コニカルチューブ 25 mL 発売記念キャンペーン

期間：2019 年 8 月 19 日〜 11 月 29 日

サンプル配布中*

丁度良いサイズで扱いやすい、これまでに無かった新しい容量のチューブが登場！
✓ ピペットを介した汚染リスクを低減。ペレットの再懸濁も容易。
✓ 50 mL チューブより保管スペースを節約可能。
✓ 片手で簡単に開閉できるスナップキャップタイプと、より安心して扱える
スクリューキャップタイプの 2 種類をラインアップ。
✓ 一般的な 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。
遠心機用アダプターもご用意。
本キャンペーンでは、遠心機用アダプターとシングルチューブスタンドがセットに
なった、お得なスターターパックを 40% OFF にてご提供いたします！
* サンプルのご請求はこちら：info@eppendorf.jp / 03-5825-2361

コニカルチューブ 25 mL 発売記念キャンペーン

最大 40% OFF
製品特長：
✓ 50 mL コニカルチューブよりも短く、15 mL コニカル
チューブよりも太いため、取り扱いが容易です。
> マイクロピペットがチューブ内壁に触れるミスによる、
汚染リスクを低減できます。
> 15 mL チューブよりも短時間でペレットを再懸濁でき
ます。
✓ 50 mL コニカルチューブより保管に場所を取りません。
✓ 片手で簡単に開閉できるスナップキャップタイプと、
より安心して扱えるスクリューキャップタイプの 2 種類を
ラインアップしています。
✓ 一般的な 50 mL コニカルチューブと同じ直径のため、
既存の機器をそのまま利用できます。

40% OFF
テクニカルデータ
材質
オートクレーブ耐性
使用温度範囲
耐遠心力

スナップキャップ
ポリプロピレン

有（121°C、20 分）

スクリューキャップ

チューブ：ポリプロピレン
キャップ：高密度ポリエチレン
無

-86 〜 100°C*1

-86 〜 100°C

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。

注文案内
品名

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

スターターパックのセット内容：
（左）スリット入りで液量が分かりやすいチューブスタンド
（右）50 mL コニカルチューブ遠心機用のアダプター
販売単位

Order no.

200 本（50 本×4 袋）

0030 118 405

200 本（50 本×4 袋）

PCR clean*1

150 本（25 本×6 袋）

Sterile*2

スターターパック*1

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

1 セット*3

200 本（50 本×4 袋）
200 本（50 本×4 袋）

PCR clean*1

200 本（25 本×8 袋）

Sterile*2

スターターパック*1

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
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

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

チューブラック 5.0/15/25/50 mL*4

1 セット*3
4個
6個
6個
2個

Fax: 03-5825-2365

-----

0030 118 502

￥13,000

￥7,800

0030 122 410

￥7,200

---

0030 118 421

0030 122 429
0030 122 437
0030 122.500
0030 119.860
5820 733.004
5820 734.000
0030 119.835

www.eppendorf.com

Tel: 03-5825-2361

￥7,400

キャンペーン価格

￥7,900

0030 118 413

*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。希望小売価格およびキャンペーン価格に消費税は含まれておりません。

エッペンドルフ株式会社 101-0031 東京都千代田区東神田 2-4-5

希望小売価格

Email: info@eppendorf.jp
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￥6,500

￥7,700
￥8,200

￥12,300

￥2,700
￥4,000
￥4,000
￥5,800

---
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￥7,380
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