
〒103-0004　 東京都中央区東日本橋一丁目４番６号
　　　　　　　 東日本橋一丁目ビル８F
電話 : 03-5839-2533　FAX : 03-3862-1285

※注　UVトランスイルミネーターご使用時には、安全のためUVカットフェイスシールドを必ず着用してください。
○商品は、改良等のため予告なく変更する場合があります。○「Mupid」は株式会社アドバンスの登録商標です。

安全に関するご注意 商品を安全にお使い頂くため、ご使用の前には必ず「取扱説明書」をよくお読み下さい。

総販売元 製造元

電気泳動装置　　ミューピッド

総合カタログ

株式会社ミューピッド
2016.05

http://www.mupid.com/

セット内容 ： Mupid-2plusパワーサプライ(1)　
　　　　　 Mupid-2plus泳動槽カバー(1)
　　　　　 Mupid-2plus泳動槽(1)　
                ゲルメーカーセット-L(1)

セット内容 ： Mupid-exUパワーサプライ(1）　
                Mupid-exU泳動槽カバー(1)
　　　　　 Mupid-exU泳動槽(1)　
                Mupid-exU用ゲルメーカーセット(1)
　　　　     電源コード(1)

価 格 表

Mupid-2plus ￥40,760 M-2P Mupid-exU ￥56,950 EXU-1

単品

※Mupid-2Xは下取り品が必要です。
※Mupid-2Xには、ゲルメーカーセットが
   含まれません。

Mupid-2plusパワーサプライ(1)
Mupid-2plus泳動槽/蓋付(1)
Mupid-2plus泳動槽カバー(1)
ゲルメーカーセット-L(1)
ゲルトレイ-L(2)
ゲルトレイ-S(4)
コーム-L(2)
コーム-25(2)
ゲルメーカースタンド-L(1)
ゲルメーカーセット-HR(1)
ゲルトレイ-L-HR(2)
ゲルトレイ-S-HR(4)
コーム-L-HR(2)
ゲルメーカースタンド-HR(1)

￥ 18,570
￥ 21,900
￥ 3,810
￥ 8,380
￥ 2,660
￥ 3,140
￥ 4,000
￥ 5,140
￥ 5,040
￥ 12,570
￥ 4,280
￥ 4,760
￥ 4,760
￥ 5,710

MP-2P
CE-2P
C-2P
GM-L
GT-L
GT-S
C-L
C-25
GS-L
GM-HR
GT-LH
GT-SH
C-LH
GS-LH

単品

Mupid-exUパワーサプライ(1)
Mupid-exU泳動槽/蓋付(1)
Mupid-exU蓋(1)
電源コード(1)
Mupid-exU用ゲルメーカーセット(1)
Mupid-exU用ゲルトレイ大(2)
Mupid-exU用ゲルトレイ小(4)
Mupid-exU用ゲルメーカースタンド(1)
Mupid-exU用スタンダードコーム(2)

￥ 42,850
￥ 17,140
￥ 3,810
￥ 1,000
￥ 5,900
￥ 1,900
￥ 1,900
￥ 2,470
￥ 1,330

EXU-P
X-A
EXU-B
MCD3
X-MS
X-GL
X-GS
X-SD
X-C1

セット内容 ： Mupid-2Xパワーサプライ(1)
　　　　　 Mupid-2X泳動槽カバー(1)
                Mupid-2X泳動槽(1)
　　　　　 
　　　

セット内容 ： Mupid-Oneパワーサプライ(1) 
                 Mupid-One蓋(1)　
                 Mupid-One泳動槽(1)
                ゲルメーカーセットEXU/ONE-HR(1)
                電源コード(1)

Mupid-2X ￥25,520 M-2X Mupid-One ￥62,000 O1-01

単品

Mupid-Oneパワーサプライ(1)
Mupid-One泳動槽/蓋付(1)
Mupid-One蓋(1)
電源コード(1)
ゲルメーカーセットEXU/ONE-HR(1)
EXU/ONEゲルトレイ-L-HR(2)
EXU/ONEゲルトレイ-S-HR(4)
EXU/ONEゲルメーカー台-HR(1)
EXU/ONEコーム-HR(2)

