
特 別 企 画 機器キャンペーン

キャンペーンコード

ご注文方法：専用注文書を使用して弊社にご注文いただくよう、取扱店へお伝え下さい。H0501

2022年 5月11日～ 8月10日

グライナージャパングライナージャパン

■ 最大攪拌体積：5 L
■ デジタル表示
■ 耐久・化学抵抗力の高い陶磁器のトッププレート
■ 高度なマイクロプロセッサ制御
■ 定常監視システムによる精密な温度制御
■ 強力なモータードライブシステムより大きく、より粘性のサンプルの効率的な混合
■ トッププレートの温度が50°Cを超えると安全LEDが点灯

温度設定 室温 ＋5 ～ 400℃

速度範囲 150~1500rpm

プラットフォームの寸法 17.8 x 17.8 cm

動作温度 +4~+45℃ (最大65℃ )

寸法 (w x d x h) 18 x 27.9 x 10.1 cm

重量 2.9 kg

電源電圧 100V 50-60Hz

製品番号 製品名 価格（税抜） キャンペーン価格（税抜）

J804309 デジタルホットプレートスターラー ¥79,800 ￥66,500

デジタルホットプレートスターラー

MINIMAG™ マグネティックスターラー

NewNew

NewNew
■ コンパクトなスターラー
■ 攪拌ボリューム: 最大1.5リットル
■ 多種多様容器(ビーカー、フラスコ、ボトルなど)の攪拌に最適
■ インキュベーター内および冷蔵室での使用可能

速度範囲 100~1500rpm

プラットフォーム寸法 8.5 x 8.5 cm

動作温度 +4~+45℃ (最大65℃ )

寸法 (w x d x h) 12 x 12 x 3 cm

重量 0.2 kg

電源電圧 100V 50-60Hz 2W. 0.2A (5V DC 電源)

製品番号 製品名 価格（税抜） キャンペーン価格（税抜）

J804308 MINIMAG™ マグネティックスターラー ¥19,800 ￥16,500

使用方法は
YouTubeで
ご確認頂け
ます。

使用方法は
YouTubeで
ご確認頂け
ます。
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製品番号 製品名 価格（税抜）

J841900 アダプター　0.5ml  8ヶ入り ¥4,800

J841901 アダプター　0.2ml  8ヶ入り ¥4,800

■ 分子生物学で必要とされている16,000gを可能とし、実験室の新しいスタンダード遠心機です。
■ コンパクト、早い加減速時間、非常に静かなノイズレベルを実現しました。
■ 標準装備のローターは、1.5ml/2.0mlを使用でき、別売アダプターで0.2ml/ 0.5mlも使用可能です。

大画面ディスプレイ rpm/RCF(g)切り換え設定可能

使用可能なチューブ 1.5ml若しくは2.0ml ×12本

最大遠心力  16,100 RCF(g)

最大回転数　 15,500 rpm 

加速時間　 18秒

減速時間  10 秒

ノイズレベル 54dB 

サイズ 27×22×15cm（W×D×H）

重さ　 4.8 kg

電源　 100V, 50/60Hz

製品番号 製品名 価格（税抜） キャンペーン価格（税抜）

J841050 グライナー ハイスピードマイクロ遠心機 ¥190,000 ￥158,000
■ アクセサリー

ハイスピードマイクロチューブ遠心機

Greiner Mini Centrifuge,  High-Speed 

※キャンペーン対象外

使用方法は
YouTubeで
ご確認頂け
ます。

製品番号 製品名 価格（税抜）

J842900 マイクロ遠心機（J842050）用
クライオバイアルアダプター（4ケ入り） ¥7,200

J842900

標準装備

クライオバイアル
１ml及び2mlに対応

（4ml及び5mlには使用不可）

■ 5ml チューブ用遠心機
■ 蓋の開閉による操作でON/OFF のコントロール可能

最大回転数 5,500 rpm

最大遠心力 2,000 RCF (g)

サイズ 14×20×14 cm（W×D×H）

重量 1 kg

電源 100-240V, 50/60Hz

収納サイズ 5.0ml チューブ×4本,  1.5/2.0ml チューブ×4本

製品番号 製品名 価格（税抜） キャンペーン価格（税抜）

J842050 グライナー マイクロ遠心機 5 ¥64,000 ￥54,000

■ アダプター

5ml チューブ用遠心機

Greiner Micro Centrifuge 5

※キャンペーン対象外
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製品番号 製品名 価格（税抜） キャンペーン価格（税抜）

J849050 グライナー マイクロプレート用シェーカー ¥131,000 ￥110,000

■ 低室温にて使用可能
■ マイクロプレート用プラットフォーム標準装備

振とう速度 200- 1500 rpm 

軌道範囲 3mm

収容数　 マイクロプレート　4枚

動作温度　 4℃～ 65℃

タイマー 1分から99時間

サイズ 28×27×12 cm（W×D×H）

重量 5.5 kg 

電源 100-240V, 50-60 Hz, 250W

マイクロプレート用シェーカー 
Greiner Plate Shaker

Sapphire Pipettor マルチチャンネル

■ 独自のノズルデザインとピストン駆動部に特殊機構を設けており、
マルチチャンネルでのチップ装着バラツキを最小限に押さえます。

■ ピペッター本体のどの角度からもチップイジェクトできます。
■ 本体オートクレーブ可能です。
■ ボディーはＵＶ耐性です。
■ 一目で分かる容量表示。
■ 3種類のイジェクターポジション

