
遠心機ニューイヤーキャンペーン 期間：2022 年 1 月 5 日～2022 年 4 月 28 日受注分

エッペンドルフ遠心機の全国販売取扱いと修理サポートを開始したエッペンドルフ・ハイマック・テクノロ
ジーズより、アカデミックユーザーをはじめとする全国の研究者の皆様に遠心機ニューイヤーキャンペーン
をご案内します。
信頼と伝統があり、世界中の研究室で使用されているエッペンドルフ遠心機の最新モデル2機種を含む4機
種を期間限定で最大20％OFFにてご提供いたします！
ローターおよびアダプタも、本体と同時購入であれば同じ割引率にて提供する期間限定の特別な提案です。

遠心機ニューイヤーキャンペーン



遠心機ニューイヤーキャンペーン 期間：2022 年 1 月 5 日～2022 年 4 月 28 日受注分

スタンダードモデルの微量高速遠心機 5425 最新モデル 微量高速冷却遠心機 5425 R

ローター無し
希望小売価格：￥265,000⇒ キャンペーン特別価格：￥212,000
24本架ローター FA-24x2付
希望小売価格：￥329,000⇒ キャンペーン特別価格：￥263,200

ローター無し
希望小売価格：￥558,000⇒ キャンペーン特別価格：￥446,400
24本架ローター FA-24x2付
希望小売価格：￥600,000⇒ キャンペーン特別価格：￥480,000

>加減速の各10段階で設定可能
> 5425シリーズは6種類の
ローターに対応
最大容量：24 × 1.5 / 2.0 mL
最高回転速度：15,060 rpm
最大遠心加速度：21,300 × g
本体寸法（W×D×H）：240 × 390 × 240 mm

>ローターカバー無しでも
運転音が静か

>設定温度に迅速に到達できる
FastTemp 機能付き
最大容量：24 × 1.5 / 2.0 mL
最高回転速度：15,060 rpm
最大遠心加速度：21,300 × g
本体寸法（W×D×H）：290 × 480 × 260 mm

ローター FA-24x2
>最大遠心加速度：21,300×g

（15,060 rpm）
>最大容量：24×1.5 / 2.0 mLチューブ

キャンペーン特別価格：￥77,440

ローター FA-10x5
>最大遠心加速度：21,300×g

（15,060 rpm）
>最大容量：

10×Eppendorf Tubes® 5.0 mL

キャンペーン特別価格：￥98,400

ローター F-32x0.2-PCR
>最大遠心加速度：18,134×g 

（15,060 rpm）
>最大容量：32×PCR チューブまたは

4×0.1 / 0.2 mL 8連PCRチューブスト
リップ

キャンペーン特別価格：￥56,400

ローター S-96x0.2-PCR
>最大遠心加速度：3,217×g

（6,000 rpm）
> 12本の 8 PCRストリップ 0.1 / 0.2 mL
または4枚の 1/4 twin.tec® PCRプレー
ト96

キャンペーン特別価格：￥77,440

ローター FA-18x2-Kit
>最大遠心加速度：18,565×g

（15,060 rpm）
>スピンカラム18本用ローター

キャンペーン特別価格：￥61,520

ローター FA-24x2-PTFE
>最大遠心加速度：21,300×g

（15,060 rpm)
>最大容量：24×1.5 / 2.0 mLチューブ
>エアロゾル密閉性の

Eppendorf QuickLock®カバー付き
>耐薬品性を向上させるPTFEコーティング

キャンペーン特別価格：￥98,400

新しいソフトウェア
> 遠心が終了してからの経過時間を表示
> よく使う設定を登録できる3つのプログラ
ムボタン（5425のみ）

> ショートスピン機能の改善（ボタンを押し
続ける必要がなくなりました）

新しいローターリッド開閉メカニズム
> エアロゾル密閉性ローターは標準で

QuickLock®システムを採用
> ¼回転しただけで密閉できる構造
> 時間を節約し手首への負担も軽減します

新しいローター
> 5.0 mLチューブのスナップ・スクリュー
キャップ両方に対応した10本架けエアロゾ
ル密閉性ローター

> PCR用のスイングバケットローターは処理
量を増やします



Eppendorf遠心機で最も多用途の最新モデルが登場

遠心分離をシンプルに！ ―当社ユニバーサルコンセプト

Mobile Tables

台の高さは2種類から選択出来、非常に丈夫な設計です。
キャスターとロック機構を装備し、移動の利便性と安全性
を両立しています。

遠心機テーブル(39 cm)
>テーブル寸法 (W × D × H): 

75 × 70 × 39 cm
>実験台の下に収める際には、搭載する遠心
機とテーブル高さの寸法を確認し、お客様
の実験台下に入る事を確認してご購入くだ
さい。
本体と同時購入で特別価格にて提供します。
詳しくはお問い合わせください。

