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品番 型式 製品名 定価 20%FF価格 製品ご紹介Webページ

1221200 AC-2120 「ペリスタ・バイオミニポンプ」　高精度・高流量型 ¥160,000 ¥128,000 AC-2120_ペリスタ・バイオミニポンプご紹介ページ

1221300 SJ-1211Ⅱ-H 「ペリスタポンプ」　汎用・普及型　　7～700ml/h ¥69,000 ¥55,200 SJ-1211Ⅱ-H_ペリスタポンプご紹介ページ

1221310 SJ-1211Ⅱ-L 「ペリスタポンプ」　低流量型　　0.7～100ml/h ¥88,000 ¥70,400

1221312 SJ-1211Ⅱ-L2 「ペリスタポンプ」　SJ-1211Ⅱ-L の２流路 ¥121,000 ¥96,800

1221313 SJ-1211Ⅱ-L3 「ペリスタポンプ」　SJ-1211Ⅱ-L の３流路 ¥154,000 ¥123,200

1221314 SJ-1211Ⅱ-L4 「ペリスタポンプ」　SJ-1211Ⅱ-L の４流路 ¥187,000 ¥149,600

1221330 AC-2110Ⅱ 「ペリスタポンプ」　高流量型　5～1500ml/h ¥105,000 ¥84,000

1221332 AC-2110Ⅱ-2 「ペリスタポンプ」　AC-2110Ⅱの２流路 ¥138,000 ¥110,400

1221333 AC-2110Ⅱ-3 「ペリスタポンプ」　AC-2110Ⅱの３流路 ¥171,000 ¥136,800

1221334 AC-2110Ⅱ-4 「ペリスタポンプ」　AC-2110Ⅱの４流路 ¥204,000 ¥163,200

品番 型式 製品名 定価 20%FF価格 製品ご紹介Webページ

2006100 WSE-6100H 発光撮影システム 「ルミノグラフ Ⅰ」 本体・コントロールソフト ¥1,680,000 ¥1,344,000

2006101 WSE-6100H-CS 発光撮影システム 「ルミノグラフ Ⅰ」 本体・コントロールソフト・解析ソフト ¥1,880,000 ¥1,504,000

2006102 WSE-6100H-CSP 発光撮影システム 「ルミノグラフ Ⅰ」 本体・コントロールソフト・解析ソフト・PC ¥2,080,000 ¥1,664,000

2006200 WSE-6200H 発光撮影システム 「ルミノグラフ Ⅱ」 本体・コントロールソフト ¥2,800,000 ¥2,240,000

2006201 WSE-6200H-CS 発光撮影システム 「ルミノグラフ Ⅱ」 本体・コントロールソフト・解析ソフト ¥3,000,000 ¥2,400,000

2006202 WSE-6200H-CSP 発光撮影システム 「ルミノグラフ Ⅱ」 本体・コントロールソフト・解析ソフト・PC ¥3,200,000 ¥2,560,000

3700006 WSL-1200C 基準光源 「光子ファンダム」 ¥300,000 ¥240,000 WSL-1200C_光子ファンダムご紹介ページ

2008101 WSE-5510 蛍光励起用3色（RGB）光源ユニット 「バリレイズⅠ」 ¥200,000 ¥160,000

2008102 WSE-5520 蛍光励起用3色（RGB）光源ユニット 「バリレイズⅡ」 ¥200,000 ¥160,000

2008150 WSE-5600 蛍光励起用シアン色光源ユニット 「CyanoView」 ¥200,000 ¥160,000 WSE-5600_CyanoViewご紹介ページ

2196160 白色透過光源 「フラットビュア」 ¥78,000 ¥62,400 フラットビュアご紹介ページ

2009051 AE-9020 カメラコントローラー 「E-shot Ⅱ」 ¥400,000 ¥320,000 AE-9020_E-shotⅡご紹介ページ

2110030 解析ソフトウェア 「CS Analyzer 4」 ¥200,000 ¥160,000 CS_Analyzer4_ご紹介ページ

2305302 WSE-5300CR 蛍光撮影装置 「プリントグラフ CMOS Ⅰ」　CyanRedEpiモデル ¥1,100,000 ¥880,000

2305305 WSE-5300UV 蛍光撮影装置 「プリントグラフ CMOS Ⅰ」　UVモデル ¥1,200,000 ¥960,000

2305400 WSE-5400 蛍光撮影装置 「プリントグラフ Classic」 本体・コントローラ ¥700,000 ¥560,000

