
学術と産業に貢献します

●外形寸法は突起部を含みません。 ●写真の容器は付属しません。 ●表示価格は消費税を含みません。

バイオシェーカー LED光照射BR-300LF

改良を重ねてロングセラーの光照射タイプ。
蛍光灯より長寿命のLED、照度は無段階調光

おもな用途の例

 ●APG試験（富栄養化判定バイオアッセイ）

 ●植物細胞や藻類等の培養

振とうは往復/旋回切換式、振幅は調節可能
振とう方式をレバーで簡単に切り換えることができます。また、振とう
速度に加えて振幅も調節が可能な構造になっていますので、大小様々
な容器の効果的な振とうが可能です。

改良を続けるロングセラーモデル、振とう台は引き出し可能
ロングセラーのBR-300LFシリーズは、お客様のご意見を元に細か
な改良を重ねています。例えば現在生産している本製品は、レバーを
90°起こすだけで振とう台を引き出せる構造（写真左下参照）に改良
され、容器ホルダーの付け替えなどが楽にできるようになりました。
また、計測機器のセンサー等を庫内に導入するための連絡孔（写真右
下）を設けています。

蛍光灯から長寿命のLEDに、照度は無段階調光 
最新モデルでは、光源を従来までの蛍光灯からより長寿命なLEDへと
変更し、蛍光灯交換の煩わしさが軽減されております。 
最大8,500ルクスまでの光照射が可能で、植物細胞や藻類等の培養
に使用できます。照度は無段階で調光できるほか、タイマー機能に
よって昼夜の条件を設定することも可能です。

 ●振とうや温調、光照射を要する試験など

型名 LED光照射BR-300LF
振とう方式 往復／旋回切換式
使用環境温度範囲 +5℃～+30℃、（＊1）
使用温度範囲/温度調節精度 +4℃～+70℃、±0.3～1.0℃（＊1）（＊2）
振とう速度/振幅 25～250r/min、10～50mm（出荷時は25mm）
光照射能力/光源/照度調節 ～ 8,000ルクス（＊3）、7本直管型LED、無段階調光
照射時間設定 24時間タイマー式（15分毎にON-OFF設定可能）
架台寸法 600×400mm（庫内有効高さ：575mm）
扉様式 フロントドア（左開き）
加熱/冷却方式 ヒーター（700W）、冷凍機（140W）

その他の機能 振とう時間積算計（0.1～999.9h、オートリセット付）
リモート温度設定（別途プログラムユニット必要）

外径寸法、本体質量 1110×685×1220Hmm、約230kg
電源 AC100V・12A

標準付属品 ツメクランプ振とう台MT-6040E×1、防振パッド×
4、ドレン受けポリ瓶（ホース付き）×1

価格 ¥2,000,000
（＊1）設定温度30℃以上で光照射をご使用される場合、環境温度は25℃以下でご使用ください。
（＊2）本製品の仕様は当社が定めた測定方法による性能値が記載されております。振とう速
度や温度に関するバリデーションをご希望の際は、当社までお問い合わせください。霜取機
能動作直後の温度変化は含みません。低温での連続運転では、庫内に霜が発生し上記の『使用温度範
囲』および『温度調節制度』を満たせなくなる場合がありますので、定期的に霜取りを行なってください。
（＊3）振とう台中央高さ30mmにおいて～5,500ルクスです。
●納品時には移動のためにキャスターが装着されていますが、これは付属品ではありません。
●本製品は大型で重量もあるため、搬送、設置などの費用が別途必要です。

三角フラスコ
500mlなら15個

5Lなら3個 

レバーを立てるだけで簡単に引き出せる振とう台

大型恒温振とう培養機

低温使用可能

運送・設置
費用別途

LED光照射BR-300LFの、LEDの発光スペクトル

光照射用BR-300LFでの
クロレラの培養風景
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別売部品、オプション、容器架数
大型恒温振とう培養機

型名 MR-4030L

容器の形状によらず簡単に取付けることができ
る汎用振とう台です。ツメクランプ振とう台MT-
6040E（旧タイプMT-6040A）にネジ止めしま
す。2つまで取付け可能です（左図は2つ取り付
けた状態）。

スプリングネットピッチ 20mm
スプリングネット段数 2段（高さ変更可能）
外形寸法／質量 400×300×108Hmm、約2kg

容
器
架
数

φ16mm試験管（＊） 96本（2つ使用した場合、96×2＝192本）
50mlディスポ遠沈管（＊） 48本（2つ使用した場合、48×2＝96本）

三
角
フ
ラ
ス
コ

50ml 24個（2つ使用した場合、24×2＝48個）
100ml 20個（2つ使用した場合、20×2＝40個）
200ml 12個（2つ使用した場合、12×2＝24個）
250ml 9個（2つ使用した場合、9×2＝18個）
300ml 9個（2つ使用した場合、9×2＝18個）
500ml 6個（2つ使用した場合、6×2＝12個）
1L 3個（2つ使用した場合、3×2＝6個）
2L 2個（2つ使用した場合、2×2＝4個）
3L 1個（2つ使用した場合、1×2＝2個）