遠心機テーブル(58.5 cm)
>実験台にスペースがなく、床置きで使用す
る際に最適

>テーブル寸法 (W × D × H): 
75 × 70 × 58.5 cm
本体と同時購入で特別価格にて提供します。
詳しくはお問い合わせください。

Centrifuge 5910 Ri

キャンペーン特別企画：
クリーニングクーポン3回分プレゼント

S-4×Universalローター付
希望小売価格：￥1,690,000⇒ キャンペーン特別価格：￥1,436,500

>エッペンドルフ遠心機シリーズで最も幅広い用途の
ベンチトップ遠心機です

>電源100 V仕様で最大4,000 mL（1000 mL×4本）

最大容量：4×1,000 mL / 4×5×MTP
最高回転速度：14,000 rpm
最大遠心加速度：アングルローター使用時：22,132×g（FA-48×2）

スイングローター使用時：5,263×g（S-4×400）
本体寸法（W×D×H）：715×680×368 mm
電源：100 V / 50-60 Hz
重さ（本体のみ）：109 kg

ローター S-4xUniversal
>大容量のスイングバケットローター、最大遠心加速度4,415 × g（4,500 rpm）
>エアロゾル密閉 QuickLock キャップを、オプションで用意1）

>バケット、キャップ、およびアダプターはオートクレーブ可能

1）英国公衆衛生庁（ポートンダウン）によりエアロゾル密閉性を試験済み

遠心機テーブル(39 cm)

ユニバーサル・アダプター 1：
5.0 mL / 15 mL 
コニカルチューブ、

MTP/DWP用

ユニバーサル・アダプター 3：
25 mL / 50 mL 
コニカルチューブ、
250 mLボトル、

MTP用

ユニバーサル・アダプター 2：
25 mL / 50 mL 
コニカルチューブ、

MTP用

多くの異なるユーザーがいるラボでは、さまざまな容器やプレートが使
用され、遠心分離に関しての課題が日々発生します。

この課題を解決するため、当社独自のユニバーサル・アダプターを採用。
3種類の革新的なアダプターは、チューブ、プレート、ボトルの適切な
選択を可能にします。



遠心機ニューイヤーキャンペーン 期間：2022 年 1 月 5 日～2022 年 4 月 28 日受注分

修理サポートに関するお問い合わせ

48本架ローター F-45-18-11付
希望小売価格：￥1,100,000⇒ キャンペーン特別価格：￥880,000

>コンパクトな設置スペース
>メンテナンスフリーのPTFE真空ポンプを搭載

最大容量：1.5 / 2.0 mL × 96本, MTP × 2
回転速度：1,400 rpm（固定）
本体寸法（W×D×H）：330 × 579 × 290 mm
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予防メンテナンスサービス
機器を良好な状態に保つことにどれだけ注意していますか？
弊社の専門的なクリーニングとメンテナンスサービスは、問題を早
期に発見し、予期せぬ稼働停止期間や故障を防ぐことを目的として
います。機器を完璧な状態に保つことは、機器の寿命を延ばすだけ
でなく、生産性を向上させることにもつながります。

信頼性を確保し、資源を節約しましょう！ Device Checkのサービス
> 遠心機主要箇所の検査（自主検査代行）
* 複数台使用時の場合に限りお受けいたします。

Centrifuge Maintenance Services
Preventive Maintenanceサービス
> 細部まで網羅されたチェック
シートでの検査

>クリーニング
>システムテスト
> 安全性、機能性検査

>ソフトウェアアップデート
> 保存データの評価
>日付付きサービスラベル

ローター F-45-48-11
> 48 × 1.5 / 2.0 mLチューブ用ロー
ター

>スペーサーで積み重ね可能（容量2倍）

キャンペーン特別価格：￥50,480

ローター F-35-6-30
> 6 × 50 mLコニカルチューブ用
> 6 × 15 mLコニカルチューブ用

キャンペーン特別価格：￥63,760

ローター F-45-8-17
> 8 × 15 mLコニカルチューブ用

キャンペーン特別価格：￥63,760

ローターA-2-VC
> MTP、PCR、最大高さ27 mmの
ディープウェルプレートに対応

>ローターは121°C、20分でオートク
レーブ可能

キャンペーン特別価格：￥135,200

●  eppendorf遠心機の保守部品の供給は製造販売中止後、5年間です。
●  製品の仕様、外観および価格は、予告なく変更する場合があります。
●  印刷の都合上、実際の色と異なる場合があります。
●  表示価格は2022年1月現在のメーカー希望小売価格（税別）です。
●  製品写真または操作画面等は、特に断りがない限り標準仕様です。

12F

ポンプ内蔵ですぐに使用できる遠心濃縮機5305, Cタイプ




