
下記ユーザー情報および購入製品の種類と数量をご記入の上、下取り用ピペットと共に販売店様にお渡しください。
※ピペット精度管理スタートアップキャンペーンとの併用はできません。ご注意ください。

ピペット下取りキャンペーン専用申込書①

お客様氏名 *

お客様ご勤務先 *／学校名 * お客様ご所属 *

お客様お電話番号 * お客様メールアドレス *

代理店　会社名・営業所 * 代理店担当者、お電話番号

下取りピペット製品名、数量 *

お客様情報ご記入欄　　*必須項目

キャンペーン申込方法

*1  エッペンドルフ、ギルソン、サーモフィッシャー（フィン）、メトラートレド（レイニン）、ザルトリウス（バイオヒット）、ニチリョー製のピペットまたは連続分注器に限ります。 
ピペットの新旧、動作状態は問いません。ご不明な点はエッペンドルフ販売店またはエッペンドルフまでお問い合わせください。ご注文数と同数の下取り品が必要です。

STEP 3 STEP 4STEP 2STEP 1

キャンペーン特設ページから
申込書をダウンロード

申込書と下取りピペット *1を
エッペンドルフ販売店に渡し
てご注文

申込書に必要事項を記入 弊社にて下取り対象品であ
ることを確認後、ピペットを
お届け

キャンペーン購入対象製品

*1 下取り販売専用品のため、通常の製品とは Order no.が異なります。ピペットチップは付属していません。

品名・形式 Order no. 希望小売
価格

購入
本数

プラン
種別

リサーチプラス F（容量固定）

10 µL / クリスタル 3121 000.015 ￥22,000

20 µL / クリスタル 3121 000.031 ￥22,000

10 µL / イエロー 3121 000.023 ￥22,000

20 µL / イエロー 3121 000.040 ￥22,000

25 µL 3121 000.058 ￥22,000

50 µL 3121 000.066 ￥22,000

100 µL 3121 000.074 ￥22,000

200 µL / イエロー 3121 000.082 ￥22,000

200 µL / ブルー 3121 000.090 ￥22,000

250 µL 3121 000.104 ￥22,000

500 µL 3121 000.112 ￥22,000

1000 µL 3121 000.120 ￥22,000

リサーチプラス V （容量可変）

0.1-2.5 µL 3120 000.011 ￥37,500

0.5-10 µL 3120 000.020 ￥37,500

2-20 µL / クリスタル 3120 000.097 ￥37,500

2-20 µL / イエロー 3120 000.038 ￥37,500

10-100 µL 3120 000.046 ￥37,500

20-200 µL 3120 000.054 ￥37,500

30-300 µL 3120 000.100 ￥37,500

100-1000 µL 3120 000.062 ￥37,500

0.5-5 mL 3120 000.070 ￥37,500

1-10 mL 3120 000.089 ￥37,500

リサーチプラス 3本パック *1

リサーチプラス パック 1 3120 000.909 ￥92,400

リサーチプラス パック 2 3120 000.917 ￥92,400

リサーチプラス パック 3 3120 000.925 ￥92,400

品名・型式 希望小売価格 下取価格 購入数
リサーチプラス V (容量可変 ) *1

リサーチプラス V 0.1-2.5 µL ￥37,500 ￥21,375

リサーチプラス V 0.5-10 µL ￥37,500 ￥21,375

リサーチプラス V 2-20 µL クリスタル ￥37,500 ￥21,375

リサーチプラス V 2-20 µL イエロー ￥37,500 ￥21,375

リサーチプラス V 10-100 µL ￥37,500 ￥21,375

リサーチプラス V 20-200 µL ￥37,500 ￥21,375

リサーチプラス V 30-300 µL ￥37,500 ￥21,375

リサーチプラス V 100-1000 µL ￥37,500 ￥21,375

リサーチプラス V 0.5-5 mL ￥37,500 ￥21,375

リサーチプラス V 1-10 mL ￥37,500 ￥21,375

* 製品の出荷前検定または出荷前 JCSS 校正が必要な場合は、オプションにて承っております。エッペンドルフまたはエッペンドルフ販売店までご連絡ください。
   詳細は www.eppendorf.jp/JP-ja/service-jpでご参照いただけます。
*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。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。

