
電動ピペットキャンペーン 2020年7月2日～9月30日

電動ピペット Xplorer/Xplorer plus 30% OFF +  epPoints 4倍！

電動連続分注器 Multipette E3 / E3x 　　    　　　　　　　　　　　30% OFF

電動ピペットコントローラー  イージーペット3　　 　 　　　　　30% OFF
イージーペット3は、指で自由にスピードをコントロールできるためメニスカス位置の調整が簡単で
す。最新のバッテリーにより、短時間の充電で長時間の作業が可能です。スタンドや壁掛けホルダー
が付属するため、保管も便利です。

> 軽量で持ちやすいフォルム
> ボタン操作で思い通りにスピード調整可能
> 長時間作業可能なリチウムポリマーバッテリー

製品カタログはこちら

シンプルな操作方法、日本語ディスプレーが大好
評。
吸引・排出の速度を一定にできるため、再現性を向
上させられます。長時間作業時の疲労を低減でき
ます。

Xplorerの分注モード
Ads： 自動連続分注
Dis： 連続分注*
Pip： 分注
P/M： 分注＋Mix

（分注とミキシング）
Man： マニュアルピペッティング

Xplorer plusの分注モード（Xplorerに追加）
Spc： スペシャル機能

- 連続吸引
- 希釈
-  Seq.連続分注（シークエンシャル連続分注）
-  Seq.分注（シークエンシャル分注）
- リバース分注

Prg： プログラミング
Fix： 固定容量

*（例　1回の吸引で100µLを10回分注）

キャンペーン期間中30%OFFにな
るだけでなく、通常50ポイント付与
されるepPointsが200ポイントに*！
epPointsについて→P.2へ
*キャンペーン期間中にご登録された場合の
み200ポイント付与されます

> ダイヤルにより簡単に機能切り替え
>  大きなディスプレイにより操作が
容易

>  軽量で最適化された重量バランスに
より身体への負担を低減

製品カタログはこちら

Multipette E3 / E3xは、世界初のポジティブディスプレイスメント式ピペットMultipetteシリーズの
第3世代の電動連続分注器です。
より洗練されたユーザーインタフェースと、信頼できる分注結果を提供する、最高の1本です。

Multipette E3 / E3x 製品特長
 > ルーチン作業にかかる時間を大幅に短縮する連続分注機能
 > マニュアルタイプと比較して、より柔軟な容量設定
 > 1 µLから50 mLまで、最大100回の分注が可能
 > ポジティブディスプレイスメント方式により、粘性・揮発性の高い液体、界面活性剤を含む液体も精度
よく分注可能

 > 連続分注だけでなく、1 µLから50 mLの精度の高いピペッティングにも使用可能
 > 日本語表示可能な大きなカラーディスプレーで、より使いやすく
 > はちみつのような高粘度溶液に対応したViscoTip

製品カタログはこちら

https://www.eppendorf.com/fileadmin/Countries/Japan/files/2020_LH_others_easypet.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=GKir4KsJ5TE
https://www.youtube.com/watch?v=l1Iumu5Y_Xw
https://www.youtube.com/watch?v=_GdRE8sVE1Q
https://www.youtube.com/watch?v=QIXw96JOdFI
https://www.eppendorf.com/fileadmin/Countries/Japan/files/2020_Pipette_Xplorer.pdf
https://www.eppendorf.com/fileadmin/Countries/Japan/files/2020_Pipette_Xplorer.pdf
https://www.eppendorf.com/fileadmin/Countries/Japan/files/2020_Pipette_Xplorer.pdf
https://www.eppendorf.com/fileadmin/Countries/Japan/files/2020_Pipette_Xplorer.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=9eX36YlymTs
https://www.eppendorf.com/fileadmin/Countries/Japan/files/2020_Dispenser_M4.pdf
https://www.eppendorf.com/fileadmin/Countries/Japan/files/2020_LH_others_easypet.pdf
https://www.eppendorf.com/fileadmin/Countries/Japan/files/2020_LH_others_easypet.pdf
https://www.eppendorf.com/fileadmin/Countries/Japan/files/2020_Dispenser_E3x.pdf
https://www.eppendorf.com/fileadmin/Countries/Japan/files/2020_Dispenser_E3x.pdf
https://www.eppendorf.com/fileadmin/Countries/Japan/files/2020_Dispenser_E3x.pdf
https://www.eppendorf.com/fileadmin/Countries/Japan/files/2020_Dispenser_E3x.pdf
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epPointsのご紹介

注文案内　　　　　　　　　　　
品名・型式 Order no. 希望小売価格 キャンペーン価格

電動ピペット Xplorer シングルチャンネル 0.5-10 µL 4861 000.015

¥76,700
¥53,690

+epPoints 
200ポイント 

　　　　　　〃　　　　　    1-20 µL 4861 000.017
　　　　　　〃　　　　　　 5-100 µL 4861 000.023
　　　　　　〃　　　　　　 10-200 µL 4861 000.027
　　　　　　〃　　　　　 　15-300 µL 4861 000.031
　　　　　　〃　　　　　 　50-1000 µL 4861 000.040
　　　　　　〃　　　　 　   0.125-2.5 mL 4861 000.044
　　　　　　〃　　　　　 　0.2-5 mL 4861 000.058
　　　　　　〃　　　　　 　0.5-10 mL 4861 000.066
Xplorer plus シングルチャンネル 0.5-10 µL 4861 000.708