￥ 42,850
￥ 18,000
￥ 3,810
￥ 1,000
￥ 10,470
￥ 4,280
￥ 4,760
￥ 4,570
￥ 3,230

O1-P
O1-CE
O1-B
MCD3
AC-MS
AC-GL
AC-GS
AC-SD
AC-C1

株式会社ミューピッド

※価格は全て税抜価格です。 ※価格は全て税抜価格です。

※価格は全て税抜価格です。 ※価格は全て税抜価格です。



上側　12ウェル（マルチピペット対応）・分取用・分取用
下側　25ウェル・12ウェル・12ウェル（ウェル幅2.5mm）
外寸　W×L×H : 240mm×10mm×42mm

●17検体（標準コーム）を、25検体に増やせます。
●マルチピペット対応ゲル。分取用としても利用できます。

Mupid-2plus
サブマリン型のスタンダードモデルとして圧倒的な実績と信頼
性を誇るMupid-2の性能を継承し、使いやすさと安全面がさら
に向上。

●Mupidスタンダードモデルの
   後継機
●洗練された機能的デザイン

￥40,760

Mupid-exU
タイマー機能、マルチピペット対応、UV透過泳動槽という特徴
をもつMupid-exに３種類の出力電圧を追加し（計７種類）電源
の動作安定性を向上させた多機能モデル。

●マルチピペット＆多検体対応
●UV透過泳動槽
●タイマー内蔵
●出力電圧バリエーション７種類

￥56,950

Mupid-2X

Mupid-2plus   Mupid-2X Mupid-exU    Mupid-One

Mupid-2plusと同じ性能の下取買換え専用機種。
当社製品の泳動槽と交換で特別価格でお買換え
いただけます。ゲルメーカーセットは含まれておりません。

下取買換専用

下取対象
Mupid-2　i-Mupid-j　
Mupid-21　その他
Mupid-α　

コーム25 ※オプション電気泳動装置

マーク一覧

タイマー機能。Mupid-exU/Mupid-Oneでは
１～９９分までの設定、連続通電の設定も可能。

マルチチャンネルピペット対応。多検体泳動を
手早く行うのに適している。

泳動槽のカバーを外すと自動的に通電が切断される安全機構付。

電源を分離でき、泳動槽が丸洗いできる。
紫外光透過性の泳動槽。中波長（300～320nm）の
紫外光でバンドを泳動槽ごと観察するのに適してい
る。（先染の場合）

入力電圧がAC100～240Vとなっており、海外でも使用可能。
（各国に対応した電源コードが別途必要です。）

耐熱ゲルメーカーセットが付属しています。沸騰直後のアガロー
スをすぐにゲルトレイに注入することができ、ゲル作成時間の短
縮につながります。

ゲルメーカーセット-L
          （型番：GM-L）

ゲルメーカーセット-HR
          （型番：GM-HR）

Mupid-exUゲルメーカーセット
                       （型番：X-MS） 

ゲルメーカーセットEXU/ONE-HR
                          （型番：AC-MS）

〇

〇

×

×

対応表の見方 ○ ： 泳動槽にセットできます。　× ： 泳動槽にセットできません。

セット内容
（数量）

ウェル数
（各ウェル幅）

ゲルサイズ
トレイ外寸 

名称

外観形状

Mupid-2plus Mupid-2X Mupid-exU                   Mupid-One

出力電圧

入力電圧

タイマー設定

安全スイッチ

メモリー機能

緩衝液容量

多検体対応

外形寸法
（電源・槽合体時）
重 量
（電源・槽合体時）

DC50V,100V

AC100～110V

-

マイクロスイッチ
（蓋がない時電圧出力停止）

-

約250～280ml

-

187(W)x140(D)x57(H)mm

450g

DC135V,100V,50V,25V,35V,18V

AC100～240V、AC50/60Hz

0～99分の設定及び連続通電可能
（一時停止可能）

マイクロスイッチ
（蓋がない時電圧出力停止）

前回使用時の電圧およびタイマー設定
を自動記憶

約300～350ml

MAX96検体
13ウェル使用時:9mmピッチ 26ウェル使用時:4.5mmピッチ

260(W)x170(D)x62(H)mm

750g

259(W)x169(D)x64(H) mm

838g

ゲルメーカーセット-L
（型番：GM-L）

ゲルメーカーセット-HR
（型番：GM-HR）

Mupid-exUゲルメーカーセット
（型番：X-MS）

ゲルメーカーセットEXU/ONE-HR
（型番：AC-MS）

コーム-L(2)
ゲルメーカースタンド-L(1)
ゲルトレイ-L(2)
ゲルトレイ-S(4)

