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スイングロータ Swing Rotor T4SS31

最高回転速度:
Max. Speed

4,000rpm

最高遠心加速度:
Max. R.C.F.

2,900×g

全　　容　　量: 480ml＝15ml×32
Nominal Rotor Capacity

標準付属バケット用アダプタ・チューブ・ボトル一覧表
Summery of Adapters, Tubes, Bottles for standard buckets

アダプタ Adapters
品名  ・ Part No. ・容量 X 本数・  材質
Name ・Part No ・Capacity XQ’ty・Material

チューブ Tube/ボトル Bottle
品名  ・ Part No. ・寸法   ・実容量・  材質

Name ・Part No ・Size・Actual capacity・Material

最高回転速度
Max. Speed
(遠心加速度)
(Max. R.C.F)

(Rmax)
50TCX2S アダプタ
         adapter
S307336A (4 個組 pcs.)
50mlX2
ポリプロピレン Polypropylene
ニトリルゴム Nitrile rubber

50ml 培養管
      Culture Tube
（市販品）（Marketed）
(D)30X(L)115    50ml
ポリプロピレン Polypropylene

※1
4,000rpm
(2,860xg)

(Rmax:16.0cm)

15TCX6S アダプタ
         adapter
S307335A(4 個組 pcs.)
15mlX6
ポリプロピレン Polypropylene
ニトリルゴム Nitrile rubber

15ml 培養管
      Culture Tube
（市販品）（Marketed）
(D)17X(L)120   15ml
ポリプロピレン Polypropylene

※1
4,000rpm
(2,900xg)

(Rmax:16.2cm)

採血管 Blood collecting tube
（市販品）（Marketed）
 (D)15.4~16.0X(L) 100   ※2

※1
4,000rpm
(2,860xg)

(Rmax:16.0cm)

15X8S アダプタ
       adapter
S307334A(4 個組 pcs.)
15mlX8
ポリプロピレン Polypropylene
ニトリルゴム Nitrile rubber

15 ガラスチューブクミ
glass tube ass’y

464976A(50 個組 pcs.) 15ml
(D)16.5X(L) 105

3,000rpm
(2,320xg)

(Rmax:16.0cm)
採血管 Blood collecting tube
（市販品）（Marketed）
 (D) 12.4~13.2X(L) 100   ※2

※1
4,000rpm
(2,860xg)

(Rmax:16.0cm)

10X8S アダプタ
       adapter
S307333A(4 個組 pcs.)
10mlX8
ポリプロピレン Polypropylene
ニトリルゴム Nitrile rubber

10 ガラスチューブクミ
glass tube ass’y

464977A(50 個組 pcs.) 7.5ml
(D) 12.0X(L) 105

3,000rpm
(2,320xg)

(Rmax:16.0cm)

5X8S アダプタ
      adapter
S307332A(4 個組 pcs.)
5mlX8
ポリプロピレン Polypropylene
ニトリルゴム Nitrile rubber

採血管 Blood collecting tube
（市販品）（Marketed）
 (D) 12.4~13.2X(L) 78   ※2

※1
4,000rpm
(2,380xg)

(Rmax:13.3cm)

※1: 市販品のチューブ、ボトル等は、メーカ指定の許容回転速度または許容遠心加速度以下で使用してください。許容値を超えて使用す
るとチューブ、ボトル等が破損する場合があります。

※1: When using tubes, bottles, etc. on the market, perform operation under the allowable speed or the allowable RCF specified by the
manufacturer and do not use any tube, bottle, etc. whose allowable speed or RCF is not specified.  Otherwise the tubes, bottles, etc.
may be broken during operation.

※2: 採血管の実容量は、使用する用途等により異なりますので各メーカのカタログをご覧ください。
※2: Actual capacities of blood collecting tubes may vary depending on the applications. Refer to the manufacture’s catalog.

d1 17

d2 24
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d2 19
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d1 13.4
d2 19

L1 80
L2 61
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スイングロータ Swing Rotor T4SS31

丸形バケット用アダプタ・チューブ・ボトル一覧表
Summery of Tube racks, Tubes, Bottles for round buckets

アダプタ Adapters
品名  ・ Part No. ・容量 X 本数・  材質
Name ・Part No ・Capacity XQ’ty・Material

チューブ Tube/ボトル Bottle
品名  ・ Part No. ・寸法   ・実容量・  材質

Name ・Part No ・Size・Actual capacity・Material

最高回転速度
Max. Speed
(遠心加速度)
(Max. R.C.F)

(Rmax)
50TCX1S アダプタ
         adapter
S409815A (4 個組 pcs.)　 50mlX1
ポリプロピレン Polypropylene
ニトリルゴム Nitrile rubber
ステンレス鋼 Stainless steel

50ml 培養管
      Culture Tube
（市販品）（Marketed）
(D)30X(L)115    50ml
ポリプロピレン Polypropylene

※1
4,000rpm
(2,900xg)

(Rmax:16.2cm)

15TCX4S アダプタ
         adapter
S409814A (4 個組 pcs.)　15mlX4
ポリプロピレン Polypropylene
ニトリルゴム Nitrile rubber
ステンレス鋼 Stainless steel

