
ラボプロダクツ消耗品キャンペーン
2022 Spring
キャンペーン期間
2022年4月4日（月）～2022年6月30日（木）受注分まで 
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ご購入製品をWebから登録すると保証期間が延長！ 通常3年 ➡ 5年
ご登録はこちらから  thermofisher.com/jp-pipette-warranty 　

シングルチャンネルピペット

キャンペーン期間 2022年4月4日（月）～ 6月30日（木）受注分まで

Thermo ScientificTM FinnpipetteTM F1&F2 GLPキット
 キャンペーン番号 ｜REEE22

30%
OFF

製品番号 製品名 希望小売価格 キャンペーン価格
4700860N Finnpipette F1 GLP キット 4本セット （0.2～2 µL、2～20 µL、20～200 µL、100～1,000 µL） ¥129,200 ¥90,400 

4701060N Finnpipette F1 GLP キット 3本セット（2～20 µL、20～200 µL、100～1,000 µL） ¥100,700 ¥70,400 

4700880 Finnpipette F2 GLP キット 4本セット （0.2～2 µL、2～20 µL、20～200 µL、100～1,000 µL） ¥115,100 ¥80,500 

4701070 Finnpipette F2 GLP キット 3本セット （2～20 µL、20～200 µL、100～1,000 µL） ¥87,200 ¥61,000 

※ ピペットスタンド、試薬リザーバー（サンプル）付き
おわび： 新型コロナウイルスによる急激な需要増加に伴うピペットチップの供給不足により、本キットの標準添付品であるチップの同梱を一時中止しております。ご理解の

程よろしくお願いします。

Finnpipette F1

• 音がなく静かに容量設定、片手での操作が可能
• 設定した容量を確実にロックし、ピペッティング中の不意な
容量ズレを防止

Finnpipette F2

• フルオートクレーブ対応
　分解／再組み立ての必要がなく、汚染除去も簡単
• 高い堅牢性と耐久性
　化学薬品や紫外線に高い耐性あり

キットをご購入された方にノベルティ進呈
今回のディスカウントキャンペーンに併せて、Finnpipette F1&F2 GLPキットを1キットご購
入につき、右の当社ノベルティ1セット（内訳：ノート1冊・ボールペン2本・スマートフォング
リップ1個）を進呈いたします。ご希望の方は以下のURLからお申し込みください。

※  お一人さま3セットまでとさせていただきます。ノベルティの数に限りがあるため、品切れとなる場合があることを
あらかじめご了承ください。

お申し込みはこちらから  thermofisher.com/jp-pipette-nvt
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卓上スタンド 壁掛けホルダー

ご購入製品をWebから登録すると保証期間が延長！ 通常3年 ➡ 5年
ご登録はこちらから  thermofisher.com/jp-pipette-warranty

　

ご購入製品をWebから登録すると保証期間が延長！ 通常1年 ➡ 2年
ご登録はこちらから  thermofisher.com/jp-pipette-warranty

　

製品番号 カラー 希望小売価格 キャンペーン価格
9501 ホワイト ¥45,100 ¥31,500

9511 クリア ¥45,100 ¥31,500

9521 ブルー ¥45,100 ¥31,500

9531 レッド ¥45,100 ¥31,500

9541 グリーン ¥45,100 ¥31,500

製品番号 チャンネル 容量レンジ 適合チップ 希望小売価格 キャンペーン価格
4662000 8 1～10 µL Flex 10、10 ¥118,400 ¥88,800 