上6・6・12（各6mm）
下8・8・17（各4mm）

大110x60 mm
小  55x60 mm

コーム-L-HR(2)
ゲルメーカースタンド-HR(1)
ゲルトレイL-HR(2)
ゲルトレイS-HR(4)

上6・6・12（各6mm）
下8・8・17（各4mm）

大110x60 mm
小  55x60 mm

Mupid-exUスタンダードコーム(4)
Mupid-exUゲルメーカースタンド(1)
Mupid-exUゲルトレイL(1)
Mupid-exUゲルトレイS(2)

上13（各6mm）
下26（各2mm）

大130x122 mm
小130x  60 mm

EXU/ONEコーム-HR(4)
EXU/ONEゲルメーカー台-HR(1)
EXU/ONEゲルトレイL-HR(1)
EXU/ONEゲルトレイS-HR(2)

上13（各6mm）
下26（各2mm）

大130x122 mm
小130x  60 mm

オプション 耐熱

オプション

耐熱

オプション以外のアクセサリーは標準装備になります。

Mupid-One
タイマー機能、マルチピペット対応、7種出力電圧切換などexUの
主な機能を有し、さらに耐熱ゲルメーカーセットを標準で付属し、
かつCEマーキングに準拠したMupidの最上位機種。

製品仕様

アクセサリー

アクセサリー対応表

〇

〇

〇

〇

￥25,520
下取買換特別価格￥62,000 ●ヨーロッパ電気安全規格CEに準拠

●耐熱ゲルメーカーセット標準付属
●泳動槽に難燃性プラスチックを採用
●タイマー、マルチピペット対応など

税抜価格

税抜価格

税抜価格

税抜価格



上側　12ウェル（マルチピペット対応）・分取用・分取用
下側　25ウェル・12ウェル・12ウェル（ウェル幅2.5mm）
外寸　W×L×H : 240mm×10mm×42mm

●17検体（標準コーム）を、25検体に増やせます。
●マルチピペット対応ゲル。分取用としても利用できます。

Mupid-2plus
サブマリン型のスタンダードモデルとして圧倒的な実績と信頼
性を誇るMupid-2の性能を継承し、使いやすさと安全面がさら
に向上。

●Mupidスタンダードモデルの
   後継機
●洗練された機能的デザイン

￥40,760

Mupid-exU
タイマー機能、マルチピペット対応、UV透過泳動槽という特徴
をもつMupid-exに３種類の出力電圧を追加し（計７種類）電源
の動作安定性を向上させた多機能モデル。