キャンペーン期間：2018年 11月 30日まで



ピペット下取りキャンペーン専用申込書②
専用申込書①のユーザー情報、および購入製品の種類と数量をご記入の上、下取り用ピペットと共に販売店様にお渡しください。

キャンペーン購入対象製品

*1 下取り販売専用品のため、通常の製品とは Order no.が異なります。ピペットチップは付属していません。

* 製品の出荷前検定または出荷前 JCSS 校正が必要な場合は、オプションにて承っております。エッペンドルフまたはエッペンドルフ販売店までご連絡ください。
   詳細は www.eppendorf.jp/JP-ja/service-jpでご参照いただけます。
*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。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。

品名・型式 希望小売価格 下取価格 購入数

リファレンス 2 V (容量可変 )*1

リファレンス 2 /V 0.1-2.5 µL ￥40,800 ￥23,256

リファレンス 2 /V 0.5-10 µL ￥40,800 ￥23,256

リファレンス 2 /V 2-20 µL クリスタル ￥40,800 ￥23,256

リファレンス 2 /V 2-20 µL イエロー ￥40,800 ￥23,256

リファレンス 2 /V 10-100 µL ￥40,800 ￥23,256

リファレンス 2 /V 20-200 µL ￥40,800 ￥23,256

リファレンス 2 /V 30-300 µL ￥40,800 ￥23,256

リファレンス 2 /V 100-1000 µL ￥40,800 ￥23,256

リファレンス 2 /V 0.25-2.5 mL ￥40,800 ￥23,256

リファレンス 2 /V 0.5-5 mL ￥40,800 ￥23,256

リファレンス 2 /V 1-10 mL ￥40,800 ￥23,256

リサーチプラス M（容量可変）

リサーチプラス M, 8ch 0.5-10 µL ￥94,600 ￥53,922

リサーチプラス M, 8ch 10-100 µL ￥94,600 ￥53,922

リサーチプラス M, 8ch 30-300 µL ￥94,600 ￥53,922

リサーチプラス M, 12ch 0.5-10 µL ￥103,000 ￥58,710

リサーチプラス M, 12ch 10-100 µL ￥103,000 ￥58,710

リサーチプラス M, 12ch 30-300 µL ￥103,000 ￥58,710

リファレンス２/M（容量可変）

リファレンス 2 /M, 8ch 0.5-10 µL ￥101,000 ￥57,570

リファレンス 2 /M, 8ch 10-100 µL ￥101,000 ￥57,570

リファレンス 2 /M, 8ch 30-300 µL ￥101,000 ￥57,570

リファレンス 2 /M, 12ch 0.5-10 µL ￥110,000 ￥62,700

リファレンス 2 /M, 12ch 10-100 µL ￥110,000 ￥62,700

リファレンス 2 /M, 12ch 30-300 µL ￥110,000 ￥62,700

キャンペーン期間：2018年 11月 30日まで



ピペット下取りキャンペーン専用申込書③
専用申込書①のユーザー情報、および購入製品の種類と数量をご記入の上、下取り用ピペットと共に販売店様にお渡しください。

キャンペーン購入対象製品

*2 ピペットチップは付属していません。

* 製品の出荷前検定または出荷前 JCSS 校正が必要な場合は、オプションにて承っております。エッペンドルフまたはエッペンドルフ販売店までご連絡ください。
   詳細は www.eppendorf.jp/JP-ja/service-jpでご参照いただけます。
*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。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。

