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Form Follows Function

スペシャルバンドルキャンペーン

通常のチップでは容器の底や端まで届かない…マイクロチューブの
インキュベ ート本数を増やしたい…といったことはございませんか？
エッペンドルフではこのような声にお応えし、
> 5 mL手動・電動ピペット＋ロングチップ
> サーモミキサー C ＋SmartExtender（拡張ブロック）
の大変お得なバンドルセットをご用意致しました。
期間限定のお得なセットをお見逃しなく！

2

手動・電動ピペット 5 mL + ep Dualfilter T.I.P.S. 5 mL Long バンドルセット
手動のリサーチプラス 0.5 - 5 mL
に ep Dualfilter T.I.P.S. 5 mL
Long の Rackが

電動の Xplorer plus 0.2 - 5 mL に
ep Dualfilter T.I.P.S. 5 mL Long
の Rackが

（3 x 5 racks : 360 本）

（9 x 5 racks : 1080 本）

３箱

ついて ¥39,900 (通常 ¥76,700)*

９箱

ついて ¥112,000 (通常 ¥205,200)*
*税別価格

*税別価格

ロングチップのメリット

［実物大］

> 容器の底や端までチップ先端が届き、
サンプルロスを最小限に
> ピペットやサンプルのクロスコンタミネー
ションを防止
> サンプルボリュームがわかる目盛り
> 身体への負担を最小限に

epT.I.P.S. 5 mL Long によって、下記の
ような容器もコンタミネーションフリーで
ピペッティングできます。
種類

三角フラスコ

容量
100 - 500 mL

ねじ口瓶

25 - 500 mL

細胞培養フラスコ

25 - 75 cm³

コニカル遠沈管

マイクロチューブ

15 - 50 mL
0.1 - 5.0 mL

クライオチューブ

1.0 - 4.5 mL

採血管

5.0 - 10.0 mL

丸底遠沈管

30 - 85 mL

その他コンタミネーションリスクを下げる製品のご紹介
エッペンドルフチューブ 5.0 mL
> 15 mL 遠沈管ほどのサイズが
必要ないサンプルのピペッテ
ィングや保存が容易
> ピペットやサンプルのクロス
コンタミネーションを防止
> スナップキャップ、スクリュー
キャップの 2タイプ
> 遠心耐性：25,000 x g

エッペンドルフコニカルチューブ 25 mL
> 50 mL 遠沈管と同じ太さで
長さが短いため、ピペットや
サンプルのクロスコンタミ
ネーションを防止
> スナップキャップ、スクリュー
キャップの 2タイプ
> 遠心耐性：17,000 x g
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サーモミキサー C + スマートブロック 1.5 mL + SmartExtender バンドルセット

サーモミキサー C
安定したミキシングと温度制御機能を一体化し、常に信頼
性と再現性の高い結果を提供します。ミキシングとインキュ
ベーションを同時に行えるので、様々なアプリケーション
に対応します。
製品特長
> 撹拌中も非常に安定しており、最大混合速度でも本体が
動いたりしません。
> ユニークな 2DMix-Controlテクノロジーによる卓越した
ミキシング性能
> よく使われる設定をプログラムキーに保存可能

期間限定のお得なセット

➡

+
・サーモミキサー C
・スマートブロック 1.5 ｍL

通常 ¥527,000* のセットが

今だけ ¥410,000*

*税別価格

SmartExtender

SmartExtender

サーモミキサー C に装着することによって、インキュベートできる1.5 / 2.0 mL
チューブが12本に増えます。
> 独立した温度調節が可能
> 本体への装着に工具類が不要
> 温度制御範囲: 室温＋3°C 〜 110°C

サーモミキサー C 用アクセサリーのご紹介
様々な容器に対応したスマートブロック
> マイクロチューブから
遠沈管、プレートなど
様々な容器に対応
> ブロックの交換は工具
類が不要で簡単
> サンプルへの優れた
熱伝導効率

チューブ内の結露を防ぐサーモトップ
> 上から温度を制御し、
チューブ蓋や壁面への
結露を防止
> ブロックの設定温度に
合わせて最適に温度調整
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注文案内
品名

リサーチプラス ＆ epDualfilter T.I.P.S. 5 mL Long
バンドルセット
Xplorer plus ＆ epDualﬁlter T.I.P.S. 5 mL Long
バンドルセット

リサーチプラス 0.5-5 mL

Order no.