4662010 8 5～50 µL Flex 200、250 Univ ¥118,400 ¥88,800 

4662020 8 10～100 µL Flex 200、250 Univ ¥118,400 ¥88,800 

4662030 8 30～300 µL Flex 300、300 ¥118,400 ¥88,800 

4662040 12 1～10 µL Flex 10、10 ¥135,800 ¥101,800 

4662050 12 5～50 µL Flex 200、250 Univ ¥135,800 ¥101,800 

4662060 12 10～100 µL Flex 200、250 Univ ¥135,800 ¥101,800 

4662070 12 30～300 µL Flex 300、300 ¥135,800 ¥101,800 

マルチチャンネルピペット

電動ピペッティングエイド

キャンペーン期間 2022年4月4日（月）～ 6月30日（木）受注分まで

Thermo ScientificTM S1 Pipet Filler
 キャンペーン番号 ｜REEE24

Thermo ScientificTM FinnpipetteTM F2 マルチチャンネル
 キャンペーン番号 ｜REEE23

30%
OFF

25%
OFF

• 121 °C（2 ata）、20分間のオートクレーブが可能
• ハンドルの材質には耐熱性、耐衝撃性に優れたポリアミドを採用

• 長寿命のリチウムイオンバッテリー
　1回の充電で約15時間使用でき、急速充電可能 

• スタンド、ホルダー、1 mLピペットサポート標準装備



4 キャンペーン期間 2022年4月4日（月）～ 6月30日（木）受注分まで

通常分注メニュー画面

製品番号 チャンネル 容量レンジ 連続分注モードの最小分注量 適合チップ 希望小売価格 キャンペーン価格
46200000 1 1～10 µL 0.5 µL Flex 10、10 ¥92,700 ¥60,200

46200300 1 5～50 µL 2.5 µL Flex 200、250 Univ ¥92,700 ¥60,200

46200400 1 10～100 µL 5 µL Flex 200、250 Univ ¥92,700 ¥60,200

46200500 1 30～300 µL 15 µL Flex 300、300 ¥92,700 ¥60,200

46200600 1 100～1,000 µL 50 µL Flex 1000、1000 ¥92,700 ¥60,200

46200700 1 0.5～5 mL 0.25 mL  5 mL ¥92,700 ¥60,200

46200800 1 1～10 mL 0.5 mL 10 mL ¥92,700 ¥60,200

46300000 8 1～10 µL 0.5 µL Flex 10、10 ¥194,400 ¥126,300

46300200 8 5～50 µL 2.5 µL Flex 200、250 Univ ¥194,400 ¥126,300

46300400 8 30～300 µL 15 µL Flex 300、300 ¥194,400 ¥126,300

46300800 8 100～1,200 µL 50 µL Flex 1200 ¥232,300 ¥150,900

46300100 12 1～10 µL 0.5 µL Flex 10、10 ¥219,000 ¥142,300

46300300 12 5～50 µL 2.5 µL Flex 200、250 Univ ¥219,000 ¥142,300

46300500 12 30～300 µL 15 µL Flex 300、300 ¥219,000 ¥142,300

46300700 16 5～50 µL 2.5 µL 50 ¥243,600 ¥158,300

電動ピペット

Thermo ScientificTM FinnpipetteTM Novus
 キャンペーン番号 ｜REEE25

• 日本語表示対応
• 人さし指によるトリガーアクション
　手の負担を軽減し、快適な操作が可能
• 長寿命バッテリー
　1回のフル充電で、約4,000回の分注操作が可能
• 分注機能が豊富
　フォワード法、リバース法、ステッパー分注、希釈、ミキシングなどの分注機能を搭載

35%
OFF

ご購入製品をWebから登録すると保証期間が延長！ 通常1年 ➡ 2年
ご登録はこちらから  thermofisher.com/jp-pipette-warranty

　



5キャンペーン期間 2022年4月4日（月）～ 6月30日（木）受注分まで

Matrix 2Dチューブ 1.0 mL

サイドバーコード付き

バーコードラック

バイオバンク、サンプル管理を始めようとしている方におすすめ
• サンプルとデータの一元管理が可能
• 不純物の含有が少ないバージンポリプロピレンを使用（USP Class VI適合）
• 気密性に優れた設計
• レーザーエッチング加工の堅牢な2Dコード
• 10～12桁英数字の目視コード
• サイドバーコードでダブルチェック可能
• SBS規格準拠
• バーコード付きラックはラックトラッキングも可能