15ml 培養管
      Culture Tube
（市販品）（Marketed）
(D)17X(L)120   15ml
ポリプロピレン Polypropylene

※1
4,000rpm
(2,900xg)

(Rmax:16.2cm)

15TCX3S アダプタ
         adapter
S409976A (4 個組 pcs.)　15mlX3
ポリプロピレン Polypropylene
ニトリルゴム Nitrile rubber
ステンレス鋼 Stainless steel

15ml 培養管
      Culture Tube
（市販品）（Marketed）
(D)17X(L)120   15ml
ポリプロピレン Polypropylene

※1
4,000rpm
(2,900xg)

(Rmax:16.2cm)

採血管 Blood collecting tube
（市販品）（Marketed）
 (D)15.4~16.0X(L) 100   ※2

※1
4,000rpm
(2,900xg)

(Rmax:16.2cm)
ｃ 15X7S アダプタ

       adapter
S409810A (4 個組 pcs.)　15mlX7
ポリプロピレン Polypropylene
ニトリルゴム Nitrile rubber
ステンレス鋼 Stainless steel

15 ガラスチューブクミ
glass tube ass’y

464976A(50 個組 pcs.) 15ml
(D)16.5X(L) 105

3,000rpm
(1,630xg)

(Rmax:16.2cm)
採血管 Blood collecting tube
（市販品）（Marketed）
 (D) 12.4~13.2X(L) 100   ※2

※1
4,000rpm
(2,900xg)

(Rmax:16.2cm)

10X7S アダプタ
       adapter
S409811A (4 個組 pcs.)　10mlX7
ポリプロピレン Polypropylene
ニトリルゴム Nitrile rubber
ステンレス鋼 Stainless steel

10 ガラスチューブクミ
glass tube ass’y

464977A(50 個組 pcs.) 7.5ml
(D) 12.0X(L) 105

3,000rpm
(1,630xg)

(Rmax:16.2cm)
5X7S アダプタ
       adapter
S409812A (4 個組 pcs.)　5mlX7
ポリプロピレン Polypropylene
ニトリルゴム Nitrile rubber
ステンレス鋼 Stainless steel

採血管 Blood collecting tube
（市販品）（Marketed）
 (D) 12.4~13.2X(L) 78   ※2

※1
4,000rpm
(2,900xg)

(Rmax:16.2cm)

50X1S アダプタ
         adapter
S409813A (4 個組 pcs.)　50mlX2
ポリプロピレン Polypropylene
ニトリルゴム Nitrile rubber
ステンレス鋼 Stainless steel

50 ガラスチューブ
   glass tube
473866A（10 個組 pcs.）
 (D)35X(L)100   45ml

4,000rpm
(2,770xg)

(Rmax:15.5cm)

160PP ボトル
   　　bottle
S306847A（10 個組 pcs.）
(D)52.0X(L)120   160ml
ポリプロピレン Polypropylene
160PC ボトル
   　　bottle
S306848A（10 個組 pcs.）
(D)52.0X(L)120   160ml
ポリカーボネイト Polycarbonate

160X1S アダプタ
         adapter
S410251A (4 個組 pcs.)　160mlX1
ポリプロピレン Polypropylene
ニトリルゴム Nitrile rubber
ステンレス鋼 Stainless steel

160 キャップ
    cap
S410008A（2 個組 pcs.）

※1
4,000rpm
(2,900xg)

(Rmax:16.2cm)

250PPCO ボトル
   　　   bottle
（市販品）（Marketed）※3
(D)61.6X(L)135  250ml
250PC ボトル
   　　bottle
（市販品）（Marketed）※4
(D)61.6X(L)135  250ml

※1
4,000rpm
(2,900xg)

(Rmax:16.2cm)

シールドキャップ
Shield　cap
S410252 (4 個組 pcs.)
ポリカーボネイト Polycarbonate

※15TCX4S アダプタと 250ml ボトルには使用できません。
※Note that 15TCX4S adapters and the 250ml bottles can not accept the

shield cap.
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d1 52
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L1 120
L2 96
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※1: 市販品のチューブ、ボトル等は、メーカ指定の許容回転速度または許容遠心加速度以下で使用してください。許容値を超えて使用
するとチューブ、ボトル等が破損する場合があります。

※1: When using tubes, bottles, etc. on the market, perform operation under the allowable speed or the allowable RCF specified by the
manufacturer and do not use any tube, bottle, etc. whose allowable speed or RCF is not specified.  Otherwise the tubes, bottles,
etc. may be broken during operation.

※2: 採血管の実容量は、使用する用途等により異なりますので各メーカのカタログをご覧ください。

※ 2: Actual capacities of blood collecting tubes may vary depending on the applications. Refer to the manufacture’s catalog.

※ 3: Nalgene　品番：3141-0250
※ 3: Nalgene  Catalog No. 3141-0250

※ 4: Nalgene　品番：3140-0250
※ 4: Nalgene  Catalog No. 3140-0250
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