
遠心機クリアランスキャンペーン 在庫限り 30% OFF

世界中の研究室でご愛顧いただいてきた、信頼と実績のエッペンドルフ遠心機を特別価格でご提供いたします！

対象製品例：
微量遠心機5424

1.5mLチューブ24本架け
最大遠心力：20,238 x g

最高回転数：14,680 rpm

>  ローター蓋無しでも 

静かな構造

>  スピンカラム用ローターや 

PCRチューブ用ローターも 

ご用意

多目的冷却遠心機5810 R

最大容量3 L (4 x 750 mL)

最大遠心力：20,913 x g

最高回転数：14,000 rpm

>  50 mLコニカルチューブ28本、 
マイクロプレート16枚を遠心可能

>  専用キャビネットは 

ローターやアダプターなどを 

収納できる引き出し付き



遠心機クリアランスキャンペーン 在庫限り 30% OFF

微量遠心機テクニカルデータ
製品名 遠心機5418 遠心機5424

最大容量 18 × 1.5/2.0 mL 24 × 1.5/2.0 mL

最大遠心力 16,873 x g 20,238 x g

最高回転数 14,000 rpm 14,680 rpm

大きさ (W×D×H) 21 × 30 × 21 cm 24 × 32 × 23 cm

注文案内
品名・型式 Order no. 希望小売価格 キャンペーン価格
遠心機5418, FA-45-18-11（1.5/2.0 mL×18本架）付 5418 000.033 ¥230,000 ¥161,000

遠心機5424, FA-45-24-11（1.5/2.0 mL×24本架）付 5424 000.436 ¥296,000 ¥207,200

遠心機5424, ローターなし 5424 000.630 ¥235,000  ¥164,500

冷却遠心機5804 R, 200 V 5805 000.114 ¥826,000*3 完売いたしました
冷却遠心機5804 R, 100 V（専用キャビネット付き） 2232 000.008 ¥999,000*3 ¥699,300*3

遠心機5810, 100 V（専用キャビネット付き） 2232 000.007 ¥899,000*3 完売いたしました
冷却遠心機5810 R, 200 V 5811 000.207 ¥977,000*3 ¥683,900*3

冷却遠心機5810 R, 100 V（専用キャビネット付き） 2232 000.009 ¥1,133,000*3 完売いたしました
*3 別途据付調整費を申し受けます。
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。早期完売の際はご容赦ください。

多目的遠心機テクニカルデータ
製品名 冷却遠心機5804 R 冷却遠心機5804 R

専用キャビネット付
遠心機5810

専用キャビネット付
冷却遠心機5810 R 冷却遠心機5810 R

専用キャビネット付
最大容量 4 × 250 mL 4 × 750 mL

 - 15 mLコニカルチューブ 40 56

 - 50 mLコニカルチューブ 16 28

 - マイクロプレート 10 16

 - ディープウェルプレート 4 4

最大遠心力 20,913 x g 20,913 x g

最高回転数 14,000 rpm 14,000 rpm

温度設定範囲 -9 ºC～40 ºC - -9 ºC～40 ºC

大きさ (W×D×H) 64 × 55 × 34 cm 70 × 61.5 × 79 cm*1 70 × 61.5 × 80 cm*1 70 × 61 × 35 cm 70 × 61.5 × 80 cm*1

電源 単相200 V/50-60 Hz 100 V/50-60 Hz 100 V/50-60 Hz 単相200 V/50-60 Hz 100 V/50-60 Hz
*1 専用キャビネット込みの大きさです。

詳しくはこちら：
遠心機カタログ
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スピンカラム用ローター
周縁が高くなっているため、チュー
ブの蓋を開けたままでもスピンカラ
ムを安全に遠心できます。
チューブの蓋を事前に切り取るなど
の、余計な手間が不要になります。

後継製品のご案内

微量遠心機5425

1.5mLチューブ24本架け
最大遠心力：21,330 x g

最高回転数：15,060 rpm

>  2~5 mLのサンプルの取り扱
いに便利な5.0 mLチューブ
用ローターもご用意

>  ローターの蓋の開閉が簡単
> 加減速速度は10段階

多目的冷却遠心機5910 R
最大容量3 L (4 x 750 mL)
最大遠心力：22,132 x g
最高回転数：14,000 rpm

>  50 mLコニカルチューブ36本、 
マイクロプレート20枚を遠心可能

>  チューブ用とプレート用に別々の 
バケットを揃えなくても、アダプター
交換のみで様々な容器を遠心できる
Universalローターをご用意