●マルチピペット＆多検体対応
●UV透過泳動槽
●タイマー内蔵
●出力電圧バリエーション７種類

￥56,950

Mupid-2X

Mupid-2plus   Mupid-2X Mupid-exU    Mupid-One

Mupid-2plusと同じ性能の下取買換え専用機種。
当社製品の泳動槽と交換で特別価格でお買換え
いただけます。ゲルメーカーセットは含まれておりません。

下取買換専用

下取対象
Mupid-2　i-Mupid-j　
Mupid-21　その他
Mupid-α　

コーム25 ※オプション電気泳動装置

マーク一覧

タイマー機能。Mupid-exU/Mupid-Oneでは
１～９９分までの設定、連続通電の設定も可能。

マルチチャンネルピペット対応。多検体泳動を
手早く行うのに適している。

泳動槽のカバーを外すと自動的に通電が切断される安全機構付。

電源を分離でき、泳動槽が丸洗いできる。
紫外光透過性の泳動槽。中波長（300～320nm）の
紫外光でバンドを泳動槽ごと観察するのに適してい
る。（先染の場合）

入力電圧がAC100～240Vとなっており、海外でも使用可能。
（各国に対応した電源コードが別途必要です。）

耐熱ゲルメーカーセットが付属しています。沸騰直後のアガロー
スをすぐにゲルトレイに注入することができ、ゲル作成時間の短
縮につながります。

ゲルメーカーセット-L
          （型番：GM-L）

ゲルメーカーセット-HR
          （型番：GM-HR）

Mupid-exUゲルメーカーセット
                       （型番：X-MS） 

ゲルメーカーセットEXU/ONE-HR
                          （型番：AC-MS）

〇

〇

×

×

対応表の見方 ○ ： 泳動槽にセットできます。　× ： 泳動槽にセットできません。

セット内容
（数量）

ウェル数
（各ウェル幅）

ゲルサイズ
トレイ外寸 

名称

外観形状

Mupid-2plus Mupid-2X Mupid-exU                   Mupid-One

出力電圧

入力電圧

タイマー設定

安全スイッチ

メモリー機能

緩衝液容量

多検体対応

外形寸法
（電源・槽合体時）
重 量
（電源・槽合体時）

DC50V,100V

AC100～110V

-

マイクロスイッチ
（蓋がない時電圧出力停止）

-

約250～280ml

-

187(W)x140(D)x57(H)mm

450g

DC135V,100V,50V,25V,35V,18V

AC100～240V、AC50/60Hz

0～99分の設定及び連続通電可能
（一時停止可能）

マイクロスイッチ
（蓋がない時電圧出力停止）

前回使用時の電圧およびタイマー設定
を自動記憶

約300～350ml

MAX96検体
13ウェル使用時:9mmピッチ 26ウェル使用時:4.5mmピッチ

260(W)x170(D)x62(H)mm

750g

259(W)x169(D)x64(H) mm

838g

ゲルメーカーセット-L
（型番：GM-L）

ゲルメーカーセット-HR
（型番：GM-HR）

Mupid-exUゲルメーカーセット
（型番：X-MS）

ゲルメーカーセットEXU/ONE-HR
（型番：AC-MS）

コーム-L(2)
ゲルメーカースタンド-L(1)
ゲルトレイ-L(2)
ゲルトレイ-S(4)

上6・6・12（各6mm）
下8・8・17（各4mm）

大110x60 mm
小  55x60 mm

コーム-L-HR(2)
ゲルメーカースタンド-HR(1)
ゲルトレイL-HR(2)
ゲルトレイS-HR(4)

上6・6・12（各6mm）
下8・8・17（各4mm）

大110x60 mm
小  55x60 mm

Mupid-exUスタンダードコーム(4)
Mupid-exUゲルメーカースタンド(1)
Mupid-exUゲルトレイL(1)
Mupid-exUゲルトレイS(2)

上13（各6mm）
下26（各2mm）

大130x122 mm
小130x  60 mm

EXU/ONEコーム-HR(4)
EXU/ONEゲルメーカー台-HR(1)
EXU/ONEゲルトレイL-HR(1)
EXU/ONEゲルトレイS-HR(2)

上13（各6mm）
下26（各2mm）

大130x122 mm
小130x  60 mm

オプション 耐熱

オプション

耐熱

オプション以外のアクセサリーは標準装備になります。

Mupid-One
タイマー機能、マルチピペット対応、7種出力電圧切換などexUの
主な機能を有し、さらに耐熱ゲルメーカーセットを標準で付属し、
かつCEマーキングに準拠したMupidの最上位機種。

製品仕様

アクセサリー

アクセサリー対応表

〇

〇

〇

〇

￥25,520
下取買換特別価格￥62,000 ●ヨーロッパ電気安全規格CEに準拠

●耐熱ゲルメーカーセット標準付属
●泳動槽に難燃性プラスチックを採用
●タイマー、マルチピペット対応など

税抜価格

税抜価格

税抜価格

税抜価格

http://catalog.takara-bio.co.jp/product/basic_info.php?unitid=U100004567
http://catalog.takara-bio.co.jp/product/basic_info.php?unitid=U100004629
http://catalog.takara-bio.co.jp/product/basic_info.php?unitid=U100009187
http://catalog.takara-bio.co.jp/product/basic_info.php?unitid=U100004574


〒103-0004　 東京都中央区東日本橋一丁目４番６号
　　　　　　　 東日本橋一丁目ビル８F
電話 : 03-5839-2533　FAX : 03-3862-1285

※注　UVトランスイルミネーターご使用時には、安全のためUVカットフェイスシールドを必ず着用してください。
○商品は、改良等のため予告なく変更する場合があります。○「Mupid」は株式会社アドバンスの登録商標です。

