
The Next Level
エッペンドルフ コニカルチューブ 25 mL スナップキャップ ＆ スクリューキャップ



2 種類のキャップ
>  片手で簡単に開閉できる 

スナップキャップ
>  より安心して扱える 

スクリューキャップ 

>  –86°C ~ 100°C で蓋が 

開くことなく使用可能

丁度良いサイズで取り扱いが簡単
>  マイクロピペットを介した汚染リスクを 

低減できます。
>  15 mL や 50 mL のコニカルチューブと 

比較して 20% ほど短いので、 
保管に必要なスペースを減らせます。

>  15 mL コニカルチューブより迅速に 

ペレットを再懸濁できます。

最高級の材質
> 透明性が高くペレットの視認が容易
> 可塑剤、スリップ剤、殺生物剤不使用

50 mL コニカルチューブと
同じ太さ
>  既存の機器を利用可能
> 耐遠心力 17,000 x g

片手で簡単に開閉できるスナップキャップ

コニカルチューブの新しい選択肢



マイクロピペットを介したコンタミネーションリスクを低減

15 mL や 50 mL のコニカルチューブから、ピペットをチュー
ブ内壁に触れさせることなく、サンプルを回収することは 

極めて困難です。
これらのチューブよりも短く、15 mL コニカルチューブより
太い 25 mL コニカルチューブであれば、簡単にサンプルを
吸引できます。

50 mL コニカルチューブと同じ太さで既存の機器を利用可能

サーモミキサー C、ミックスメイト用アクセサリー
卓上恒温振盪機サーモミキサー C 製品特長：
> 0.2 ~ 50 mL の様々なチューブやプレートに対応
> 卓越した攪拌性能
> ブロック交換はワンタッチ、工具不要で簡単

遠心機用アダプター
> 耐遠心力 17,000 x g

> 15 mL コニカルチューブより迅速にペレットを再懸濁可能
> 透明性の高いチューブでペレットの視認が容易

チューブ内に残っている液量が少ない場合でも簡単に吸引 

できます。
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注文案内
品名 販売単位 Order no. 希望小売価格
エッペンドルフコニカルチューブ 25 mL スナップキャップ、Eppendorf Quality 200 本（40 本× 5 袋） 0030 118 405 ￥7,400

　　　　　　　　　　　〃　　　　　　　　　　　　、PCR clean*1 200 本（40 本× 5 袋） 0030 118 413 ￥7,900

　　　　　　　　　　　〃　　　　　　　　　　　　、Sterile*2 150 本（25 本× 6 袋） 0030 118 421 ￥6,500

　　　　　　　　　　　〃　　　　　　　　　　　　、スターターパック *1 1 セット *3 0030 118 502 ￥13,000

エッペンドルフコニカルチューブ 25 mL スクリューキャップ、Eppendorf Quality 200 本（50 本× 4 袋） 0030 122 410 ￥7,200

　　　　　　　　　　　　〃 　　　　　　　　　　　　、PCR clean*1 200 本（50 本× 4 袋） 0030 122 429 ￥7,700

　　　　　　　　　　　　〃 　　　　　　　　　　　　、Sterile*2 200 本（25 本× 8 袋） 0030 122 437 ￥8,200

　　　　　　　　　　　　〃 　　　　　　　　　　　　、スターターパック *1 1 セット *3 0030 122 500 ￥12,300

シングルチューブスタンド、25 mL および 50 mL コニカルチューブ用 4 個 0030 119.860 ￥2,700

チューブラック 5.0/15/25/50 mL*4 2 個 0030 119.835 ￥5,800

ストレージボックス 3× 3、25 mL コニカルチューブ用 2 個 0030 140.729 ￥2,600

遠心機用アダプター、25 mL コニカルチューブスナップキャップ用 6 個 5820 733.004 ￥4,000

遠心機用アダプター、25 mL コニカルチューブスクリューキャップ用 6 個 5820 734.000 ￥4,000

チューブホルダー 25/50 mL 1 個 5353 040.156 ￥14,400

スマートブロック 50 mL 用 25 mL チューブアダプター 4 個 5365 000.109 ￥17,800
*1 Human DNA-, DNase-, RNase-, PCR inhibitor-free

*2 滅菌済み , Human and bacterial DNA-, DNase-, RNase-, Pyrogen-free

*3 セット内容：チューブ 200 本、シングルチューブスタンド 4 個、遠心機用アダプター 6 個
*4 12 本用（5.0/15 mL× 6 本、25/50 mL× 6 本）
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 8 月現在の価格で、消費税は含まれておりません。

テクニカルデータ
スナップキャップ スクリューキャップ

材質 ポリプロピレン チューブ：ポリプロピレン
キャップ：高密度ポリエチレン

オートクレーブ耐性 有（121°C、20 分） 無
使用温度範囲 -86～ 100°C*1 -86～ 100°C
耐遠心力 17,000 x g*2 17,000 x g*2

*1 ミキシング時は最高温度が制限されます。詳しくはショートインストラクションをご参照ください。
*2 45° のアングルローターの場合。遠心耐性試験条件はショートインストラクションをご参照ください。

チューブラック 5.0/15/25/50 mL

ポリプロピレン製、オートクレーブ可能、 
積み重ね可能

ストレージボックス 3×3

ポリプロピレン製、オートクレーブ可能、 
-86°C までの凍結保存用

シングルチューブスタンド
液量を目視確認できるスリット入り、 
オートクレーブ可能

ポリプロピレンの耐薬品性資料 PDF
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