2305401 WSE-5400-U 蛍光撮影装置 「プリントグラフ Classic」 本体・コントローラ・UV照射装置 ¥850,000 ¥680,000

2305402 WSE-5400-P 蛍光撮影装置 「プリントグラフ Classic」 本体・コントローラ・プリンタ ¥950,000 ¥760,000

2305403 WSE-5400-UP 蛍光撮影装置 「プリントグラフ Classic」 本体・コントローラ・UV照射装置・プリンタ ¥1,100,000 ¥880,000

2305405 WSE-5400-Cy 蛍光撮影装置 「プリントグラフ Classic」 本体・コントローラ・シアノビュー ¥910,000 ¥728,000

2305407 WSE-5400-Cyp 蛍光撮影装置 「プリントグラフ Classic」 本体・コントローラ・シアノビュー・プリンタ ¥1,160,000 ¥928,000

3601800 WSL-1800
蛍光（GFP）の観察にも対応
　　　　培養細胞タイムラプス観察装置　「CytoWatcher」

\550,000～ \440,000～ WSL-1800_CytoWatcherご紹介ページ

「離れていても繋がっています」　企画対象製品リスト

送液用ポンプ

化学発光、ゲル、細胞撮影装置

WSE-5300CR/UV_プリントグラフCMOSⅠご紹介ページ

WSE-5400_プリントグラフClassicご紹介ページ

SJ-1211-Ⅱ-L_ペリスタポンプご紹介ページ

AC-2110Ⅱ_ペリスタポンプご紹介ページ

WSE-6100_ルミノグラフⅠご紹介ページ

WSE-6200_ルミノグラフⅡご紹介ページ

WSE-5510/5520_バリレイズⅠ/Ⅱご紹介ページ

https://www.atto.co.jp/site/products/perista/externallycontrolabletype/AC-2120
https://www.atto.co.jp/site/products/perista/standalonetype/SJ-1211-H
https://www.atto.co.jp/site/products/illuminators/LED/WSL-1200
https://www.atto.co.jp/site/products/geldocumentation/ledilluminator/WSE-5600
https://www.atto.co.jp/site/products/geldocumentation/ledilluminator/FLAT-Viewer
https://www.atto.co.jp/site/products/geldocumentation/geldocumentationsystem/AE-9020
https://www.atto.co.jp/site/products/geldocumentation/Image-analysis-software/Image-Analysis-Software2
https://www.atto.co.jp/site/products/livecell/Time-lapse_LiveCell_Imaging/WSL-1800-B
https://www.atto.co.jp/site/products/geldocumentation/geldocumentationsystem/WSE-5300
https://www.atto.co.jp/site/products/geldocumentation/geldocumentationsystem/WSE-5400
https://www.atto.co.jp/site/products/perista/standalonetype/SJ-1211-L
https://www.atto.co.jp/site/products/perista/standalonetype/AC-2110
https://www.atto.co.jp/site/products/geldocumentation/highsensitivitychemi/WSE-6100
https://www.atto.co.jp/site/products/geldocumentation/highsensitivitychemi/WSE-6200H
https://www.atto.co.jp/site/products/geldocumentation/ledilluminator/WSE-5510-5520
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品番 型式 製品名 定価 20%FF価格 製品ご紹介Webページ

