
Clean Up for Safe Spinning
多目的遠心機キャンペーン ＋ 無償クリーニングサービス

多目的遠心機キャンペーン 期間：2016年10月3日～2017年2月28日

エッペンドルフの遠心機は、シンプルなデザインと高い堅
牢性により、長く安全にご使用いただけます。

本キャンペーンでは、対象の遠心機を 30% OFFの特別価
格でご提供いたします。

また、エッペンドルフでは弊社の遠心機をより長くご使用
いただくために、無償でクリーニングを行っています。

本キャンペーン期間中、弊社の遠心機をご購入いただいた
方およびクリーニングをご依頼いただいた方全員に、エッ
ペンドルフオリジナルの遠心機メンテナンスポスターをプ
レゼントいたします！

対象製品
> 遠心機 5430 ￥258,300～
> 冷却遠心機 5430 R ￥532,000～
> 遠心機 5702 ￥155,400

> 冷却遠心機 5702 R ￥366,800～
> 冷却・加熱遠心機 5702 RH ￥477,400

> 遠心機 5804 ￥387,100～
> 冷却遠心機 5804 R ￥551,600～
> 遠心機 5810 ￥438,900～
> 冷却遠心機 5810 R ￥650,300～
> 遠心濃縮機 5305, Cタイプ ￥673,400



遠心機のテクニカルデータ
製品名 遠心機 5430 冷却遠心機 5430 R 遠心機5702 冷却遠心機 5702 R 冷却・加熱遠心機

5702 RH
最大容量 48 × 1.5 / 2.0 mL, 6 × 50 mL, 2 × MTP 4 × 100 mL
- マイクロテストチューブ 48 24
- 15 mLコニカルチューブ 6 20
- 50 mLコニカルチューブ 6 4
- マイクロプレート 2 -
- ディープウェルプレート 2（高さ29 mmまで） -
ローターの種類 12 6
最大遠心力 / 最高回転数 30,130 × g / 17,500 rpm 3,000 × g / 4,400 rpm
温度設定範囲 - -11ºC ～ 40ºC - -9ºC ～ 40ºC -9ºC ～ 42ºC
大きさ（W × D × H） 33 × 42 × 25 cm 38 × 64 × 29.6 cm 32 × 40 × 24 cm 38 × 58 × 26 cm
重さ 29 kg 56 kg 20 kg 36 kg
電源 100 V/50-60 Hz 100 V/50-60 Hz
消費電力 475 W 1,050 W 200 W 380 W

コンパクトながら1台で様々なサンプルに対応する遠心機各種 30% OFF

遠心機5430 / 冷却遠心機5430 R
 > 最大遠心力30,130 x g（17,500 rpm）
 > 12種類のローターを使用可能
 > FastTempPro機能により、遠心機を迅速に冷却でき、「平日は朝9時までに4ºCに冷
却しておく」といったスケジューリングも可能（5430 Rのみ）

ハイパフォーマンス微量遠心機

最大容量
6× 50 mL

マイクロチューブ
48本

MTP / DWP

2枚
コニカルチューブ
15/50 mL× 6本

デリケートな細胞培養液や血液サンプルの遠心に最適

遠心機5702 / 冷却遠心機5702 R / 冷却・加熱遠心機5702 RH
 > コニカルチューブや採血管などの様々なサイズのチューブに対応
 > 最大遠心力3,000 x g（4,400 rpm）
 > 冷却・加熱遠心機5702 RHは37ºC近辺でも安定した温度制御が可能です 

温度にデリケートなサンプルでも高い再現性が得られます

最大容量
4× 100 mL

各種採血管
対応

コニカルチューブ
15 mL× 20本 , 50 mL× 4本

50 mLコニカルチューブ最大28本、プレート最大16枚遠心可能な大容量遠心機

遠心機5804, 5810 / 冷却遠心機5804 R, 5810 R
 > 最大遠心力20,913 x g（14,000 rpm）
 > 設定温度に迅速に到達できるFastTemp機能付き
 > 安心の3年保証
 > 専用キャビネットにより100 V電源に対応、床置き型として使用可能
 > キャビネット内蔵の滑り止め付き引き出しにローターやアダプターを収納可能

