
オリジナル汎⽤機器
Autumnキャンペーン

ユーザー様向け

2017年10⽉2⽇〜12⽉28⽇
詳細は次ページ以降をご覧下さい

オイルバスに推奨のシリコンオイルをセットにして
特別価格にてご提供!!

ホットプレートスターラーにビーズバスケットと
アルミビーズをセットにして特別価格にてご提供!!
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キャンペーン期間

カタログ2018号新商品を含むオリジナル汎⽤機器を
最⼤30%OFFでご提供!!



※対象商品の詳しい仕様はSAN-WEB（http://san-web.co-sansyo.co.jp/）でご確認下さい。
※必ずキャンペーンコードでのご発注をお願い致します。 ※価格はすべて税抜き価格です。消費税は含まれておりません。

昇温・融点測定・冷却までの⼀連の温度変化をデジタル制御。
温度上昇速度を任意に変更可能。測定値のメモリ機能付（SMP-300CT：5点、SMP-500：2点）。
SMP-300CTは⽑細管仕様、キャリブレーション機能搭載で温度補正が可能。
SMP-500はカバーガラス仕様で操作が簡単。⽑細管を使⽤するより⼿間とコストを抑えられます。

融点測定器

キャンペーン
コード 区分 型式 測定範囲

（℃）
分解能
（℃）

キャンペーン
価格（円）

10-1542 7● SMP-300CT +40〜+300
（室温25℃時） 0.1

210,000 → 168,000

10-1543 7● SMP-500 230,000 → 184,000

キャンペーン
コード 区分 型式 吸引能⼒ キャンペーン

価格（円）

10-1510 7● SAP-201 300ml/min 70,000 → 52,500 

キャンペーン
コード 区分 型式 温度範囲 キャンペーン

価格（円）

10-1527 7● SWB-180S （室温+5）〜+80℃ 71,000 → 56,800

キャンペーン
コード 区分 型式 回転数

（rpm） 最⼤遠⼼⼒ キャンペーン
価格（円）

10-1532 7● SCG10K 10000（固定） 7500×g 48,000 → 33,600

処理容量：1.5/2.0mlマイクロチューブ×8本 外⼨法・重量：W156×D176×H121mm・1.5kg

キャンペーン
コード 区分 型式 撹拌点 回転数

（rpm）
キャンペーン

価格（円）

10-1544 7● SDS-C8 8個
200〜1200

100,000 → 080,000
10-1545 7● SDS-C12 12個 130,000 → 104,000

最⼤撹拌容量：400ml（H2O）/点
外⼨法・重量：W205×D480×H50mm・約4kg（SDS-C8）
外⼨法・重量：W295×D480×H50mm・約5kg（SDS-C12）
付属品：φ8×L45mm撹拌⼦ 8個（SDS-C8）、12個（SDS-C12）

回転数をデジタル表⽰。8個及び12個の連動型で同⼀条件での撹拌が可能。
DCブラシレスモータ搭載で低速から⾼速まで安定した回転。
ステンレス天板はシリコンコートされており、滑りにくく、耐腐⾷性に優れています。

測定精度：±0.3℃（at100℃）
温度上昇速度設定：1℃/分〜10℃/分 0.1℃刻み
外⼨法・重量：約W120×D190×H236mm・約1.6kg（SMP-300CT）
外⼨法・重量：約W195×D130×H80mm・約1.4kg（SMP-500）
付属品：融点測定⽤⽑細管 100本、温度計サポート（SMP-300CT）
付属品：カバーガラス18×18mm 100枚（SMP-500）

多連式マグネチックスターラー

01
Campaign

SDS-C8

SDS-C12

吸引ポンプ：DC12V ダイアフラム式真空ポンプ
外⼨法・重量：W230×D195×H210mm・3kg
付属品：回収容器、PTFE保護フィルター、チューブ（φ6×φ10mm）、チューブコネクタ付キャップ

回収容器が2Lと⼤容量ながらコンパクトで省スペース。
上澄み除去、DNA・RNA濾液除去、廃液処理に便利。チューブ、回収容器はオートクレーブ可。

パーソナルアスピレーター

最⾼回転数：2500/3000rpm（50/60Hz） ⽔槽：φ180×H180mm・4.5L
外⼨法・重量：W230×D282×H280mm・約5.2kg 付属品：ステンレス蓋、スノコ、φ8×40mm撹拌⼦

スターラー内蔵で⽔槽内、試料を同時に加熱しながら撹拌可能。ステンレススノコ標準付属。
PID制御と⾯状ヒータにより均⼀で安定した温度制御が可能。SVスタートのタイマー運転機能搭載。

ウォーターバススターラー

1秒〜99分59秒のタイマー機能付。蓋を開けると⾃動停⽌する安全設計。
付属品のアダプタ装着により0.2ml、0.5mlチューブにも対応。

⼩型遠⼼機

SMP-300CT

SMP-500

カタログ2018号新商品を含むオリジナル汎⽤機器を
最⼤30%OFFでご提供!!

