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寸法(cm) 15.24(φ)×30.5(H) 

チャンバー 350ml ポリカーボネイト容器 

ローター テフロン製 

モーター 固定スピード 3/8 馬力(15,800rpm) 

電源電圧 AC100-115V 

重量 約 2.5kg 

価格 \176,000.- 

原理 

 
密封容器内にガラスビーズのサンプル

を混入し、テフロン製ローターを高速

回転させることにより、ガラスビーズ

は激しく運動し、その衝撃力によって

細胞が破砕されます。 

ガラスビーズを使わない組織のホモジ

ナイズは、オプション品のカッターに

交換することで可能です。 

特長 

 
□100g(WET サンプル)200ml メジウムで処理。85%以上の破砕が、3 分以内でで

きます。 

□無泡処理が可能です。 

□密閉容器の為、刺激又は毒性のエアゾル等の飛散はありません。 

□冷却ジャケットにより、発熱は防止できます。 

□バクテリア、真菌、スポアー、培養細胞等のあらゆる細胞の破砕ができます。 

□カッター（オプション品）の交換により、組織のホモジナイズが可能です。 

構成品（分解図） 

 
■ドライブベース 

■ポリプロピレン製 350ml 破砕チャン

バー 

■テフロンローターアセンブリー 

■アイスウォータージャケット 

■ガラスビーズ(0.5mmφ/1b) 



MINI BEAD-BEATER-Plus 
2ml のスクリューキャップ付き遠心管（マイクロバイアル）を使用して、400mg (wet weight)までの菌体や

細胞、組織を１分～５分程度で破砕します。 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

寸法(cm) 26(W)×23(D)×16(H) 

振動速度 4,350rpm(固定) 

タイマー 1～99 秒(2 通りセーブ可能) 

電源電圧 100V/220V(切替え可能) 

重量 約 4kg 

価格 \180,000.- 

特長 

 

□高トルクのブラシレスモーター採用 

□振動数 4,350rpm 固定 

□振幅約 19mm の効率的な 3D 横振動採用 

□1～99 秒のタイマー設定 

□インターロック式セーフティカバー付き 

□バクテリア、真菌、スポアー、培養細胞等のあ

らゆる細胞の破砕ができます。 

□スクリーニングに最適 

□CE 準拠 

※ 遠心管(バイアル)は、市販の 2ml スクリューキャップ付きのものをご使用ください。 

（コニカル型の底で、キャップ内部にパッキンの付いているものをご選択ください。） 

※ BioSpec 社では、比重の大きなステンレスボール等の使用にも耐えられる強化キャップ付きの、 

2ml バイアル（遠心管） “ XXTuff Reinforced Microvials” を販売しています。 

（強化キャップ付き、非滅菌で１袋 500 個入りです。型番#330TX, 定価 42,000 円です。） 

操作手順 

 
① 2ml のスクリューキャップ付バイアルにビーズ

1ml を入れ、サンプルを満たす 

② 遠心管ホルダーに遠心管をセットする 

③ 操作パネルで時間（1～99 秒）を設定する 

④ 準備完了後 START/STOP ボタンを押す 

⑤ 設定秒数経過後、装置停止 

※99 秒以上の場合、複数セット作動させてください。 

使い方は非常にシンプルです！！ 
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BeadBeater Basic 用 ACCESSORIES 

 

※本アクセサリーは Bead-Beater Basic System に対応しております。 

 

BEADS 

 

オプションアクセサリー 

◆ステンレス製 700ml オープンコンテナー 

内部にカッターアッセンブリーが入っており、組織丸

ごとのホモジナイズが可能です。ミキサー/ブレンダー

としても使用できます。標準付属のアイスウォーター

ジャケットで冷却することも可能です。 

◆ステンレス製ホモジナイザーカッター 

標準付属の透明な 350ml ポリカーボネートチャンバ

ーの代わりに本体にセットして使用します。金属製の

為、クラッシュアイスで冷却する場合の効率が上がり

ます。 

型番 

#110803-15SS 

#110803-50SS 

#60801 

#60809 

#10794 

品名 

●スモールチャンバーキット 15ml 

●スモールチャンバーキット 50ml 

●ステンレスクローズドチャンバー(350ml) 

●ステンレスオープンコンテナー(700ml)カッターアセンブリー付 

●カッター/ブレンダー・アッセンブリー 

価格 

\40,000.- 

\40,000.- 

\30,000.- 

\33,000.- 

\10,000.- 

型番 
 

品名 
 

価格 

#11079101 

#11079105 

#11079110 

#11079125 

Glass Beads, 0.1 mm dia.(1 lb)約 450g 

Glass Beads, 0.5 mm dia.(1 lb) 

Glass Beads, 1.0 mm dia.(1 lb) 

Glass Beads, 2.5 mm dia.(1 lb) 

\7,000.- 

\7,000.- 

\7,000.- 

\7,000.- 

ガラスビーズ ※表中の 1 lb は 1 ポンド約 450 グラムです。 
 

#11079101Z 

#11079105Z 

#11079110Z 

#11079125Z 

Zirconia/Silica Beads, 0.1 mm dia.(1 lb) 

Zirconia/Silica Beads, 0.5 mm dia.(1 lb) 

Zirconia/Silica Beads, 1.0 mm dia.(1 lb) 

Zirconia/Silica Beads, 2.5 mm dia.(1 lb) 

\15,000.- 

\15,000.- 

\15,000.- 

\15,000.- 

ジルコニア/シリカビーズ 
 

ジルコニアビーズ 
 
#11079107ZX 

#11079110ZX 

#11079125ZX 

Zirconia Beads, 0.7 mm dia.(1 lb) 

Zirconia Beads, 1.0 mm dia.(1 lb) 

Zirconia Beads, 2.5 mm dia.(1 lb) 

\23,000.- 

\23,000.- 

\23,000.- 

◆スモールチャンバーキット 

ビードビーター・ベイシックシステムの

350ml ポリカーボネートチャンバーの中に

セットして使用します。処理サンプル量は

各々50ml（写真左）と 15ml(写真右)です。 

これらのチャンバーと 350ml ポリカーボネ

ートチャンバーの間にクラッシュアイスを入

れることによりサンプル冷却も可能です。 

https://www.cscjp.co.jp/

