NEW

Well within Reach
新製品
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Pipette Stand 2 and Charger Stand 2
汚染物質や実験台にこぼれた化学物質から、
ピペットを守ります。
安定したデザインのスタンドで、マニュアル
ピペットと電 動ピペットをしっかりと固定し
ます。
充 電 ス タ ンド -2 は、Eppendorf Xplorer、

Eppendorf Xplorer plus または Multipette
E3/E3x を常にフル充電の状態に保ちます。
ピペットスタンド -2 は、今までにない 新し
い製品で Multipette M4 を架けられます。
さらに、ホ ル ダー の 交 換 に より Research
Plus や Reference 2 にも対応します。

Perfection Down to The Smallest Detail
回転可能なスタンドで現行のマニュアル
ピペットはもちろん、従来のピペットも収
納できます。

ピペットホルダーに製品のイラストが描かれ
ているため、どの 製 品に対応しているかが
一目で分かります。

ホ ル ダ ー は Eppendorf Research と
Reference にも互換性があります。

太いハンドルが持ちやすく、移動も簡単です。 底面にゴム足がついているため、実験台に
液体がこぼれてもスタンドが汚れません。

工具を使用せずに、素早くピペットホルダー
の交換が可能です。

Pipette Holder 2 and Charger Shell 2
エッペンドルフのほぼ全てのピペット用のホルダーをご用意しま

さらに、全てのホルダーはピペットスタンド -2 に取り付け可能

した。壁に固 定したり、実 験 台 の 棚 やクリーンベンチ の 中に

です。充電スタンド用の充電ホルダーもご用意しています。

お持ちのピペットやマルチペットを設置できます。

長期に渡る使用に耐える頑丈なデザイン。

V 字 型の充 電口は、充 電器と電 動ピペット
の安定した電源供給を可能にします。

機能性の高いコードラップは、余分なコード
を収納でき、実験台をすっきりと整理します。

設置面の直径は 18.5 cm と小さく、限ら
れた作業スペースにも理想的な形状です。

回 転 充 電 ス タ ン ド -2 は、 最 大 6 本 の
Eppendorf Xplorer や電動マルチペットを

マグネット式の電源アダプターは素早く外れ
るため、ピペットの落下を防ぎます。

架けることができ、それぞれの充電状 況に
目を配って充電を行います。
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Pipette Carousel 2 and Charger Carousel 2
全てのピペットやマルチペットを手の届く範囲に配置できます。
回転ピペットスタンド -2 はマニュアルピペット用、回転充電スタン
ド -2 は電動ピペット用で、従来製品よりも大容量でどんな場面にも
対応します。
回転ピペットスタンド -2 は、ピペットやマルチチャンネルピペット
を最大 6 本まで架けられます。
ピペットホルダーは上下の向きを変えることで、Eppendorf Research、

Research Plus、Reference 、Reference 2、Biomaster 等の ほ ぼ
全てのマニュアルピペットに対応します。
回転充電スタンド -2 は、以前のモデルより 50% も容量が増え、

Eppendorf Xplorer や Eppendorf Xplorer plus を 6 本架けられます。
充電ホルダーを交換すると Eppendorf Multipette E3/E3x や Multipette
stream/Xstream を 6 本架けられます。
さらに、回転充電スタンド -2 にマニュアルピペット用ホルダーを交換
すると、マニュアルピペットを一緒に架けることができます。

More flexibility
> 回転ピペットスタンドは全てのピペットとマルチペットを収納可能
> 1 つのホルダーで全てのマニュアルピペットに対応可能

More capacity
> 回転充電スタンド -2 は電動ピペットを 6 本まで収納
可能

> ホルダーの交換によりマニュアル、電動ピペットどち
らにも対応可能

More convenience
> 工具なしでホルダーの交換が可能
> 余分なコードはコードラップに収納可能
More user safety
> 素早く簡単に接続できるマグネット式電源アダプター
> 底にゴム足がついているため、実験台に液体がこぼれ
ても安心

>>Additional information available at:
www.eppendorf.com/pipetteholder

注文案内
品名・形式

Order No.

希望小売価格

回転ピペットスタンド-2（6本架）リサーチ/リサーチプラス, リファレンス/リファレンス2用

3116 000.015

¥18,800

回転充電スタンド-2（6本架）Xplorer/plus用, 電源アダプター付属

3116 000.023

¥59,900

充電スタンド-2（1本架）Xplorer/plus用

3116 000.031

¥31,600

3116 000.040

¥31,600

3116 000.058

¥14,700

3116 000.112

¥3,900

ピペットホルダー-2 Xplorer/plus用*3

3116 000.120

¥5,100

ピペットホルダー-2 電動Multipette用*3

3116 000.139

¥5,100

ピペットホルダー-2 Multipette M4用*2

3116 000.147

¥5,100

充電ホルダー-2 Xplorer/plus用*4

3116 602.007

¥6,600

充電ホルダー-2 電動Multipette用*4

3116 603.003

¥6,600

電源アダプター 回転充電スタンド-2（6本架）用

3116 607.009

¥5,900

*1

充電スタンド-2（1本架）電動Multipette用

*1

ピペットスタンド-2（1本架）Multipette M4用
ピペットホルダー-2 リサーチ/リサーチプラス, リファレンス/リファレンス2用

*2

*1 Xplorer/plus, 電動Multipette付属の電源アダプターを使用します。
*2 回転ピペットスタンド-2 (6本架)、回転充電スタンド-2 (6本架)、充電スタンド-2 (1本架)、ピペットスタンド-2 (1本架)に取り付け可能。壁架用テープ付。
*3 回転ピペットスタンド-2 (6本架)、回転充電スタンド-2 (6本架)、充電スタンド-2 (1本架)、ピペットスタンド-2 (1本架)に取り付け可能。壁架用テープ付。充電機能はありません。
*4 回転充電スタンド-2 (6本架)、充電スタンド-2 (1本架)用。充電機能あり。
希望小売価格は2018年4月現在の価格で、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。

Learn more about the new Pipette Holder System
新しいピペットホルダーシステムは、フレキシブルな組み合わ
せが可能で、現行のマイクロピペットおよび連続分注器のほか、
多くの旧製品にも対応しています。

> www.eppendorf.com/pipetteholder
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