
● 環境分析などに最適です。

各種 証明書
発行も可能

期間：2019年8月20日（火）～9月20日（金）まで

1か月限定

本　　　　社
〒530-0043　大阪市北区天満2-1-29 オプテック・ダイエービル
TEL 06-6882-6006　FAX 06-6882-6116
E-mail：info＠bio-bik.co.jp

福岡営業所
〒812-0015　福岡県福岡市博多区山王1-8-29
TEL 092-477-2620　FAX 092-477-2621

信州配送センター/長野営業所
〒399-3702　長野県上伊那郡飯島町飯島3856-261
TEL 0265-86-2434　FAX 0265-86-5613

販売店

※消費税は別途ご請求させていただきます。
※万が一、納品が10月になった場合は納品時の税率を適用させていただきます。
※特別価格につき、ご注文の数量によっては送料がかかる場合がございます。
※本カタログに掲載されている製品は全て研究用です。

『研究用プラスチック製品を新規でご使用される際は、
サンプルでの事前チェックやブランク測定を行われ、
コントロール評価を実施していただくことをおすすめします』
評価用サンプルはご要望いただければ送付させていただきます。

http://www.bio-bik.co.jp/

遠沈管 メタルフリータイプ
Trace metal含有率1ppb以下

容量 15mL・50mL

15mL 50mL

1か月限定
特別価格

1か月か 限定
Buy Now！

一般的なtrace metalの含有率が1ppb（10億分の1）以下の
レベルであることがICP-MS検査により実証されています。
※検査に含まれるmetal（21種類）
カルシウム、マグネシウム、亜鉛、鉄、マンガン、銅、アルミニウム、
シリコン、ニッケル、バナジウム、ナトリウム、リン、コバルト、クロム、
カリウム、リチウム、鉛、セレン、カドミウム、水銀、砒素



帯電防止型シリーズ 「高分子型帯電防止剤」の使用により、帯電防止効果を半永久的に持続！

帯電防止型シリーズ
「高分子型帯電防止剤」の使用により、
優れた帯電防止効果を半永久的に持続！

セルロースパウダー、アルブミン、ペプチド、β-グリセロリン酸ナトリウム、アガロース、シリコンナノ粒子、ジルコニア粉体、
凍結乾燥サンプル、木材粉体、植物切片、植物種子（シロイヌナズナ・リンドウなど）、毛髪など。
（※帯電防止効果は、実験環境・実験方法などにより異なる場合があります。）