安全に関するご注意 商品を安全にお使い頂くため、ご使用の前には必ず「取扱説明書」をよくお読み下さい。

総販売元 製造元

電気泳動装置　　ミューピッド

総合カタログ

株式会社ミューピッド
2016.05

http://www.mupid.com/

セット内容 ： Mupid-2plusパワーサプライ(1)　
　　　　　 Mupid-2plus泳動槽カバー(1)
　　　　　 Mupid-2plus泳動槽(1)　
                ゲルメーカーセット-L(1)

セット内容 ： Mupid-exUパワーサプライ(1）　
                Mupid-exU泳動槽カバー(1)
　　　　　 Mupid-exU泳動槽(1)　
                Mupid-exU用ゲルメーカーセット(1)
　　　　     電源コード(1)

価 格 表

Mupid-2plus ￥40,760 M-2P Mupid-exU ￥56,950 EXU-1

単品

※Mupid-2Xは下取り品が必要です。
※Mupid-2Xには、ゲルメーカーセットが
   含まれません。

Mupid-2plusパワーサプライ(1)
Mupid-2plus泳動槽/蓋付(1)
Mupid-2plus泳動槽カバー(1)
ゲルメーカーセット-L(1)
ゲルトレイ-L(2)
ゲルトレイ-S(4)
コーム-L(2)
コーム-25(2)
ゲルメーカースタンド-L(1)
ゲルメーカーセット-HR(1)
ゲルトレイ-L-HR(2)
ゲルトレイ-S-HR(4)
コーム-L-HR(2)
ゲルメーカースタンド-HR(1)

￥ 18,570
￥ 21,900
￥ 3,810
￥ 8,380
￥ 2,660
￥ 3,140
￥ 4,000
￥ 5,140
￥ 5,040
￥ 12,570
￥ 4,280
￥ 4,760
￥ 4,760
￥ 5,710

MP-2P
CE-2P
C-2P
GM-L
GT-L
GT-S
C-L
C-25
GS-L
GM-HR
GT-LH
GT-SH
C-LH
GS-LH

単品

Mupid-exUパワーサプライ(1)
Mupid-exU泳動槽/蓋付(1)
Mupid-exU蓋(1)
電源コード(1)
Mupid-exU用ゲルメーカーセット(1)
Mupid-exU用ゲルトレイ大(2)
Mupid-exU用ゲルトレイ小(4)
Mupid-exU用ゲルメーカースタンド(1)
Mupid-exU用スタンダードコーム(2)

￥ 42,850
￥ 17,140
￥ 3,810
￥ 1,000
￥ 5,900
￥ 1,900
￥ 1,900
￥ 2,470
￥ 1,330

EXU-P
X-A
EXU-B
MCD3
X-MS
X-GL
X-GS
X-SD
X-C1

セット内容 ： Mupid-2Xパワーサプライ(1)
　　　　　 Mupid-2X泳動槽カバー(1)
                Mupid-2X泳動槽(1)
　　　　　 
　　　

セット内容 ： Mupid-Oneパワーサプライ(1) 
                 Mupid-One蓋(1)　
                 Mupid-One泳動槽(1)
                ゲルメーカーセットEXU/ONE-HR(1)
                電源コード(1)

Mupid-2X ￥25,520 M-2X Mupid-One ￥62,000 O1-01

単品

Mupid-Oneパワーサプライ(1)
Mupid-One泳動槽/蓋付(1)
Mupid-One蓋(1)
電源コード(1)
ゲルメーカーセットEXU/ONE-HR(1)
EXU/ONEゲルトレイ-L-HR(2)
EXU/ONEゲルトレイ-S-HR(4)
EXU/ONEゲルメーカー台-HR(1)
EXU/ONEコーム-HR(2)

￥ 42,850
￥ 18,000
￥ 3,810
￥ 1,000
￥ 10,470
￥ 4,280
￥ 4,760
￥ 4,570
￥ 3,230

O1-P
O1-CE
O1-B
MCD3
AC-MS
AC-GL
AC-GS
AC-SD
AC-C1

株式会社ミューピッド

※価格は全て税抜価格です。 ※価格は全て税抜価格です。

※価格は全て税抜価格です。 ※価格は全て税抜価格です。

http://catalog.takara-bio.co.jp/product/basic_info.php?unitid=U100004567
http://catalog.takara-bio.co.jp/product/basic_info.php?unitid=U100004629
http://catalog.takara-bio.co.jp/product/basic_info.php?unitid=U100009187