最大容量
4× 750 mL

コニカルチューブ
15 mL× 56本 , 50 mL× 28本

MTP

16枚
DWP

4枚



ポンプ内蔵ですぐに使用できる遠心濃縮機 30% OFF

遠心機 5804
専用キャビネット付*1

冷却遠心機 5804 R
専用キャビネット付*1

遠心機 5810
専用キャビネット付*1

冷却遠心機 5810 R
専用キャビネット付*1

4 × 250 mL 4 × 750 mL
104 200
40 56
16 28
10 16
4 4
12 18

20,913 × g / 14,000 rpm 20,913 × g / 14,000 rpm
- -9ºC ～ 40ºC - -9ºC ～ 40ºC

70 × 61.5 × 79 cm*2 70 × 61.5 × 80 cm*2

115 kg*3 140 kg*3 128 kg*3 159 kg*3

100 V/50-60 Hz 100 V/50-60 Hz
900 W 1,500 W 900 W 1,500 W

*1 専用キャビネット無しで卓上型として使用できる機種もございます。200 V電源が必要です。
詳しくはお問い合わせください。

*2 専用キャビネット込みの大きさです。
*3 専用キャビネット込みの重さです。

遠心濃縮機のテクニカルデータ
製品名 遠心濃縮機 5305, Cタイプ

最大容量 2 × MTP
- マイクロテストチューブ 96
- 15 mLコニカルチューブ 8
- 50 mLコニカルチューブ 6
- マイクロプレート 2
- ディープウェルプレート 2（高さ27 mmまで）
ローターの種類 15
回転数（固定） 1,400 rpm
到達真空度 20 hPa (20 mbar)
大きさ（W × D × H） 33 × 58 × 29 cm
重さ 31.5 kg
電源 100 V/50-60 Hz
消費電力 350 W

DNA/RNA、タンパク質溶液を迅速に濃縮

遠心濃縮機5305, Cタイプ
 > 溶剤耐性のあるPTFEダイアフラムポンプを本体に内蔵
 > 高い溶剤耐性のあるコーティングリッド
 > サンプルに応じて、3通りの吸引モードを選択できます
 > 幅が33 cmとコンパクトで、スペースを有効活用できます

  

Maintenance of Centrifuges

  

 修理より予防 － 遠心機はメンテナンスを行うことでより長く、安全にお使いいただけます。

遠心機の電源を切り、本体を拭い
て下さい。必要ならば洗剤を使用
して下さい。

ローターを確実に取り付ける
遠心を行う前には、必ずローターキー
を使ってローターを確実に装着して
下さい。スイングローターの場合は、
バケットが適切にかかっているかを
確認し、バケットがスムーズにスイン
グするか、手動でテストを行って下さ
い。

最大容量を確認する
重量に関する仕様はローター上に記
載されています。 （例：4 × 1.1 kg と
いう記載の場合、バケット、アダプタ
ー、サンプルを入れたチューブの合計
重量は1.1 kgまで許容されます）最大
遠心力が使用するチューブに適合し
ていることを確認して下さい。

正しいバケットを使用して下さい
スイングローターの場合、同じ重量ク
ラスのバケットを対称に使用する必要
があります。バケットの重量クラスは
バケットの側面に記載されています。

必要があれば、ローターとバケットを121°C、20分でオー
トクレーブして下さい（UV、ベータ線、ガンマ線等は使
えません）。ローター、蓋、シール用ゴム、バケット、アダ
プターを湿らせた埃の出ない布と薄めた洗剤、またはア
ルコールで清掃して下さい。 その後、シールを濡れた布
で拭き、蒸留水で全体をすすいで下さい。ローター孔は
先端が金属でないブラシを使って清掃して下さい。

 ローターとバケットを取り除いて下さい。冷却遠心機の場合は、
> ローターチャンバーについた霜を溶かして下さい。
> 廃液トレイを空にして清掃して下さい。

洗浄した部品は、孔を下にして布の上
に置いて乾燥させます。エアロゾル
密閉性蓋やキャップは、消耗を防ぐた
め、ローターやバケットに装着せずに
分けて保存して下さい。

ローターチャンバーとモーターシャフトを布で拭いて下さい。必要ならば、滅菌
のため中性洗剤か70％エタノールを使用して下さい。 
注意: 洗浄剤を使用する前に、必ず遠心機のコンセントを抜いて下さい。