帯電防止型シリーズ商品が効果的とご連絡いただいた 主なサンプル例

分注・計量の際、
試薬・サンプルが舞い散る・・・

試薬・サンプルが
チューブ内壁に貼りつく・・・

金属製の場合、
サンプルによっては腐食が心配・・・

コンタミ防止のため、
現場で開封したい・・・

試薬調製を
厳密に行いたい・・・

貴重な試薬・サンプルのため、
ロスしたくない・・・

検査・サンプルごとに
使い分けをしたい・・・使

こんな時におススメです！

作業効率
UP！

安心・安全！ 経済的！

AS-2800（帯電防止型薬さじ）
※高分子型帯電防止剤を添加した、ABS樹脂

薬さじA
※高分子型帯電防止剤を添加しない、AS-2800と同じABS樹脂

表面固有抵抗値（Ω）

■ 表面固有抵抗値の比較

7×1011

3×1015

[手順]
23℃、50%RHで24時間温調後、超絶縁計を使用して測定した。
（印加電圧：100V）

[結果]
高分子型帯電防止剤を添加することで表面固有抵抗値が10の11乗と
なっており、良好な帯電防止効果が発現していると考えられる。

1か月限定
特別価格

1か月か月か 限定
Buy Now！

■仕様
●材質/ABS樹脂
●薬さじ全長/183mm
●匙サイズ/横幅：大さじ23mm、小さじ8mm

帯電防止型薬さじ
■特長
●粉末や固体試薬の計量に便利なスプーン
タイプです。

●ABS樹脂に高分子型帯電防止剤を添加することで、
優れた帯電防止効果を発揮します。
（※帯電防止効果は、試薬およびサンプルにより異な
ります。）

●1本の薬さじには、（大）・（小）2つのサイズのさじが
ついています。

比較写真（EDTA-2Na）

Ⓐ  帯電防止型薬さじ
粉体の付着がほとんどない。

Ⓑ  市販ABS製薬さじ
粉体の付着度が高い。

Ⓐ Ⓑ

注文コード 商品No. 滅菌 サイズ（mm） 入数 価格 特別価格

116012 AS-2800 ー 183 50本(10本×5袋)/箱 ￥5,800 ▶ ￥4,640

116013 AS-2800S 183 50本(1本毎包装×50袋)/箱 ￥8,800 ▶ ￥7,040

小さじ

1 期間限定特別セール



帯電防止型シリーズ 「高分子型帯電防止剤」の使用により、帯電防止効果を半永久的に持続！

帯電防止型シリーズ
「高分子型帯電防止剤」の使用により、
優れた帯電防止効果を半永久的に持続！

セルロースパウダー、アルブミン、ペプチド、β-グリセロリン酸ナトリウム、アガロース、シリコンナノ粒子、ジルコニア粉体、
凍結乾燥サンプル、木材粉体、植物切片、植物種子（シロイヌナズナ・リンドウなど）、毛髪など。
（※帯電防止効果は、実験環境・実験方法などにより異なる場合があります。）

帯電防止型シリーズ商品が効果的とご連絡いただいた 主なサンプル例

分注・計量の際、
試薬・サンプルが舞い散る・・・

試薬・サンプルが
チューブ内壁に貼りつく・・・

金属製の場合、
サンプルによっては腐食が心配・・・

コンタミ防止のため、
現場で開封したい・・・

試薬調製を
厳密に行いたい・・・

貴重な試薬・サンプルのため、
ロスしたくない・・・

検査・サンプルごとに
使い分けをしたい・・・使

こんな時におススメです！

作業効率
UP！

安心・安全！ 経済的！

AS-1800（帯電防止型薬さじ）
※高分子型帯電防止剤を添加した、PP樹脂

スパーテルA
※高分子型帯電防止剤を添加しない、AS-1800と同じPP樹脂

表面固有抵抗値（Ω）

■ 表面固有抵抗値の比較

1×1013

3×1015

[手順]
23℃、50%RHで24時間温調後、超絶縁計を使用して測定した。
（印加電圧：100V）

[結果]
高分子型帯電防止剤を添加することで表面固有抵抗値が10の13乗と
なっており、良好な帯電防止効果が発現していると考えられる。

1か月限定
特別価格

1か月か月か 限定
Buy Now！

凍結乾燥
サンプルの
計量

菌株の
採取

■仕様
●材質/ポリプロピレン樹脂
●スパーテル全長/180mm
●匙サイズ/横幅：さじ4.5mm、へら6mm

帯電防止型ディスポスパーテル
■特長
●ポリプロピレン樹脂に高分子型帯電防止剤
を添加することで、優れた帯電防止効果を
発揮します。
（※帯電防止効果は、試薬およびサンプルにより異なります。）
●帯電防止型シリーズ（チューブ/バランスディッシュ）と一緒に使用すること
で、さらに効果的です。

比較写真（スキムミルク）

Ⓐ  帯電防止型
ディスポスパーテル
粉体の付着が
ほとんどない。

Ⓑ  市販P.P.製
ミクロスパーテル
粉体の付着度が
高い。

Ⓒ  市販ステンレス製
ミクロスパーテル
粉体の付着度が
高い。

Ⓐ Ⓑ Ⓒ

注文コード 商品No. 滅菌 サイズ（mm） 入数 価格 特別価格

116010 AS-1800 ー 180 100本（10本×10袋）/箱 ￥2,300 ▶ ￥1,840

116011 AS-1800S 180 50本（1本毎包装×50袋）/箱 ￥2,500 ▶ ￥2,000

※商品のご注文は注文コードでお願いします。 2期間限定特別セール



帯電防止型シリーズ 「高分子型帯電防止剤」の使用により、帯電防止効果を半永久的に持続！

持続性 成形直後から優れた帯電防止効果を発揮し、半永久的に持続 水洗、布ふきで効果が低下

表面特性に影響を及ぼす場合あり

（低分子型帯電防止剤のため）ブリードアウトの可能性あり

大きい（低湿度下では効果が小さい）

樹脂の機械特性や表面特性を低下させない

小さい（低湿度下でも高い帯電防止効果を発揮）

（高分子型帯電防止剤のため）ブリードアウトしない

高分子型帯電防止剤
（BIO-BIK 帯電防止型シリーズ）

低分子型帯電防止剤
（界面活性剤の添加/表面塗布など）

湿度依存性

樹脂特性への影響

帯電防止剤のブリードアウト

■ 比較表■ 比較模式図

従来の低分子型帯電防止剤
原料に練り込まれた低分子型帯電
防止剤が経時的にプラスチック表面
にブリードアウトすることで一時的
に効果を発揮する。ただし、水洗や拭
き取り、時間経過で帯電防止効果が
失われることが多い。