振とうフラスコ500ml 6個（2つ使用した場合、6×2＝12個）

価格（1個） ¥31,000

●ツメクランプ 

（＊）振とう制御の場合は、取付け改造費を別途申し受けます。詳細はお問い合わせください。

●プログラムユニット

型名 PU-5 PU-6
用途 温度のプログラム制御 温度と振とうのプログラム制御

おもな仕様 記憶パターン数：2
セグメント数：8/パターン

記憶パターン数：2
セグメント数：8/パターン
タイムシグナル（ON/OFF）：各2/パターン

価格 ¥132,000 ¥165,000（＊）
PU-5

BR-300シリーズのリモート温度設定端子に接続することで、温度のリモート設
定やプログラム制御が可能になります（振とう制御には別途改造が必要です）。

型名 MT-6040E

別売のツメクランプやアングルラックを使用す
るための振とう台です（ツメクランプには、三角
フラスコ用と振とうフラスコ用があります）。ス
プリングネット振とう台よりも容器の固定が強
固です。

外形寸法／質量 600×400×42Hmm、約4kg

容
器
架
数

三
角
フ
ラ
ス
コ

50ml 70個
100ml 35個
200ml 28個
250ml 21個
300ml 21個
500ml 15個
1L 9個
2L 6個
3L 4個
5L 3個

振
と
う
フ
ラ
ス
コ

500ml 15個
1L 9個
2L 6個
3L 4個

本体価格 ¥83,000（BR-300LF/光照射用BR-300LFには一つ付属）

●ツメクランプ振とう台とその容器架数

●旧製品MT-6040A（振とう台がレバー引き出し式になる前の型）も販売しています（¥66,000）。

（＊）45°に傾けた場合の本数です。なお、φ16mm未満の試験管は試験管立てに挿し、試験管
立てごとネットで固定してください。

型名 AF-2070 AF-2570

架数 50ml：4個、100ml：3個、
200～300ml：2個、500ml：1個

50ml：5個、100ml：4個、
200ml：3個、250～500ml：2個

MT-6040Eの取付数 4（＊1） 4（＊1）
外形寸法 250×110×50Hmm 300×110×50Hmm
質量 約0.8kg 約0.9kg

本体価格（＊2） ¥14,000 ¥17,000

適用容器 型名 価格（1個）

三角フラスコ

50ml CF-0050   ¥1,200
100ml CF-0100   ¥1,300
200ml CF-0200   ¥1,500
250ml CF-0250   ¥1,800
300ml CF-0300   ¥2,000
500ml CF-0500   ¥2,200

1L CF-1000   ¥4,000
2L CF-2000   ¥6,000
3L CF-3000   ¥7,000
5L CF-5000 ¥12,000

振とうフラスコ

500ml SF-0500   ¥5,000
1L SF-1000   ¥6,000
2L SF-2000   ¥8,000
3L SF-3000   ¥9,000

（＊）長さ160mmの試験管で、アングルラックを45°傾けた場合の個数です。

●試験管用アングルラック

AT-1250

●ディスポ遠沈管用アングルラック
型名 AT-3518
架数 50ml×18本
MT-6040Eの取付数 4（アングルラックを45°傾けた場合）
外形寸法 285×110×102Hmm
質量 約0.8kg

価格 ¥17,000
●+50℃以下でご使用ください。

AF-2070

300ml以上のツメクランプから
スプリング、500ml以上から8角
形のゴムシートが付属します。

（＊1）アングルラックを45°傾けた場合の個数です。 （＊2）ツメクランプは別売です。

●三角フラスコ用アングルラック

●スプリングネット振とう台とその容器架数

（別途、ツメクランプが必要です）

（別途、ツメクランプが必要です）

（MT-6040Eに取付けて使用）

複数のツメクランプをMT-6040E
に取付けた状態

型名 AT-1250 AT-1620 AT-1650 AT-1820

架数 φ12mm
×50本

φ16.5mm
×20本

φ16.5mm
×50本

φ18mm
×20本

MT-6040Eの取付数 4（＊） 5（＊） 4（＊） 5（＊）
外形寸法 250×100×95Hmm 285×70×80Hmm 286×110×100Hmm 320×70×80Hmm

質量 約0.8kg 約0.6kg 約0.9kg 約0.7kg

価格 ¥17,000 ¥17,000 ¥17,000 ¥17,000