¥94,700
¥66,290

+epPoints 
200ポイント

　　　　　　〃　　　　　　　 　  1-20 µL 4861 000.710
　　　　　　〃　　　　　　  　    5-100 µL 4861 000.716
　　　　　　〃　　　　　　　      10-200 µL 4861 000.720
　　　　　　〃　　　　　　　      15-300 µL 4861 000.724
　　　　　　〃　　　　　　　　   50-1000 µL 4861 000.732
　　　　　　〃　　　　　　　　   0.125-2.5 mL 4861 000.736
　　　　　　〃　　　　　　　 　  0.2-5 mL 4861 000.740
　　　　　　〃　　　　　　　　   0.5-10 mL 4861 000.759
Xplorer 8- チャンネル 0.5-10 µL 4861 000.104

¥134,000
¥93,800

+epPoints 
200ポイント

　　　　　　〃　　　   5-100 µL 4861 000.120
　　　　　　〃　　　   15-300 µL 4861 000.147
　　　　　　〃　　　   50-1200 µL 4861 000.163
Xplorer plus 8- チャンネル 0.5-10 µL 4861 000.767

¥164,000
¥114,800

+epPoints 
200ポイント

　　　　　　〃　　　　　     5-100 µL 4861 000.783
　　　　　　〃　　　　　     15-300 µL 4861 000.805
　　　　　　〃　　　　　     50-1200 µL 4861 000.821
Xplorer 12- チャンネル 0.5-10 µL 4861 000.112

¥156,000
¥109,200

+epPoints 
200ポイント

　　　　　　〃　　　　   5-100 µL 4861 000.139
　　　　　　〃　　　　   15-300 µL 4861 000.155
　　　　　　〃　　　　   50-1200 µL 4861 000.171
Xplorer plus 12- チャンネル 0.5-10 µL 4861 000.775

¥193,000
¥135,100

+epPoints 
200ポイント

　　　　　　〃　　　　　　　 5-100 µL 4861 000.791
　　　　　　〃　　　　　　　 15-300 µL 4861 000.813
　　　　　　〃　　　　　　　 50-1200 µL 4861 000.830

電動連続分注器 Multipette E3 4987 000.010 ¥91,400 ¥63,980
Multipette E3 , 充電スタンド付き 4987 000.371 ¥103,000 ¥72,100
Multipette E3x 4987 000.029 ¥117,000 ¥81,900
Multipette E3x , 充電スタンド付き 4987 000.380 ¥126,000 ¥88,200

電動ピペット
コントローラー イージーペット3 4430 000.018 ¥54,100 ¥37,870

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。製品の仕様、価格、外観等は予告無く変更する場合がありますのでご了承ください。

エッペンドルフ製品についてくるepPointsは、チップやチューブ等の製品
だけでなく、オリジナルグッズ等たくさんの豪華景品と交換できます。 
epPointsのご登録はこちらから
ポイントを集め、景品を獲得してください！ 

myEppendorf
epPointsをためるにはmyEppendorfへの登録が
必要です。ご登録されますとepPointsでの景品交換の
他、キャンペーン・新製品・イベント情報などが配信され
るニュースレターの購読もできます。

Eppendorf News
ニュースレター配信のご希望だけでも可能です！
ご希望の方はこちら

ep Dualfilter

 T.I.P.S.® 

Eppiコレクションカップ
「Time to Party」

リファレンス型
ペンセット（3本）

New：エッペンドルフ アプリなら
epPoints®のQRコードでポイントを
集めることができます！

https://www.eppendorf.com/JP-ja/myeppendorf/
https://www.eppendorf.com/JP-ja/myeppendorf/
https://www.eppendorf.com/JP-ja/myeppendorf/
https://www.eppendorf.com/JP-ja/myeppendorf/e%E3%83%A1%E3%83%BC%E3%83%AB-%E3%83%8B%E3%83%A5%E3%83%BC%E3%82%B9%E3%83%AC%E3%82%BF%E3%83%BC/
https://www.eppendorf.com/JP-ja/%E3%82%B5%E3%83%BC%E3%83%93%E3%82%B9%E3%82%B5%E3%83%9D%E3%83%BC%E3%83%88/knowledge-base/mobile-apps/
https://www.eppendorf.com/JP-ja/myeppendorf/e%E3%83%A1%E3%83%BC%E3%83%AB-%E3%83%8B%E3%83%A5%E3%83%BC%E3%82%B9%E3%83%AC%E3%82%BF%E3%83%BC/
https://www.eppendorf.com/JP-ja/myeppendorf/eppoints/
https://www.eppendorf.com/JP-ja/myeppendorf/eppoints/
https://www.eppendorf.com/JP-ja/%E3%82%B5%E3%83%BC%E3%83%93%E3%82%B9%E3%82%B5%E3%83%9D%E3%83%BC%E3%83%88/knowledge-base/mobile-apps/