高分子型帯電防止剤
原料に練り込まれた高分子型帯電
防止剤がプラスチック表層部に筋
状のネットワーク（導伝回路）を形成
し、半永久的に帯電防止効果を持続
する。

[高分子型帯電防止剤] [低分子型帯電防止剤]

ブリードアウトしない
表面に

チューブ断面 チューブ断面

高分子型帯電防止剤と低分子型帯電防止剤の比較

チューブ側面の
書込みスペース

粉体
溶解時の
飛散防止

乾燥種子の
保存

1.5mL

1.0

0.5

0.1

比較写真
（ジルコニアビーズ） （シロイヌナズナ種子）

Ⓐ ⒷⒶ Ⓑ

Ⓐ  帯電防止型チューブ
ビーズの飛散がない。

Ⓑ  市販P.P.製チューブ
ビーズが飛散する。

Ⓐ  帯電防止型チューブ
種子の飛散がない。

Ⓑ  市販P.P.製チューブ
種子が飛散する。

AS-0150R
※高分子型帯電防止剤を添加したPP樹脂

チューブA
※高分子型帯電防止剤を添加しないAS-0150Rと同じPP樹脂

表面固有抵抗値（Ω）

■ 表面固有抵抗値の比較

8×1011

3×1015

[手順]
23℃、50%RHで24時間温調後、超絶縁計を使用して測定した。
(印加電圧:100V)

[考察]
高分子型帯電防止剤を添加することで表面固有抵抗値が10の11乗台
になっており、良好な帯電防止効果が発現していると考えられる。

1か月限定
特別価格

1か月か月か 限定
Buy Now！

注文コード 商品No. 容量 入数 価格 特別価格

113005 AS-0150R 1.5mL 500本/袋 ￥2,000 ▶ ￥1,600

作業効率UP！

容量 1.5mL帯電防止型チューブ
■特長 ●ポリプロピレン樹脂に高分子型帯

電防止剤を添加することで、優れた
帯電防止効果を発揮します。
（※帯電防止効果は、試薬およびサンプルにより異なります。）
●微粒子サンプル（セルロースパウダー、アルブミン、スキムミルクな
ど）の分注や細かな種子（シロイヌナズナ、リンドウなど）の保存にも
最適です。

●静電気の影響を受けやすい、ペプチドの飛散防止に効果的です。
●DNAの吸着が少ないポリプロピレン（ホモポリマー）を使用しております。
●最大遠心力：20,000RCF
※ご使用になる遠心機・ローター・溶媒などにより変化する場合がご
ざいます。

丸底

3 期間限定特別セール



帯電防止型シリーズ 「高分子型帯電防止剤」の使用により、帯電防止効果を半永久的に持続！

持続性 成形直後から優れた帯電防止効果を発揮し、半永久的に持続 水洗、布ふきで効果が低下

表面特性に影響を及ぼす場合あり

（低分子型帯電防止剤のため）ブリードアウトの可能性あり

大きい（低湿度下では効果が小さい）

樹脂の機械特性や表面特性を低下させない

小さい（低湿度下でも高い帯電防止効果を発揮）

（高分子型帯電防止剤のため）ブリードアウトしない

高分子型帯電防止剤
（BIO-BIK 帯電防止型シリーズ）

低分子型帯電防止剤
（界面活性剤の添加/表面塗布など）

湿度依存性

樹脂特性への影響

帯電防止剤のブリードアウト

■ 比較表■ 比較模式図

従来の低分子型帯電防止剤
原料に練り込まれた低分子型帯電
防止剤が経時的にプラスチック表面
にブリードアウトすることで一時的
に効果を発揮する。ただし、水洗や拭
き取り、時間経過で帯電防止効果が
失われることが多い。

高分子型帯電防止剤
原料に練り込まれた高分子型帯電
防止剤がプラスチック表層部に筋
状のネットワーク（導伝回路）を形成
し、半永久的に帯電防止効果を持続
する。

[高分子型帯電防止剤] [低分子型帯電防止剤]