遠心機用グリス
を少量指に取り
ます。

 遠心機の蓋を開けたまま一晩放
置し、チャンバーを乾燥させます。

  ローターとバケットに腐食がない
か確認し、腐食等の兆候がある場
合は使用を中止して下さい。

バケットの溝（8a）、ピボット（8b）、ラバーシール（8c）にグリスを塗り
ます。エアロゾル密閉性は蓋とシールが正常な状態でないと保てない
ため、ダメージを受けていないか確認します。アングルローターは洗
浄とオートクレーブを行った後、ねじ部分にグリスを塗って下さい。

バケットの重量クラス記載例

適切なアダプターを選ぶ
チューブを確実にサポートする、サイズの合ったアダプター
を使用して下さい。

対称でバランスのとれたローディング

安全のために：自動インバランス検出機能
エッペンドルフ 遠心機 58xxシリーズ、5702シリーズ、5430シリーズおよび5427 R
は、バランスが取れていないまま遠心を行わないように、インバランスセンサーを
備えています。この機能は、遠心機やサンプルだけでなく、クラッシュによる使用
者への被害を防ぎます。最新のアップデートについては、取扱販売店までご確認
下さい。

アダプターの正しくない
使い方（チューブ上部がサ
ポートされていない）

アングルローター： 
チューブは対称に、重さのバランスを取ってローディングして下さい。

スイングローター：
> バケットとアダプターは対称に、バランスを取ってローディングして下さい
>  バケット内のチューブの位置はピボットにかかる力が均等になるようにして下さい
>  4つのバケットを使用するローターの場合、常に全てのバケットを架けて下さい

コニカルチューブ用アダ
プター
> 底部はコニカル形状 

アダプターの正しい使い
方

丸底チューブ用アダプター
>  底部はフラット形状のラ
バーマット

目的 使用できる特徴や機能
文献や他社製遠心機で使用していたプロトコルを行いたい RPM値ではなく、RCF値（x g値）を同じにして下さい。操作パネルのRCF-RPM変換キーで切り替えられます。
冷却遠心機を速く冷却したい FastTemp™機能を使用することで、設定した温度に素早く冷却できます。
特定の日と時間に遠心機を冷却しておきたい 冷却遠心機5430 Rであれば、設定した日時に目的の温度になるようFastTemp™を行う、FastTemp pro®機能を使用できます。
遠心後もサンプルを冷却したままにしておきたい 遠心機の蓋が閉じている間、設定した温度を維持する連続冷却機能の付いた遠心機を使用して下さい。エッペンドルフ遠心機は6～8時間使用しなかっ

た場合、オプションで自動的にコンプレッサーを停止してエネルギー消費を低減し、コンプレッサーの寿命を延ばす、ECOシャットオフ機能付きです。
遠心した状態を壊さないようにしたい（例： 細胞を再懸濁させたくない、密
度勾配遠心分離法により分離させた層をきれいに残したい等）

穏やかな加速／減速を行う、SOFT機能を使用できます。58xxシリーズの遠心機は、10段階の加速／減速を設定できます。

確実に設定した時間だけ、目的の速度で遠心されるようにしたい 目的の速度に達してからタイマーがスタートするat set rpm機能を使用できます。大型のローターでは、サンプルの重量によって加速にかかる時間が大
きく変化するため、最大限の再現性を得るためには、at set rpm機能を使用することを推奨します。

特殊な条件 使用できる特徴や機能
腐食性のある化学物質を使用する場合 薬剤耐性の高いPTFEコーティングされたローターを使用して下さい。
有害な、または感染性のサンプルを使用する場合（例： ウィルス、バクテリ
ア、血液等）

エアロゾル密閉性のローターまたはキャップを使用して下さい。エアロゾル密閉性は国際的に認知されている第三者機関HPA (Health Protection 
Agency)により認証されています。ローターの蓋を開ける際は、安全キャビネット内で開けるようにして下さい。サンプル容量が合う場合は、Safe-Lockチ
ューブの使用を、ピペッティング時にはep Dualfilter T.I.P.S.®等のエアロゾルをブロックするフィルターチップの使用を推奨します。

Performance
tested on

Model: ···························································
Serial no.: ·····················································
Serviced by: ·················································
Phone no.: ····················································
Next service: ··············································
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Have an authorised service provider do a 
yearly preventative maintenance program 
to ensure safety and optimal performance 
of your centrifuge. Contact local Eppendorf 
organisation for details on installation 
qualifi cation (IQ), operational qualifi cation 
(OQ), and preventative maintenance (PM).