希望小売価格
¥39,900

リサーチプラス 0.5-5 mL、ep Dualﬁlter T.I.P.S. 0.2-5 mL,
Long x 3箱（3 x 5 racks）

4861 000.951

¥112,000

Xplorer plus シングルチャンネル 0.2 - 5 mL, ep Dualﬁlter
T.I.P.S. 0.2-5 mL, Long x 9箱（9 x 5 racks）

3120 000.070

¥38,300

Xplorer plus シングルチャンネル 0.2 - 5 mL

4861 000.740

¥90,000

ep Dualﬁlter T.I.P.S. 0.2-5 mL, Long

0030 077.725

¥12,800

ep Dualﬁlter T.I.P.S. 0.1-5 mL

0030 077.580

¥13,000

サーモミキサー C ＆ SmartExtender バンドルセット

5382 000.309

¥410,000

サーモミキサー C

備考

3120 000.895

容量連続可変, オートクレーバブル
電動分注ピペット

24本/ラック x 5, 滅菌済, PCR clean*1, 175 mm

24本/ラック x 5, 滅菌済, PCR clean*1, 120 mm

サーモミキサー C、スマートブロック1.5 mL、
SmartExtender
別途スマートブロック必要

5382 000.023

¥369,000

5360 000.038

¥68,200

1.5 mLチューブ x 24本

5361 000.031

¥68,200

0.5 mLチューブ x 24本

5362 000.035

¥68,200

2.0 mLチューブ x 24本

5309 000.007

¥68,200

5366 000.021

¥68,200

5365 000.028

¥68,200

コニカルチューブ 50 mL x 4本

5365 000.109

¥17,800

4個組

5364 000.024

¥84,900

外径12 mm チューブ x 24本

5367 000.025

¥68,200

1.5-2.0 mL Cryoチューブ x 24本

5363 000.039

¥84,900

マイクロタイタープレート用

5306 000.006

¥84,900

PCRプレート 96ウェル用

5307 000.000

¥84,900

PCRプレート 384ウェル用

スマートブロック DWP 500 µL

5316 000.004

¥84,900

スマートブロック DWP 1000 µL

ディープウェルプレート 96 / 500用

5310 000.002

¥84,900

SmartExtender

5322 000.008

¥89,800

サーモトップ

5308 000.003

¥57,700

スマートブロック 1.5 mL

スマートブロック 0.5 mL
スマートブロック 2.0 mL
スマートブロック 5.0 mL
スマートブロック 15 mL
スマートブロック 50 mL

スマートブロック 50 mL用 25 mLチューブアダプター
スマートブロック 12 mm
スマートブロック cryo

スマートブロック Plates

スマートブロック PCR 96

スマートブロック PCR 384

エッペンドルフチューブ 5.0 mL x 8本

コニカルチューブ 15 mL x 8本

ディープウェルプレート 96 / 1000用

*1 Human DNA-, DNase-, RNase-, PCR inhibitor-free
製品の仕様、価格、外観等は予告なしに変更することがあります。希望小売価格は 2019 年 10 月現在の価格で、消費税は含まれておりません。

無料マイクロピペットセミナーのご案内
ピペットの正しい使い方やピペットのメンテナンスを学べる、
エッペンドルフのマイクロピペットセミナーを開催中です。
現在、東京、大阪、福岡の 3会場で毎月開催中！
このようなご要望にお応えします：
✓ ラボ内で正確性・再現性を向上したい
✓ 粘性・揮発性のある液体をより正確に測りたい
✓ 定期的なスキルの見直しに
✓ 研修会や新人のトレーニングに
詳細および申込は下記 URLをご覧ください。
https://www.eppendorf.com/JP-ja/seminar-jp/
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