ブリードアウトしない
表面に

チューブ断面 チューブ断面

高分子型帯電防止剤と低分子型帯電防止剤の比較

10

138

80

25

117

AS-DL
容量:264.5cc

62
43

22

4 

70

AS-DM
容量:69.6cc

22

3535

4.5

44

8 

AS-DS
容量:7cc

単位:mm

比較写真
（スキムミルク）

Ⓐ Ⓑ

Ⓐ  帯電防止型バランスディッシュ
粉体の付着がほとんどない。

Ⓑ  市販PS製ディッシュ
粉体の付着度が高い。

（シロイヌナズナ種子）

Ⓐ Ⓑ

Ⓐ  帯電防止型バランスディッシュ
種子の付着がほとんどない。

Ⓑ  市販PS製ディッシュ
種子の付着度が高い。

1か月限定
特別価格

1か月か月か 限定
Buy Now！

注文コード 商品No. サイズ 縦×横×高さ（mm） 入数 価格 特別価格

208030 AS-DL L 138×138×25   300枚/箱  ￥6,500 ▶ ￥5,200

208031 AS-DM M 70×70×22   800枚（200枚×4袋）/箱 ￥10,300 ▶ ￥8,240

208032 AS-DS S 44×44×8 1,000枚（250枚×4袋）/箱  ￥7,200 ▶ ￥5,760

帯電防止型バランスディッシュ
■特長 ●試薬の計量、生物臓器などの分取

計量に便利な秤量皿です。
●ポリスチレン樹脂に高分子型帯電
防止剤を添加することで、優れた帯電防止効果を発揮します。
（※帯電防止効果は、試薬およびサンプルにより異なります。）
●使いやすい小分け包装です。（AS-DM/AS-DS）
●細口瓶への移しかえが容易で薬包紙の代替品としても
ご使用になれます。（AS-DS）
（実用新案No.2006874）

比較写真
（スキム

Ⓐ Ⓑ

Ⓐ  帯電防止型
粉体の付着が

AS-DL

AS-DS

AS-DM

※商品のご注文は注文コードでお願いします。 4期間限定特別セール



1か月限定
特別価格

1か月か月か 限定
Buy Now！

1か月限定
特別価格

1か月か月か 限定
Buy Now！

■仕様
［AB-12M］
●縦×横×高さmm：34×100.4×30
●穴の深さmm：27
●穴寸法mm：φ11.1

［AB-24M-02］
●縦×横×高さmm：30×85×30
※通常ブロックの1/4サイズです。
●穴の深さmm：13.6
●穴寸法mm：φ5.4

［AB-12M-05］
●縦×横×高さmm：30×85×30
※通常ブロックの1/4サイズです。
●穴の深さmm：22
●穴寸法mm：φ8

AB-12M

AB-12M-05

AB-24M-02

注文コード 商品No. 仕様 適合チューブ 材質 入数 価格 特別価格

204024 AB-12M 12本立 1.5mLチューブ アルミニウム 1個 ￥12,000 ▶ ￥9,700

204025 AB-12M-05 12本立 0.5mLチューブ アルミニウム 1個 ￥11,500 ▶ ￥9,000

204026 AB-24M-02 24本立 0.1/0.2mLチューブ アルミニウム 1個 ￥10,000 ▶ ￥8,000

アルマイト
加　工
アルマイト
加　工

穴形状穴形状穴底形状 穴底形状

AB-12M AB-12M-05 AB-24M-02

アルマイト
加　工
アルマイト
加　工

■仕様
［ABR-12-05］
●縦×横×高さmm：70×94×40
●穴の深さmm：36
●穴寸法mm：φ14.8

［ABR-2-50］
●縦×横×高さmm：40×80×85
●穴の深さmm：80
●穴寸法mm：φ29.4

［ABR-6-15］
●縦×横×高さmm：60×90×85
●穴の深さmm：82
●穴寸法mm：φ16.7

注文コード 商品No. 仕様 適合チューブ 材質 入数 価格 特別価格

204079 ABR-12-05 12本立 5mLチューブ アルミニウム 1個 ￥21,000 ▶ ￥17,200

204080 ABR-6-15  6本立 15mL 遠沈管 アルミニウム 1個 ￥27,000 ▶ ￥21,500

204081 ABR-2-50  2本立 50mL 遠沈管 アルミニウム 1個 ￥17,000 ▶ ￥13,500
ABR-2-50ABR-12-05

ABR-6-15

穴形状穴形状 穴形状穴形状

ABR-2-50

ABR-6-15

ABR-12-05

オンアイス アルミブロック 小型タイプ

オンアイス アルミブロック

持ち運びに便利な小型サイズです。

持ち運びに便利な形状です。

5 期間限定特別セール



1か月限定
特別価格

1か月か月か 限定
Buy Now！

アルマイト
加　工
アルマイト
加　工

2,900円均一2,900円均一
SALE！！

22 900900
1か月限定

■特長
●アルミニウム製チューブラックです。
●ラック下部にスベリ止めシリコンゴム付きです。
●アイスバスケットに入れて急速冷却が可能です。
●サンプルの管理に便利な座標番号つきです。
■仕様
［AR-05］
●縦×横×高さmm：61×196×27