製品番号 製品名／規格 価格（税抜） キャンペーン価格（税抜）
容量範囲

(μl)
容量
(μl)

Systematic error Random error プッシュ
ボタン(μl) (%) (μl) (%)

８
チ
ャ
ン
ネ
ル

89000810 Sapphire Pipette 8CH 0.5-10μl ¥79,000 ￥52,800 0.5-10 0.5 ± 0.09 ± 17.6% ≤ 0.04 ≤ 8.8%

5 ± 0.22 ± 4.40% ≤ 0.11 ≤ 2.20%

89000820 Sapphire Pipette 8CH 2-20μl ¥79,000 ￥52,800 2-20 10 ± 0.22 ± 2.2% ≤ 0.11 ≤ 1.1%

89008200 Sapphire Pipette 8CH 20-200μl ¥79,000 ￥52,800 20-200 2 ± 0.11 ± 5.5% ≤ 0.09 ≤ 4.4%

10 ± 0.22 ± 2.20% ≤ 0.11 ≤ 1.10%

89008300 Sapphire Pipette 8CH 20-300μl ¥79,000 ￥52,800 20-300 20 ± 0.40 ± 2.0% ≤ 0.17 ≤ 0.8%

■ プラスチックの環境問題に対応した紙製のフリーズボックス
■ 仕切りがアコーディオン式のため脱着がスムース
■ 仕切りは簡単にカットできるのでサンプルに合わせて調整可能
■ 底4か所に穴があるため液体窒素のドレインも早い
■ フタの上面と側面にロゴや書き込みスペースがあるので箱正面が分かりやすい
■ 9×9、10×10をご用意

製品番号 製品名 サイズ（W×D×H） 材質 販売単位 単価（税抜） ケース価格（税抜） キャンペーン価格（税抜）

J802709 クライオボックス 81本立（9×9） 
1ml/2mlクライオバイアル用

134×134×58 mm 紙 20個 ¥1,000 ¥20,000 ￥15,000

J802710 クライオボックス 100本立（10×10）
1ml/2mlクライオバイアル用

153×153×58 mm 紙 20個 ¥1,050 ¥21,000 ￥15,750

クライオボックス



■お願いおよび注意事項
【価格】価格は参考であり、販売店様からの実際の販売価格ではございません。実際の販売価格は、ご注文の際に販売店様にてご確認下さい。記載の価格は 2022 年 5月11日現在
の価格です。予告なしに改定される場合がございますので、ご注文の際にご確認下さい。記載の価格には消費税は含まれておりません。
【使用範囲】記載の商品は全て、「研究用器材・機器」です。人や動物の医療用としては使用しないよう、十分ご注意ください。

株式会社グライナー・ジャパン
〒 107-0052 東京都港区赤坂 2-17-44
TEL 03-3505-8875　FAX 03-3505-8945
URL https://www.gbo.com/ja_JP.html

グライナー・ジャパン取扱店

キャンペーン　　　　　専用注文書H0501

販売店様へお願い：
本キャンペーンをご利用の際は必ず専用注文書をご利用ください。
勝手なご依頼になりますが、当社社内システムの管理上、専用注文書以外でのご注文時は本キャンペーンは非適用とし、商品発送後のキャンペーン適用へのご変更は
お断りさせて頂きます。ご理解賜ります様よろしくお願いします。

● お客様ご記入欄

お名前

ご勤務先

ご所属

ご住所

TEL

e-mail

●販売店記入欄

販売店名

販売店担当者

支店・営業所

発注番号

TEL

FAX 03-3505-8945
キャンペーン期間：2022年5月11日 ～ 8月 10日

Document Number 202205001

製品番号 価格（税抜） ご発注数

J804308 MINIMAG™ マグネティックスターラー ￥16,500

J804309 デジタルホットプレートスターラー ￥66,500

J841050 グライナー ハイスピードマイクロ遠心機 ￥158,000

J841900※ ハイスピードマイクロ遠心機用   アダプター  0.5ml （8個入） ¥4,800

J841901※ ハイスピードマイクロ遠心機用   アダプター  0.2ml （8個入） ¥4,800

J842050 グライナー マイクロ遠心機 5 ￥54,000

J842900※ マイクロ遠心機（J842050）用  クライオバイアルアダプター（4個入） ¥7,200

J849050 グライナー マイクロプレート用シェーカー ￥110,000

89000810 Sapphire Pipette 8CH 0.5-10μl ￥52,800

89000820 Sapphire Pipette 8CH 2-20μl ￥52,800

89008200 Sapphire Pipette 8CH 20-200μl ￥52,800

89008300 Sapphire Pipette 8CH 20-300μl ￥52,800

J802709 1ml/2ml用クライオボックス81本立 （20個入） ￥15,000

J802710 1ml/2ml用クライオボックス100本立 （20個入） ￥15,750
※キャンペーン対象外
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