2322240 WSE-1010 電源付コンパクトサイズ　ポリアクリルアミドゲル電気泳動装置　「コンパクトPAGE Ace」 ¥102,000 ¥81,600 WSE-1010_コンパクトPAGE_Aceご紹介ページ

2322245 WSE-1025 電源付コンパクトサイズ　ポリアクリルアミドゲル電気泳動装置　「コンパクトPAGE Ace Twin」 ¥112,000 ¥89,600 WSE-1025_コンパクトPAGE_Ace_Twinご紹介ページ

2321900 AE-6530M ミニサイズ ポリアクリルアミドゲル電気泳動槽（自作ゲル用）　「ラピダス・ミニスラブ泳動槽」 ¥48,000 ¥38,400

2321905 AE-6530P ミニサイズ ポリアクリルアミドゲル電気泳動槽（既製ゲル用）　「ラピダス・ミニスラブ泳動槽」 ¥48,000 ¥38,400

2322197 WSE-1165 ミニサイズ ポリアクリルアミドゲル電気泳動槽　「ラピダス・ミニスラブ」 ¥78,000 ¥62,400 WSE-1165_ラピダス・ミニスラブ電気泳動槽ご紹介ページ

2322210 WSE-1170 ワイド型 ポリアクリルアミドゲル電気泳動槽　「マルチレーンゲル泳動槽」 ¥83,000 ¥66,400 WSE-1170_マルチレーン電気泳動槽ご紹介ページ

2392980 AE-6210 ラピダススラブ用ゲル作製器 「ラピダス・スラブゲル作製器」 ¥66,000 ¥52,800 AE-6210_ラピダス・スラブゲル作成器ご紹介ページ

2392990 AE-6220 ポリアクリルアミドゲル電気泳動槽　「ラピダス・二連スラブ」 ¥128,000 ¥102,400 AE-6220_ラピダス・二連スラブ電気泳動槽ご紹介ページ

2321650 WSE-1150M 電源付ミニサイズ ポリアクリルアミドゲル電気泳動装置（自作ゲル用）　「パジェランAce」 ¥112,000 ¥89,600

2321670 WSE-1150P 電源付ミニサイズ ポリアクリルアミドゲル電気泳動装置（既製ゲル用）　「パジェランAce」 ¥112,000 ¥89,600

2321182 AE-6540B 等電点電気泳動槽　「ミニコンパクトディスク泳動槽」 ¥68,000 ¥54,400 AE-6540B_ミニ・コンパクトディスク電気泳動槽ご紹介ページ

2321780 WSE-1510 電源付等電点電気泳動装置　「ディスクランAce」 ¥112,000 ¥89,600 WSE-1510_ディスクラン_Aceご紹介ページ

2322100 WSE-1710 電源付小型アガロース電気泳動装置　「サブマージ・ミニ」 ¥39,800 ¥31,840 WSE-1710_サブマージ・ミニご紹介ページ

2322153 AE-6100 小型アガロース電気泳動装置　「サブマージ・アガロース」 ¥70,000 ¥56,000 AE-6100_サブマージ・アガロースご紹介ページ

2322178 AE-6111 中型アガロース電気泳動装置　「サブマージ・アガロース」 ¥90,000 ¥72,000 AE-6111_サブマージ・アガロースご紹介ページ

品番 型式 製品名 定価 20%FF価格 製品ご紹介Webページ

2322466 WSE-4025 セミドライブロッティング装置　「ホライズブロット2M」　ミニゲル1～2枚用 ¥112,000 ¥89,600 WSE-4025_ホライズブロット2Mご紹介ページ

2322476 WSE-4045 セミドライブロッティング装置　「ホライズブロット4M」　ミニゲル1～4枚用 ¥140,000 ¥112,000 WSE-4045_ホライズブロット4Mご紹介ページ

2322490 WSE-4115 電源付セミドライブロッティング装置　「パワードブロットAce」　　ミニゲル１枚用 ¥123,000 ¥98,400 WSE-4115_パワードブロット_Aceご紹介ページ

2322496 WSE-4125 電源付セミドライブロッティング装置　「パワードブロット２M」　　ミニゲル1～2枚用 ¥188,000 ¥150,400 WSE-4125_パワードブロット2Mご紹介ページ

品番 型式 製品名 定価 20%FF価格 製品ご紹介Webページ

2311130 WSE-3100 タッチパネル式高性能電源装置　「パワーステーションギブリ I」  ～3000mA、～500V、～200W ¥198,000 ¥158,400 WSE-3100_パワーステーションギブリⅠご紹介ページ

2311145 WSE-3200 高性能汎用型電源装置　「パワーステーションⅢ」  ～500mA、～1000V、～200W ¥178,000 ¥142,400 WSE-3200_パワーステーションⅢご紹介ページ

2311124 WSE-3500 高性能高電流型電源装置　「パワーステーションHC」　～3.00A、～150V、～200W ¥148,000 ¥118,400 WSE-3500_パワーステーションHCご紹介ページ

2311175 AE-8135 小型電源装置　「マイパワーⅡ300」　　～400mA、～300V ¥82,000 ¥65,600 AE-8135_マイパワーⅡ300ご紹介ページ

2311185 AE-8155 小型電源装置　「マイパワーⅡ500」　　～200mA、～500V ¥69,000 ¥55,200 AE-8155_マイパワーⅡ500ご紹介ページ

品番 型式 製品名 定価 20%FF価格 製品ご紹介Webページ

2312200 WSC-2400 ムラになりにくい振とう器　「シーソーシェーカーatto」 ¥112,000 ¥89,600 WSC-2400_シーソーシェーカーattoご紹介ページ

品番 型式 製品名 定価 20%FF価格 製品ご紹介Webページ

3510120 AB-2550
35mmディッシュ対応
　　　 リアルタイム遺伝子発現発光計測装置　「クロノスDio」