［AR-15］
●縦×横×高さmm：91×255×37

AR-05

AR-15

注文コード 商品No. 容量 入数 価格 特別価格 単価

103002 ST-0150F 1.5mL 1,000本（500本×2袋） ￥4,000 ▶ ￥2,400 2.40

注文コード 商品No. 仕様 適合チューブ 穴寸法 材質 入数 価格 特別価格

204002 AR-05 48本立 0.5mL
チューブ

上段φ8
下段φ6 アルミニウム 1個 ￥4,000 ▶ ￥2,900

204001 AR-15 48本立 1.5/2.0mL
チューブ

上段φ11
下段φ 8 アルミニウム 1個 ￥4,000 ▶ ￥2,900

平底

容量 1.5mLST-0150F 平底 マイクロチューブ

AR-05 / AR-15 アルミラック

DNAの吸着が少ないポリプロピレン（ホモポリマー）を
使用しております。

作業性の良い48本立（4×12）です。

■特長
●ペレットの回収に便利な平底タイプです。
●平底チューブはエタノール沈殿の際に液層の除去、沈殿物の回収が極めて簡単に行えます。
●キャップは密封性の高いアンダーカット構造です。
●書き込み可能なフラットキャップです。
●チューブ側面には大きな書き込みスペースがあります。
●最大遠心力：20,000RCF
※ご使用になる遠心機・ローター・溶媒などにより変化する場合がございます。
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エタノール液層

DNA沈殿

平底チューブはエタノール沈殿の際に液層の除去、
沈殿物の回収が極めて簡単に行えます。

実験医学　Vol.15　No.5（4月号）1997
チューブ側面の
書込みスペース

※商品のご注文は注文コードでお願いします。 6期間限定特別セール



● 環境分析などに最適です。

各種 証明書
発行も可能

期間：2019年8月20日（火）～9月20日（金）まで

1か月限定

本　　　　社
〒530-0043　大阪市北区天満2-1-29 オプテック・ダイエービル
TEL 06-6882-6006　FAX 06-6882-6116
E-mail：info＠bio-bik.co.jp

福岡営業所
〒812-0015　福岡県福岡市博多区山王1-8-29
TEL 092-477-2620　FAX 092-477-2621

信州配送センター/長野営業所
〒399-3702　長野県上伊那郡飯島町飯島3856-261
TEL 0265-86-2434　FAX 0265-86-5613

販売店

※消費税は別途ご請求させていただきます。
※万が一、納品が10月になった場合は納品時の税率を適用させていただきます。
※特別価格につき、ご注文の数量によっては送料がかかる場合がございます。
※本カタログに掲載されている製品は全て研究用です。

『研究用プラスチック製品を新規でご使用される際は、
サンプルでの事前チェックやブランク測定を行われ、
コントロール評価を実施していただくことをおすすめします』
評価用サンプルはご要望いただければ送付させていただきます。

http://www.bio-bik.co.jp/

遠沈管 メタルフリータイプ
Trace metal含有率1ppb以下

容量 15mL・50mL

15mL 50mL

1か月限定
特別価格

1か月か 限定
Buy Now！

一般的なtrace metalの含有率が1ppb（10億分の1）以下の
レベルであることがICP-MS検査により実証されています。
※検査に含まれるmetal（21種類）
カルシウム、マグネシウム、亜鉛、鉄、マンガン、銅、アルミニウム、
シリコン、ニッケル、バナジウム、ナトリウム、リン、コバルト、クロム、
カリウム、リチウム、鉛、セレン、カドミウム、水銀、砒素

フラットキャップ

注文コード 商品No. 滅菌 容量 材質 入数 価格 特別価格

153036 3134-345 15mL チューブ：P.P.
キャップ：P.E.

500本
（50本×10袋）/箱 ￥24,500 ▶ ￥17,200

153046 3134-345MP 15mL チューブ：P.P.
キャップ：P.E. 50本/箱 ￥3,500 ▶ ￥2,400

153037 3184-345 50mL チューブ：P.P.
キャップ：P.E.

500本
（50本×10袋）/箱 ￥26,000 ▶ ￥18,200

153047 3184-345MP 50mL チューブ：P.P.
キャップ：P.E. 50本/箱 ￥3,800 ▶ ￥2,600

■仕様
15mL 50mL

使用温度 -40℃～122℃ -40℃～122℃
チューブ全長 118mm 115mm
チューブ内径  15mm  27mm
チューブ外径  17mm  29mm
キャップ外径  22mm  34mm
キャップ高さ  10mm  13mm
キャップ時全長 122mm 117mm

15mL：MAX17,000RCF
50mL：MAX20,000RCF
※ ご使用になる遠心機・ローター・溶媒などにより
　変化する場合がございます。
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