
Multi-Purpose Incubation Chamber

Perfect humid environment
Immunostaining.

Microarray.

Ochterlony immunoprecipitation.

Fluorescent techniques.

Colormetric enzyme techniques.

Blood smears and other slide-based cytodiagnostics.

    More...

Intelligent Design
Glass rods elevates slides from moisture source.  Removable for easy cleaning.

Interior humidified with moist filter paper.

Black filter paper sheets make ideal background for easy slide observation.

Constructed from translucent acrylic for easy observation, protection from light, 
      and protection from light, and protection from ifrared rays.
      (dark orange recommended for fluorescent work)

48mm (1.9 in) thin.

Interlocking corners designed for stable stacking of multiple chambers.
      (Two 10-slide chambers stack side-by-side on a 20-slide chamber).

Available in 10 or 20 slide capacity.

Shaded coloring blocks protects slides from light and infrared rays.

1. Large (for 20 sheets)      2. Small (for 10 sheets)
    345 x 195 x 48mm              172 x 195 x 48mm

Multi-purpose incubation chamber

Incubation chamber sheets

Quality Construction
Acrylic construction resists alcohol and acids.

High quality rubber gasket maintains humidity for long term storage.

Removable glass rods for easy cleaning, added flexibility.

www.cosmobio.co.jp



Protrusion to allow chambers to

///////////to be stacked up

Packing

Cover

Container Middle plate

Drainboard frame

Drainboard frame stop

An incubation chamber sheet or filter paper is 

spread over the bottom.

Multi-Purpose Incubation Chamber

Multipurpose Incubation Chamber,  Ordering Information

Incubation Chamber for 10Slides

10CG                 195 x 172 x 48 mm                                     Cool Gray                   1

                           7.7 x 6.8 x 1.9 in  *

   Incubation Chamber for 10Slides

10DO 195 x 172 x 48 mm                                    Dark Orange                1

                           7.7 x 6.8 x 1.9 in  *

Cat. NO.                                  Description                                    Color                   Qty

Incubation Chamber for 20Slides

20CG                 345 x 195 x 48 mm                                      Cool Gray                  1

                           13.6 x 7.7 x 1.9 in  **

   Incubation Chamber for 20Slides

20DO 345 x 195 x 48 mm                                    Dark Orange                1

                           13.6 x 7.7 x 1.9 in  **

 ICS Incubation Chamber Sheet Black 50

GR10 Glass bar for 10CG, 10DO                            Clear                    2

GR20 Glass bar for 20CG, 20DO                            Clear                    2

Product Weight 
*KMB-10CG(DO) 195x172x48mm 700g   **KMB-20CG(DO) 345x195x48mm 1250g

TOYO EKIMAE BLDG, 2-20,TOYO 2CHOME,KOTO-KU,TOKYO 135-0016,JAPAN
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すのこ棒係止板

すのこ棒

（底にインキュベーションチャンバーシート又は濾紙を敷く。）

蓋

容器 中敷板

積み重ね用突起縁

ロングセラーの保湿容器

多目的インキュベーションチャンバー

特長
● スライドガラス20枚用と10枚用がございます。
● 保冷庫及びフラン器等（-20℃～+45℃）で使用可能です。
● 薄型で積み重ねができます。
● 内部取り外しができ、清掃が容易です。
● 良質のゴムパッキン使用により、十分な湿度が保たれ長期保存に最適です。
● アルコール、塩酸等に対する耐溶剤及び耐酸性に優れています。
● インキュベーションチャンバーシートは吸湿性に富んでいますので、
　 適度な湿潤を維持することができます。また、汚れた場合は、取り替える
 　ことでチャンバー内を清潔に保つことができます。

用途
● 蛍光抗体法、酵素抗体法等あらゆる免疫染色に使用できます。
● 血液塗抹標本や細胞診用標本の染色にも便利です。
● 寒天ゲル内沈降反応（Ouchterlony 法）や免疫電気
　 泳動法の反応箱としてもお使いいただけます。

研究用 

【多目的インキュベーションチャンバー】         メーカー略号：KMB

品番
10CG
10DO
20CG
20DO

包装
1箱
1箱
1箱
1箱

品名
インキュベーションチャンバー 10枚用 クールグレイ　ガラス棒6本付
インキュベーションチャンバー 10枚用 ダークオレンジ　ガラス棒6本付
インキュベーションチャンバー 20枚用 クールグレイ　ガラス棒6本付
インキュベーションチャンバー 20枚用 ダークオレンジ　ガラス棒6本付

【インキュベーションチャンバー用ガラス棒】        メーカー略号：KMB
品番
GR10
GR20

包装
2本入
2本入

品名
10CG・10OD用ガラス棒（ゴム付）
20CG・20DO用ガラス棒（ゴム付）

【インキュベーションチャンバーシート】         メーカー略号：KMB

品番
ICS

包装
50枚入

品名
インキュベーションチャンバーシート

大（20枚用）
345x195x48(mm)

小（10枚用）
195x172x48(mm)

【多目的インキュベーションチャンバー】

【多目的インキュベーションチャンバー】

免疫染色に適したインキュベーションチャンバーです。透明なア
クリル板を使用していますので、内部観察が常時可能です。ダー
クオレンジ、クールグレイの2色をご用意しております。ダーク
オレンジは紫外線の透過を減少しますので、蛍光抗体法用に適し
ています。また、インキュベーションチャンバーシートを使用す
れば、スライドガラス上の切片状態をより鮮明に見ることができ
ます。 ご注意：オートクレーブはかけられません！