for premium performance
epServices
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クリーニングは定期的に行う必要があります（使用頻度に応じて毎週/毎月）。サンプルがこぼれた際はすぐにクリーニングを実施して下さい！
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クリーニングとメンテナンスガイド

遠心機の正しい使い方ガイド

遠心に関するTips
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*このポスターは使用説明書に代わるものではありません

遠心機のローターやバケットを外してクリーニングをされたことはございますか？
白い塩が析出していたり、腐食して穴が開いてしまっていたり、破損したチューブ
の欠片が落ちていたり…。改めて遠心機をよく見てみると「こんなに汚れていた
んだ！」と驚かれることもあると思います。
正しい方法でクリーニング・メンテナンスを行うことで、遠心機はより長くご使用
いただけます。

キャンペーン期間中、裏面の申し込み用紙で弊社遠心機のクリーニングをお申し
込みいただくと、弊社の営業担当者がクリーニングに伺います！
さらに、遠心機の正しい使い方なども確かめられる、A2サイズの遠心機クリーニ
ングガイドポスターをプレゼントいたします！

専門スタッフによる遠心機の訪問クリーニング

遠心機無償クリーニング ＋ メンテナンスポスタープレゼント

MTP

2枚
マイクロチューブ
96本

コニカルチューブ
15 mL× 8本 , 50 mL× 6本
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注文案内

品名・型式 Order no. 希望小売価格 キャンペーン価格 備考
遠心機 5430, ローターなし 5427 000.631 ￥369,000 ￥258,300

遠心機 5430, FA-45-30-11付き 5427 000.437 ￥422,000 ￥295,400

冷却遠心機 5430 R, ローターなし 5428 000.635 ￥760,000 ￥532,000

冷却遠心機 5430 R, FA-45-30-11付き 5428 000.430 ￥820,000 ￥574,000

遠心機 5702 5702 000.043 ￥222,000 ￥155,400

冷却遠心機 5702 R 5703 000.039 ￥524,000 ￥366,800

冷却遠心機 5702 R コニカルチューブ遠心セット 5703 000.411 ￥634,000 ￥443,800 コニカルチューブ用アクセサリー付属 *1

冷却・加熱遠心機 5702 RH 5704 000.032 ￥682,000 ￥477,400

遠心機 5804 5804 000.048 ￥553,000 ￥387,100*2 200 V電源
遠心機 5804, 専用キャビネット付き 2232 000.006 ￥783,000 ￥548,100*2 100 V電源
冷却遠心機 5804 R 5805 000.114 ￥788,000 ￥551,600*2 200 V電源
冷却遠心機 5804 R, 専用キャビネット付き 2232 000.008 ￥980,000 ￥686,000*2 100 V電源
遠心機 5810 5810 000.041 ￥627,000 ￥438,900*2 200 V電源
遠心機 5810, 専用キャビネット付き 2232 000.007 ￥882,000 ￥617,400*2 100 V電源
冷却遠心機 5810 R 5811 000.207 ￥929,000 ￥650,300*2 200 V電源
冷却遠心機 5810 R, 専用キャビネット付き 2232 000.009 ￥1,111,000 ￥777,700*2 100 V電源
遠心濃縮機5305, Cタイプ, ダイアフラムポンプ付き 5305 000.347 ￥962,000 ￥673,400

*1 スイングローターA-4-38 1個、15 mLおよび50 mLコニカルチューブ用アダプター 各4個付き。
*2 据付調整費を別途申し受けます。詳しくはお問い合わせください。
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下さい。

ご連絡先、ご使用の遠心機をご記入ください。

お名前（代表者）

ご勤務先／学校名

ご所属

お電話番号

メールアドレス

ご希望の連絡手段 　□ 電話　　□ E-mail

ご使用の遠心機

弊社遠心機のクリーニングをご希望の方は、以下にお客様情報と遠心機の情報をご記入の上、弊社マーケティング部 (03-5825-2365) 

までFAXをお送りください。弊社営業担当者より日程のご相談の連絡を差し上げます。
* 他社製遠心機のクリーニングおよび修理その他のサービスはお断りさせていただきます。あらかじめご了承ください。