新商品

新商品



※対象商品の詳しい仕様はSAN-WEB（http://san-web.co-sansyo.co.jp/）でご確認下さい。
※必ずキャンペーンコードでのご発注をお願い致します。 ※価格はすべて税抜き価格です。消費税は含まれておりません。

オイルバスに推奨のシリコンオイルをセットにして
特別価格にてご提供!!

キャンペーン
コード 区分 セット内容 温度範囲

（℃）
⽔槽サイズ
（mm）

セット
価格（円）

10-0161 5● ミニオイルバス SAO-120N
シリコンオイル モメンティブ Element14＊PDMS100-J 1本 （室温+5）〜+199 φ120×H800 68,000

10-0162 5● ミニオイルバス SAO-180N
シリコンオイル モメンティブ Element14＊PDMS100-J 2本 （室温+5）〜+199 φ180×H110 69,800

10-0163 ６● デジタルオイルバス SAO-240D
シリコンオイル モメンティブ TSF458-100 3本 （室温+5）〜+250 φ240×H130 86,000

10-0164 ６● 硝⼦槽オイルバス SGO-120
シリコンオイル モメンティブ TSF458-100 1本 （室温+5）〜+250 φ130×H830 90,000

10-0165 ６● 硝⼦槽オイルバス SGO-180
シリコンオイル モメンティブ Element14＊PDMS100-J 2本 （室温+5）〜+200 φ180×H120 95,000

▶⽕傷保護シート付で安全。

淡⻩⾊透明のメチル系シリコンオイル。
温度範囲：-40〜+250℃
粘度：100mm2/s
容量：1kg
耐熱⽤。

無⾊透明のジメチル系シリコンオイル。
温度範囲：-40〜+200℃
粘度：100mm2/s
容量：1kg
⼀般⽤。
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Element14＊PDMS100-J TSF458-100

ミニオイルバス

SAO-120N

SAO-180N

▶デジタル設定・デジタル表⽰。
デジタルオイルバス

SAO-240D

シリコンオイル モメンティブ
▶耐熱性、耐寒性に優れ、広い温度範囲で粘度変化が少なく、電気特性も良好。

1本につき
定価3,850円分お得!!

1本につき
定価9,700円分お得!!

オイルバスを安全にご使⽤頂く為に適正なシリコンオイルをご使⽤下さい。

▶内部の観察性に優れた硝⼦製⽔槽。
硝⼦槽オイルバス

SGO-180

SGO-120



株式会社 三商
本社 〒101-0025

東京都千代田区神田佐久間町3-21-41
TEL03-5820-7735 FAX03-5820-7736

札幌支店・筑波営業所・関東支店
名古屋営業所・大阪支店・広島営業所・福岡支店

URL ： http://www.co-sansyo.co.jp

ご用命は…

キャンペーン
コード 区分 セット内容 回転数

（rpm）
撹拌容量
（ml）

温度範囲
（℃）

セット
価格（円）

10-1551 ６●
ホットプレートスターラー SA-230H

ビーズバスケット ABB-150
アルミ ドロップビーズ 1本

約200〜1800 50〜3000 MAX325 066,500

10-1552 ６●
ホットプレートスターラー SA-380H

ビーズバスケット ABB-200
アルミ ドロップビーズ 2本

約150〜1150 50〜5000 MAX325 082,500

10-1553 ６●
ホットプレートスターラー SA-550HD

ビーズバスケット ABB-200
アルミ ドロップビーズ 2本

約100〜1500 50〜5000 MAX300 159,500

▶熱効率の良い丸型プレートで上昇温度の速さと温度の安定性が抜群。
▶トッププレートはアルミ製セラミックコーティング仕上げ。

※対象商品の詳しい仕様はSAN-WEB（http://san-web.co-sansyo.co.jp/）でご確認下さい。
※必ずキャンペーンコードでのご発注をお願い致します。 ※価格はすべて税抜き価格です。消費税は含まれておりません。

SA-230H SA-380H SA-550HD

ホットプレートスターラーにビーズバスケットと
アルミビーズをセットにして特別価格にてご提供!!

使⽤例

アルミビーズを使⽤すれば、遠沈管、
バイアル瓶、ナスフラスコ等、容器
の形状に関係なく加熱・撹拌可能。
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ビーズバスケット

アルミ ドロップビーズ

1本につき
定価8,800円分お得!!

ホットプレートスターラー

▶熱伝導性に優れたアルミ製。空焚きの⼼配無し。
▶⼊数：約900g（500mlボトル⼊）

⼤きさ⽬安：φ3〜4.7mm