¥3,150,000 ¥2,520,000 AB-2550_クロノスDioご紹介ページ

3510140 WSL-1565
マイクロタイタープレート／35mmディッシュ対応
 　　　リアルタイム遺伝子発現発光計測装置　「クロノスHT」

¥6,800,000 ¥5,440,000 WSL-1565_クロノスHT

3511035 AB-2270 発光測定装置ルミノメータ　「ルミネッセンサーOcta」 ¥1,200,000 ¥960,000 AB-2270_ルミネッセンサーOctaご紹介ページ

3511140 AB-2350
 IL-8 Lucアッセイ標準対応
　　　 マイクロタイタープレート用発光測定装置　「フェリオス」

¥3,500,000 ¥2,800,000 AB-2350_フェリオスご紹介ページ

3700005 WSL-1200 基準光源 「光子ファンダム」 ¥300,000 ¥240,000 WSL-1200_光子ファンダムご紹介ページ

「離れていても繋がっています」　企画対象製品リスト

電気泳動装置

ルミノメーター

AE-6530M/P_ラピダス・ミニスラブ電気泳動槽ご紹介ページ

WSE-1150M/P_パジェラン_Aceご紹介ページ

ブロッティング装置

電源装置

シェーカー

https://www.atto.co.jp/site/products/page/gel6x6/WSE-1010
https://www.atto.co.jp/site/products/page/gel6x6/WSE-1025
https://www.atto.co.jp/site/products/page/gel8x9/WSE-1165
https://www.atto.co.jp/site/products/page/8x14cm/WSE-1170
https://www.atto.co.jp/site/products/epconsumables/gelcaster/AE-6210
https://www.atto.co.jp/site/products/page/gellarge/AE-6220
https://www.atto.co.jp/site/products/2d/compact_mini_IEF/AE-6540B
https://www.atto.co.jp/site/products/2d/compact_mini_IEF/WSE-1510
https://www.atto.co.jp/site/products/agarose/small8x102/WSE-1710
https://www.atto.co.jp/site/products/agarose/small8x10/AE-6100
https://www.atto.co.jp/site/products/agarose/wide12x16/AE-6111
https://www.atto.co.jp/site/products/blottingapparatus/blottingapparatus/WSE-4025
https://www.atto.co.jp/site/products/blottingapparatus/blottingapparatus/WSE-4045
https://www.atto.co.jp/site/products/blottingapparatus/blottingapparatus-powersupply/WSE-4115
https://www.atto.co.jp/site/products/blottingapparatus/blottingapparatus-powersupply/WSE-4125
https://www.atto.co.jp/site/products/powersupply/highcurrent_highvoltage/WSE-3100
https://www.atto.co.jp/site/products/powersupply/highcurrent_highvoltage/WSE-3200
https://www.atto.co.jp/site/products/powersupply/highcurrent_highvoltage/WSE-3500
https://www.atto.co.jp/site/products/powersupply/compacttype/AE-8135
https://www.atto.co.jp/site/products/powersupply/compacttype/AE-8155
https://www.atto.co.jp/site/products/heatblockshaker/shaker/WSC-2400
https://www.atto.co.jp/site/products/luminescencedetection/luminometer/AB-2550
https://www.atto.co.jp/site/products/luminescencedetection/luminometer/WSL-1565
https://www.atto.co.jp/site/products/luminescencedetection/luminometer/AB-2270
https://www.atto.co.jp/site/products/luminescencedetection/luminometer/AB-2350
https://www.atto.co.jp/site/products/geldocumentation/LED/WSL-1200
https://www.atto.co.jp/site/products/page/gel8x9/AE-6530
https://www.atto.co.jp/site/products/page/gel8x9/WSE-1150