2Dコード付きサンプル保存用チューブ

Thermo ScientificTM MatrixTM 2Dチューブ
生体試料サンプル管理をもっと効率的に！ 今だけお試し30％ OFF キャンペーン番号 ｜REEE26

【材質】 チューブ 本体・キャップ：PP／ガスケット：TPE
　　　 ラック 本体：PP／フタ：PC

製品番号 容量 1Dコード 目視コード バーコードラック 入数 希望小売価格 キャンペーン価格
3741 1.0 mL － － －

96本×5ラック

¥62,600 ¥43,800

3741-BR 1.0 mL － － ● ¥63,600 ¥44,500

3741-WP1D 1.0 mL ● ● － ¥70,900 ¥49,600

3741-WP1D-BR 1.0 mL ● ● ● ¥71,900 ¥50,300

随時受付中   サンプルの高品質化セミナー
本セミナーでは、高品質なサンプルとは?に始まり、 サンプルの取り扱い
や保存についての考え方、標準化を取り巻く現状についてご説明します。ま
た、サンプルの価値を高め、さらには研究成果の付加価値を高める戦略的
なサンプル管理方法のご提案やアイデアをご紹介します。

お申し込みはこちらから  thermofisher.com/jp-2d-tube

サンプルの価値を高め、さらには研究成果の
付加価値を高める戦略的なサンプル管理方法

サンプルを汚染しない高品質なチューブ
高純度樹脂使用で低溶出
DNase／RNaseフリー
パイロジェンフリー

リークテスト済み
高い気密性を維持

サイドバーコード（1Dコード）

目視コード

2Dコード
優れた耐熱（冷）性
化学薬品耐性
耐摩擦性

SBS規格準拠のラック対応
コードの一括読み取りが可能

30%
OFF



6 キャンペーン期間 2022年4月4日（月）～ 6月30日（木）受注分まで

サンプル保存用ポリプロピレンプレート

Thermo ScientificTM NuncTM ストレージプレート

Thermo ScientificTM ABgeneTM ストレージプレート

• 96ウェル／96ウェルディープ／384ウェルプレート
• オートメーションに適したASNI準拠
• タンパク質・核酸の吸着が少なく、優れたサンプル回収率を実現　●  DNase／RNaseフリー
• 1 ウェルの容積が大きく、より効率的なミキシングが可能　●  使用温度範囲：‒80～121 °C
• 大腸菌やイースト菌などの培養には、最大容量1.3 mLと2.0 mLがおすすめ

• 96ウェル／96ウェルディープ／384ウェルプレート
• オートメーションに適したASNI準拠　●  ヒトDNAフリー、RNase／DNaseフリー
• 製品により個包装タイプあり　●  遠心可能
• 化学薬品耐性あり：DMSO、エタノール、イソプロパノール　●  使用温度範囲：‒196～121 °C
• PCRやqPCRなどの核酸を用いるアプリケーションにおすすめ　

【材質】 PP
製品番号 最大容量 底形状 ウェル形状 許容容量（µL） カラー 滅菌 包装（個×包） 希望小売価格 キャンペーン価格
96ウェル
267245 500 µL U底 丸型 20～450 ナチュラル － 10×12 ¥50,100 ¥30,000
267334 500 µL U底 丸型 20～450 ナチュラル ● 10×12 ¥52,800 ¥31,600
96ディープウェル 
260252 1.3 mL U底 丸型 50～1,000 ナチュラル － 5×10 ¥40,300 ¥24,100
260251 1.3 mL U底 丸型 50～1,000 ナチュラル ● 5×10 ¥41,300 ¥24,700
278752 2.0 mL U底 丸型 50～1,900 ナチュラル － 5×12 ¥56,100 ¥33,600
278743 2.0 mL U底 丸型 50～1,900 ナチュラル ● 1×60 ¥57,500 ¥34,500
384ウェル 
264573 120 µL U底 角型 10～100 ナチュラル － 20×6 ¥98,100 ¥58,800
264574 120 µL U底 角型 10～100 ナチュラル ● 20×6 ¥100,700 ¥60,400

