g 取扱中止 

PS7920 φ0.7×38 ㎜長・直 マウス 15～20g \10,000 

PS7902 

2.25mm 

φ0.9×38 ㎜長・直 マウス 20～25g、ラット 50～75g \10,000 

PS7921 φ0.9×25 ㎜長・直 マウス 20～25g、ラット 50～75g \10,000 

PS7922 φ1.3×25 ㎜長・直 マウス 25～30g、ラット 75～120g \10,000 

PS7904 φ1.3×38 ㎜長・直 マウス 25～30g、ラット 75～120g、モルモット 250～300g 取扱中止 

PS7905 φ1.3×51 ㎜長・直 ﾏｳｽ 25～30g、ﾗｯﾄ 100～200g、ﾓﾙﾓｯﾄ 250～300g、ﾊﾑｽﾀｰ 60～200g \10,000 

PS7906 φ1.3×76 ㎜長・直 マウス 30～35g、ラット 100～200g \10,000 

PS7923 
3mm 

φ1.7×51 ㎜長・直 ラット 100～200g 取扱中止 

PS7908 φ1.7×76 ㎜長・直 ラット 150～300g、モルモット 350～450g 取扱中止 

PS7910 

2.25mm 

φ0.9×38 ㎜長・反 マウス 20～25g、ラット 50～75g 取扱中止 

PS7911 φ0.9×76 ㎜長・反 マウス 20～25g \10,000 

PS7912 φ1.3×38 ㎜長・反 マウス 25～30g、ラット 75～120g、モルモット 250～300g \10,000 

PS7913 φ1.3×51 ㎜長・反 ﾏｳｽ 25～35g、ﾗｯﾄ 100～200g、ﾓﾙﾓｯﾄ 250～300g、ﾊﾑｽﾀｰ 60～200g \10,000 

PS7914 φ1.3×76 ㎜長・反 マウス 30～35g、ラット 100～200g \10,000 

PS7916 3mm φ1.7×76 ㎜長・反 ラット 150～300g、モルモット 350～450g \10,000 

PS7917 4mm φ2.1×76 ㎜長・反 ラット 200～350g、モルモット 400～600g 取扱中止 

PS7919 6.25mm φ2.8×89 ㎜長・反 サル ～4.5kg \10,000 

PS5339 フィーディングニードル用専用シリンジセット(容量 2mL、目盛 0.05mL) - 1 セット入 取扱中止 

 

 

■小動物用麻酔チャンバー 
・マウスからモルモット程度までの小動物用で、ボディはポリプロピ

レン製、フタは透明のアクリル製です。内部の動物の状態を天部

から容易に観察できます。 

【使用方法】 

1. フタを開け、チャンバー内の中ブタを取り出して底に綿を詰め、

再び中ブタをセットします。 

2. 小動物を中に入れてフタを閉めます。 

3. 外側側面の小さなロートより麻酔液を注入すると綿に浸み込

み、次第にチャンバー内へ充満していきます。 

4. 外側のストップコックを開放すれば麻酔中に動物が窒息しない

ように外気を入れることができます。 

コード番号 外寸 有効サイズ 価格/個 

BA46420 φ197×197Hmm φ178×127Hmm \56,000 

 

  



■ラボマット(白色・オレンジ色) 
・特殊な吸水紙の裏面にポリエチレンフィルムをラミネートした使

い捨て用の表面保護マットです。紙には滑り止め加工として凹凸

をつけており、衝撃から容器が転倒しづらくなっています。 

・ポリエチレンフィルムは水を通さないので、実験台・作業台・床・

各種トレイの表面を液汚れから守るだけでなく、洗浄した器具を

乾燥させるシートとしても使用できます。 

・フィルムの色は白およびオレンジの 2 色あり、特にオレンジ色は

バイオハザード領域での使用後、廃棄するときに明確に一般物

との識別ができます。 

コード番号 色 サイズ(幅×長さ) 価格/巻 

BA24675W 白 
50.8cm×15.2m/巻 

\11,000 

BA24675R オレンジ \15,000 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

■ドライアイスメーカー ジュニア 
・市販の液化炭酸ガスボンベのネジ口に直接取り付けて粉雪状

のドライアイスが簡単に作れます。但し液化炭酸ガスボンベは必

ずサイホン式(通称：液取型)をご使用ください。 

・付属の厚布袋をポリプロピレン製の円錐型を包み込むように付

属のリングでしっかりと取り付けます。ボンベのバルブを少し開く

と袋の中に数分でドライアイスができ、さらに取り外した袋の上

から押し固めることも可能です。 

・ボンベ内の液化炭酸量はボンベ温度により変化しますので、製

造効率を上げるには+20℃以下のできるだけ低い温度環境が必

要です。 なお+31℃以上では殆ど製造できません。 

・本製品を使用する場合は安全のため、クライオグローブ(R) 、ク

ライオエプロン(R) やクライオフェイスシールドなどを着用してく

ださい。 

コード番号 サイズ(cm) 重量(kg) 価格 

BA38886 本体：φ6×24L 0.4 \38,000/セット 

BA38886B 布袋：16×34L \13,000/3 個入 

 

◆製品の外観・仕様・サイズ・重量・角度・色等は改良のため予告無く変更になる場合がありますので、ご了承ください。 

◆表示価格は予告無く変更になる場合がありますのでご了承ください。なお、消費税は含まれておりませんので、別途申し受けます。 

◆本 Web カタログに掲載する全てを許可無く転載・転用することを禁じます。 
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