
ビーズキット
2 mL ・ 7 mL・15 mL ・ 50 mLの各サイズのチューブにセラミック・ステンレスなどの各種素材のビーズを封入した

ビーズキットをご用意しております。（15 mL ・ 50 mLはPrecellys Evolutionのみ対応）

これらはすべてDNase・RNase Freeを保証しております。

＊1 本ビーズキットにはプロテアーゼ阻害剤が含まれており、タンパク質抽出のアプリケーションに最適です。
＊2 本キットにはエマルジョンチューブ及び、チューブプランジャーが付属しており、生成エマルジョンをそのままシリンジに移しかえることができます。

破砕用ビーズキット

バーティンインスツルメンツ社のビーズキッ
トは、全てDNase・RNase Freeを保証して
います。（空チューブとバルクビーズを除く）

◀ ビーズキット
パッケージ

品 番 品 名 容 量 希望小売価格

P000925-LYSK0-A.0 2.8 mm ステンレス（500 preps） 500 g ¥46,000

P000926-LYSK0-A.0 2.8 mm 酸化ジルコニウム（500 preps） 325 g ¥46,000

P000927-LYSK0-A.0 1.4 mm 酸化ジルコニウム（500 preps） 325 g ¥46,000

P000928-LYSK0-A.0 0.5 mm ガラス（500 preps） 400 g ¥23,000

P000929-LYSK0-A.0 0.1 mm ガラス（500 preps） 400 g ¥23,000

P000930-LYSK0-A.0 5.0 mm 酸化ジルコニウム（100 preps） 40 g ¥16,000

P000931-LYSK0-A.0 6.8 mm 酸化ジルコニウム（100 preps） 85 g ¥16,000

P000932-LYSK0-A.0 0.1 mm 酸化ジルコニウム（500 preps） 450 g ¥46,000

バルクビーズ

※表示の価格は希望小売価格で、消費税は含まれておりません。

品 番
品 名 ビーズ材質 ビーズ径 入 数 希望小売価格

【2 mL/0.5 mLチューブ】

P000911-LYSK0-A.0 CK28_2 mL

セラミック

2.8 mm 50 本 ¥39,000

P000912-LYSK0-A.0 CK14_2 mL 1.4 mm 50 本 ¥39,000

P000933-LYSK0-A.0 CK14_0.5 mL 1.4 mm 50 本 ¥39,000

P000918-LYSK0-A.0 CKMix_2 mL 大小混合 50 本 ¥39,000

P000922-LYSK0-A.0 CKMix50-R_2 mL（強化型チューブ） 大小混合 50 本 ¥48,000

P000923-LYSK0-A.0 CK68-R_2 mL（ 強化型チューブ） 6.8 mm 50 本 ¥48,000

P000919-LYSK0-A.0 CK01_2 mL 0.1 mm 50 本 ¥39,000

P000916-LYSK0-A.0 CK28-R_2 mL（強化型チューブ） 2.8 mm 50 本 ¥48,000

P000972-LYSK0-A.0
CK28-R_2 mL

（タンパク質用/ 強化型チューブ）＊1 2.8 mm 50 本 ¥74,000

P000973-LYSK0-A.0 CK14_2 mL（タンパク質用）＊1 1.4 mm 50 本 ¥62,000

P000913-LYSK0-A.0 VK05_2 mL

ガラス

0.5 mm 50 本 ¥39,000

P000934-LYSK0-A.0 VK05_0.5 mL 0.5 mm 50 本 ¥39,000

P000914-LYSK0-A.0 VK01_2 mL 0.1 mm 50 本 ¥39,000

P000915-LYSK0-A.0 SK38_2 mL
ガラス+セラ
ミック

大小混合 50 本 ¥39,000

P000924-LYSK0-A.0 GK60_2 mL

ガーネットフ
レーク+セラ
ミック

大小混合 50 本 ¥48,000

P000917-LYSK0-A.0 MK28-R_2 mL（強化型チューブ） メタル 2.8 mm 50 本 ¥48,000

P000943-LYSK0-A.0 2 mL 空チューブ& キャップ（強化型チューブ） 200 本 ¥46,000

P000945-LYSK0-A.0 2 mL 空チューブ& キャップ O - リング付 500 本 ¥61,000

P002290-LYSK0-A.0 プリセリーズ用2 mLステンレススチールメタルチューブ 1本 ¥19,000

【7 mL チューブ】 ※ 7 mLチューブを使用する際は別売のチューブホルダーが必要です。

P000935-LYSK0-A.0 CK28_7 mL

セラミック

2.8 mm 50 本 ¥59,000

P000938-LYSK0-A.0 CK01_7 mL 0.1 mm 50 本 ¥59,000

P000939-LYSK0-A.0 CKMix50_7 mL 大小混合 50 本 ¥59,000

P000940-LYSK0-A.0 CK14_7 mL 1.4 mm 50 本 ¥59,000

P000936-LYSK0-A.0 SK38_7 mL
ガラス+セラ
ミック

大小混合 50 本 ¥59,000

P000937-LYSK0-A.0 VK01/VK05_7 mL ガラス 大小混合 50 本 ¥59,000

P000944-LYSK0-A.0 7 mL 空チューブ& キャップ 50 本 ¥28,000

D34200.10 Emulsion Kit＊2 10セット ¥90,000

【15 mL チューブ】 ※ 15 mLチューブを使用する際は別売のチューブホルダーが必要です。

P000947-LYSK0-A.0 CK28_15 mL

セラミック

2.8 mm 25 本 ¥42,000

P000948-LYSK0-A.0 CK01_15 mL 0.1 mm 25 本 ¥42,000

P000950-LYSK0-A.0 CK68_15 mL 6.8 mm 25 本 ¥42,000

P000949-LYSK0-A.0 CKMix50_15 mL 大小混合 25 本 ¥42,000

P000961-LYSK0-A.0 VK05_15 mL ガラス 0.5 mm 25 本 ¥42,000

P000946-LYSK0-A.0 15 mL 空チューブ& キャップ 50 本 ¥50,000

【50 mL チューブ】 ※ 50 mLチューブを使用する際は別売のチューブホルダーが必要です。

P002475-LYSK0-A.0 VK01_50 mL ガラス 0.1 mm 20本 ¥43,000

P002478-LYSK0-A.0 CK28_50 mL セラミック 2.8 mm 20本 ¥43,000

P002476-LYSK0-A.0 CKMix50_50 mL セラミック 大小混合 20本 ¥43,000

【8 連チューブ】 ※ 8 連チューブご使用の際は別売のチューブホルダーが必要です。

P002136-LYSK0-A
VK05 Well-plate (8連チューブ×12)

一式 ¥60,000
※グラスビーズ（ビーズ径：0.5 mm）が封入されています。

P002137-LYSK0-A
CK14 Well-plate (8 連チューブ×12)

一式 ¥60,000
※セラミックビーズ（ビーズ径：1.4 mm）が封入されています。

2023.04.01

NEW!