【材質】 PP
製品番号 最大容量 底形状 ウェル形状 カラー 滅菌 最大遠心力 包装（個×包） 希望小売価格 キャンペーン価格
96ウェル
AB1058 200 µL V底  丸型 ナチュラル クリーンルーム製造 5,000 g 100×1 ¥52,500 ¥36,700
AB0796 330 µL U底  丸型 クリア クリーンルーム製造 5,000 g 100×1 ¥35,100 ¥24,500
96ディープウェル 
AB0765 800 µL V-コニカル底  丸型 ナチュラル  クリーンルーム製造 2,000 g 1×50（個包装） ¥35,000 ¥24,500
AB0859 800 µL V-コニカル底 丸型 ナチュラル  クリーンルーム製造 2,000 g 50×1 ¥31,400 ¥21,900
AB1127 1.2 mL U底 角型 ナチュラル  クリーンルーム製造 2,000 g 1×50（個包装） ¥36,300 ¥25,400
AB0661 2.2 mL U底 角型 ナチュラル  クリーンルーム製造 5,000 g 50×1 ¥45,400 ¥31,700
AB0932 2.2 mL V-コニカル底 角型 ナチュラル  クリーンルーム製造 5,000 g 1×50（個包装） ¥41,400 ¥28,900
384ディープウェル 
AB1178 250 µL V底 角型 クリア  クリーンルーム製造 5,000 g 50×1 ¥47,100 ¥32,900

ABgene ストレージプレートのウェル形状・底形状

ウェル形状：
丸

ウェル形状：
角

U底 V-コニカル底 ピラミッド形底V-コニカル底V底 U底

30%
OFF

40%
OFF

 キャンペーン番号 ｜REEE27
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• 接着タイプのシーリングテープ。 
　PP／PSプレートに対応
• アッセイ時や保管時などのサンプル蒸発やコンタミネーションの防止に

キャンペーン期間 2022年4月4日（月）～ 6月30日（木）受注分まで

シーリングテープ&キャップマット

Thermo ScientificTM NuncTM シーリングテープ

Thermo ScientificTM ABgeneTM シーリングテープ

Thermo ScientificTM NuncTM ストレージプレート用キャップマット

Thermo ScientificTM ABgeneTM ストレージプレート用キャップマット

• 接着タイプのシーリングテープ。
   PP／PSプレートに対応
• 対応温度範囲：‒40～80 °C　●  シールなしタブ付きで剝がしやすい
• アッセイ時や保管時などのサンプル蒸発やコンタミネーションの防止に

• ‒80 °Cでの保存可能（276011除く）
• ウェル内部への突出が最小限かつ優れたシーリング性
• 製品番号276011はプレスリットが入っており、繰り返しピアッシング可能
• アッセイ時や保管時などのサンプル蒸発やコンタミネーションの防止に

• ‒20 °Cでの保存可能
• ウェル内部への突出が最小限かつ優れたシーリング性
• アッセイ時や保管時などのサンプル蒸発やコンタミネーションの防止に

製品番号 材質 接着剤 アプリケーション／特性 カラー 滅菌 ピア
サブル

DNase／
RNase 使用温度 入数 希望

小売価格
キャンペーン
価格

232701 ポリオレフィン アクリル酸系 低自家蛍光、DMSO耐性、顕微鏡 クリア － － － ‒70～100 °C 100 ¥11,900  ¥6,500
232702 ポリオレフィン アクリル酸系 PCR、蛍光アッセイ、顕微鏡 クリア － － ● ‒70～100 °C 100 ¥15,500 ¥8,500
236366PK ポリエステル アクリル系 細胞培養などの滅菌アプリケーション クリア ● － － ‒70～100 °C 200 ¥16,700 ¥9,100 
241205 レーヨン アクリル酸系 ガス透過性、細胞培養 白 ● ● － ‒20～80 °C 50 ¥9,500 ¥5,200  