品名・型式 希望小売価格 下取価格 購入数

電動ピペット *2

Xplorer 1ch 0.5-10 µL ￥71,600 ￥40,812

Xplorer 1ch 5-100 µL ￥71,600 ￥40,812

Xplorer 1ch 15-300 µL ￥71,600 ￥40,812

Xplorer 1ch 50-1000 µL ￥71,600 ￥40,812

Xplorer 1ch 0.2-5 mL ￥71,600 ￥40,812

Xplorer 1ch 0.5-10 mL ￥71,600 ￥40,812

Xplorer plus 1ch 0.5-10 µL ￥88,200 ￥50,274

Xplorer plus 1ch 5-100 µL ￥88,200 ￥50,274

Xplorer plus 1ch 15-300 µL ￥88,200 ￥50,274

Xplorer plus 1ch 50-1000 µL ￥88,200 ￥50,274

Xplorer plus 1ch 0.2-5 mL ￥88,200 ￥50,274

Xplorer plus 1ch 0.5-10 mL ￥88,200 ￥50,274

Xplorer 8ch 0.5-10 µL ￥125,000 ￥71,250

Xplorer 8ch 5-100 µL ￥125,000 ￥71,250

Xplorer 8ch 15-300 µL ￥125,000 ￥71,250

Xplorer 8ch 50-1200 µL ￥125,000 ￥71,250

Xplorer plus 8ch 0.5-10 µL ￥154,000 ￥87,780

Xplorer plus 8ch 5-100 µL ￥154,000 ￥87,780

Xplorer plus 8ch 15-300 µL ￥154,000 ￥87,780

Xplorer plus 8ch 50-1200 µL ￥154,000 ￥87,780

Xplorer 12ch 0.5-10 µL ￥146,000 ￥83,220

Xplorer 12ch 5-100 µL ￥146,000 ￥83,220

Xplorer 12ch 15-300 µL ￥146,000 ￥83,220

Xplorer 12ch 50-1200 µL ￥146,000 ￥83,220

Xplorer plus 12ch 0.5-10 µL ￥180,000 ￥102,600

Xplorer plus 12ch 5-100 µL ￥180,000 ￥102,600

Xplorer plus 12ch 15-300 µL ￥180,000 ￥102,600

Xplorer plus 12ch 50-1200 µL ￥180,000 ￥102,600

キャンペーン期間：2018年 11月 30日まで



ピペット下取りキャンペーン専用申込書④
専用申込書①のユーザー情報、および購入製品の種類と数量をご記入の上、下取り用ピペットと共に販売店様にお渡しください。

キャンペーン購入対象製品

* 製品の出荷前検定または出荷前 JCSS 校正が必要な場合は、オプションにて承っております。エッペンドルフまたはエッペンドルフ販売店までご連絡ください。
   詳細は www.eppendorf.jp/JP-ja/service-jpでご参照いただけます。
*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。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。

www.eppendorf.com
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　Tel: 03-5825-2361　Fax: 03-5825-2365　Email: info@eppendorf.jp

品名・型 希望小売価格 下取価格 購入数

連続分注器 *3

Multipette M4 ￥49,600 ￥28,272

電動連続分注器

Multipette E3 ￥85,500 ￥48,735

Multipette E3x ￥109,000 ￥62,130

電動ピペットコントローラー

イージーペット3 ￥50,600 ￥28,842

ボトルトップディスペンサー

バリスペンサー 2 0.2 – 2 mL ￥35,100 ￥20,007

バリスペンサー 2 0.5 – 5 mL ￥35,100 ￥20,007

バリスペンサー 2 1 – 10 mL ￥35,100 ￥20,007

バリスペンサー 2 2.5 – 25 mL ￥46,400 ￥26,448

バリスペンサー 2 5 – 50 mL ￥51,000 ￥29,070

バリスペンサー 2 10 – 100 mL ￥67,400 ￥38,418

バリスペンサー 2x 0.2 – 2 mL ￥41,400 ￥23,598

バリスペンサー 2x 0.5 – 5 mL ￥41,400 ￥23,598

バリスペンサー 2x 1 – 10 mL ￥41,400 ￥23,598

バリスペンサー 2x 2.5 – 25 mL ￥55,200 ￥31,464

バリスペンサー 2x 5 – 50 mL ￥59,700 ￥34,029

バリスペンサー 2x 10 – 100 mL ￥74,800 ￥42,636

*3 下取り販売専用品のため、通常の製品とは Order no.が異なります。

キャンペーン期間：2018年 11月 30日まで
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