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「高性能電源装置」発売記念キャンペーン 

業界初！タッチパネル式高性能電源装置『PowerStation Ghibli I』

キャンペーン期間　2018年4月1日～2018年9月30日

『PowerStation Ghibli I』発売記念　キャンペーン
新電源装置「PowerStaition Ghibli I」の発売を記念して電気泳動槽を一緒にご購入いただくと20%OFF！

電源装置
PowerStationGhibli I
パワーステーションギブリ I

電気泳動と54年

パワーステーション ギブリ

電気泳動槽
　ラピダス・ミニスラブ シリーズ　　　　　　　　　　　　　マルチレーンゲル泳動槽
   　AE-6530　　　WSE-1165 　　　AE-6500 　　　　   WSE-1170

＋

業界初！タッチパネル式高性能電源装置

●業界初のタッチパネル操作採用！
　電気泳動・ブロッティング用電源装置
　　画面に触れて簡単セッティング
●大きな LCD 表示
　　設定値・出力値・タイマーなど分かりやすいカラー表示
●充分な出力容量
　　電圧 0~500V、電流 0~3000mA
　　高速電気泳動も高速ブロッティングもこれ 1 台
●お任せ機能でシンプル操作
　　Manual モード :
　　　定電流設定なら電流値を入力するだけ
　　Methtod file モード : 保存済み設定値から選択
     　20 ファイル保存、9 ステップ ( 条件自動変更 ) ／ファイル
　　Easy モード：
　　　　SDS-PAGE、Blotting など目的から選択
●その他機能満載
　　異常時はエラー検出、表示・アラームでお知らせ
　　出力グラフ掲示・出力履歴表示
　　停電復帰機能 ON/OFF 選択可

思うがままの
　カンタン操作！

 Method file モード　　  Easy モード 　     　Manual モード 　   　　  通電中                     出力グラフ

まだまだ
いろいろな顔を
持っています

＜「ギブリ泳動セット」
　　　　　　　　キャンペーン内容 ＞
「PowerStation Ghibli I」と電気泳動
槽を同時にご購入いただくと、価格が
20%OFFになります。
 電気泳動槽は４種類、各ゲル自作仕様・
既製ゲル仕様からご選択ください。

詳細は裏面へ→

ゴロゴロ

猫がRun!　　走る



タッチパネル式高性能電源装置「PowerStation Ghibli I」

セット名称 電源装置 泳動槽 通常セット価格 　特別価格 　割引率

ギブリ泳動セット A1
2311201 WSE-3100 PowerStation Ghibli I

　　　　　　　パワーステーション ギブリ I

AE-6530P ラピダス・ミニスラブ 既製ゲル仕様 \240,000 \192,000 20%OFF

ギブリ泳動セット A2
2311202

AE-6530MW ラピダス・ミニスラブ
　　　　　　　　(AE-6401 ゲル作製キット付き ) \262,000 \209,600 20%OFF

二連型のミニスラブ用泳動槽（高速泳動可）
既製ゲルは「e-PAGEL (HR)」シリーズをご利
用ください。
泳動槽・ゲル作製器・既製ゲルの詳細は別途
Webサイト、カタログをご参照ください。

各製品の詳細はアトー株式会社までお問合せください。ATTO Webサイトも是非ご覧ください。
2018.4.1

「PowerStation Ghibli I」+ 泳動槽 お得なセット

セット名称 電源装置 泳動槽 通常セット価格 　特別価格 　割引率

ギブリ泳動セット B1
2311203 WSE-3100 PowerStation Ghibli I

　　　　　　　パワーステーション ギブリ I

WSE-1165 ラピダス・ミニスラブ \271,000 \216,800 20%OFF

ギブリ泳動セット B2
2311204

WSE-1165W ラピダス・ミニスラブ
　　　　　　　　(AE-6401 ゲル作製キット付き ) \293,000 \234,400 20%OFF

セット名称 電源装置 泳動槽 通常セット価格 　特別価格 　割引率

ギブリ泳動セット C1
2311205 WSE-3100 PowerStation Ghibli I

　　　　　　　パワーステーション ギブリ I

AE-6500 ラピダス・ミニスラブ \271,000 \216,800 20%OFF

ギブリ泳動セット C2
2311206

AE-6500W ラピダス・ミニスラブ
　　　　　　　(AE-6401 ゲル作製キット付き ) \293,000 \234,400 20%OFF

セット名称 電源装置 泳動槽 通常セット価格 　特別価格 　割引率

ギブリ泳動セット D1
2311207 WSE-3100 PowerStation Ghibli I

　　　　　　　パワーステーション ギブリ I

WSE-1170 マルチレーンゲル泳動槽 \281,000 \224,800 20%OFF

ギブリ泳動セット D2
2311208

WSE-1170W マルチレーンゲル泳動槽
　　　　　　　　(WSE-1195 ゲル作製器付き ) \337,000 \269,600 20%OFF

 WSE-3100 PowerStation Ghibli I　　2311130                                                      価格　　￥198,000
 出力・設定 電圧出力：0~500V　　　電流出力：0~3000mA　　　電力出力：0~200W　

　　設定：3~500V　　　　　設定：10~3000mA　　 　　設定：1~200W

 タイマー 1~999min　カウントダウン　タイマーON/OFF　（タイマーOFF時はカウントアップ）
 表示・操作 7インチカラー液晶　感圧式タッチパネル
 設定 定電圧・定電流・定電力 　Manualモード、Method fileモード（ファイル20、ステップ9）、Easyモード 
 安全機能 各種異常検出、エラー表示・アラーム警告
 その他の機能 出力一時停止（出力中の設定値途中変更可）、出力グラフ表示・履歴、停電復帰ON/OFF選択可
 入力 定格入力電圧　AC100-240V、　周波数　50/60Hz
 寸法・質量 119(W)x417(D)x224(H)mm　　6kg

二連型のミニスラブ用泳動槽（高速泳動可）
既製ゲルは「e-PAGEL (HR)」シリーズをご利
用ください。
泳動槽・ゲル作製器・既製ゲルの詳細は別途
Webサイト、カタログをご参照ください。

二連型のミニスラブ用泳動槽
既製ゲルは「e-PAGEL (HR)」シリーズをご利
用ください。
泳動槽・ゲル作製器・既製ゲルの詳細は別途
Webサイト、カタログをご参照ください。

二連型のワイドスラブ多検体用泳動槽
　30検体／ゲル　高速泳動可
既製ゲルは「m-PAGEL 」をご利用ください。
泳動槽の詳細は別途Webサイト、カタログをご
参照ください。
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A1:AE-6530Pは既製ゲル仕様
A2:AE-6530MWは自作ゲル仕様
　・作製キット付

B1:WSE-1165は既製/自作ゲル　
　　両用仕様
B2:ゲル作製キット付

C1:AE-6500は既製/自作ゲル　　
　　両用仕様
C2:ゲル作製キット付

D1:WSE-1170は既製/自作ゲル　
　　両用仕様
D2:ゲル作製キット付
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