276014 アルミニウム シリコン系 PCR、光感受性サンプルの保護
などの各種アプリケーション シルバー ● ● ● ‒80～120 °C 100 ¥16,600 ¥9,100  

製品番号 材質 接着剤 アプリケーション／特性 カラー 滅菌 ピアサ
ブル

DNase/
RNase 使用温度 入数 希望

小売価格
キャンペーン
価格

AB0580 PVDCコート
ポリプロピレン アクリル系 各種アプリケーション クリア － － － ‒40～80 °C 100 ¥9,500 ¥6,600

AB0718 ポリプロピレン アクリル系 ガス透過性、好気性培養向け クリア － － － ‒20～80 °C 50 ¥20,100 ¥14,000

製品番号 材質 ウェル数 カラー ウェル形状 使用温度 ピアサブル スリット オートクレーブ 滅菌 入数           希望
小売価格

キャンペーン
価格

276000 TPE 96 ナチュラル 丸型 ‒80～121 °C ● － － ● 50 ¥20,400 ¥11,200

276002 TPE 96 ナチュラル 丸型 ‒80～121 °C ● － － － 50 ¥18,300 ¥10,000

276011 シリコン＊ 96 ナチュラル 丸型 ‒20～121 °C ● ● － － 50 ¥42,600 ¥23,400

＊ 100%DMSOでの使用不可

製品番号 材質 ウェル数 カラー ウェル形状 使用温度 ピアサブル スリット オートクレーブ 滅菌 入数           希望
小売価格

キャンペーン
価格

AB0566 TPE 96 ナチュラル 丸型 ‒20～55 °C ● － － － 50 ¥30,100  ¥21,000  
AB0566SP TPE 96 ナチュラル 丸型 ‒20～55 °C － － － － 50 ¥32,900  ¥23,000  
AB0674 TPE 96 ナチュラル 丸型 ‒20～130 °C － － ● － 50 ¥29,200  ¥20,400  
AB0675 TPE 96 ナチュラル 角型 ‒20～130 °C － － ● － 50 ¥29,200  ¥20,400 

276011

 キャンペーン番号 ｜REEE32

45%
OFF

30%
OFF
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ELISA用プレート

Thermo ScientificTM NuncTM CovaLinkTM（コバリンクNH）
モジュールプレート キャンペーン番号 ｜REEE33

Thermo ScientificTM NuncTM FluoroNuncTM／LumiNuncTM

モジュールプレート キャンペーン番号 ｜REEE34

• ストリップは分割不可
• カルボジイミド処理によってカルボキシル基、5’末リン酸基と特異的に結合
• グルタルアルデヒド処理によってアミノ基と結合

• 蛍光／発光イムノアッセイに最適
• 自家蛍光／発光を抑える
• ウェル間のクロストークが抑えられる

各種モジュールプレートにより効率的なアッセイを！

キャンペーン期間 2022年4月4日（月）～ 6月30日（木）受注分まで

ウェル形状

F底
（平底）

U底
（丸底）

C底
（平底＋カーブエッジ）

C底
（スターウェル）

400 µL/ウェル 300 µL/ウェル 350 µL/ウェル 330 µL/ウェル

光学的測定に最適 高い洗浄効率 光学測定と洗浄効果を
両立

固相化の面積を最大
42％アップ

40%
OFF

40%
OFF

2 nm

O NH
H3C

N

CH3

コバリンクNH基

コバリンクNH表面の模式図
特許を用いた手法により、プレート表面から2 nmのスペー
サーを介してNH基が存在しており、架橋剤を用いることで
ターゲット分子と共有結合できる。

製品番号 表面 ウェル数／形状 カラー 最大容量（µL） 使用容量（µL） 表面積（cm2） 包装（包/ケース） 希望小売価格 キャンペーン価格
478042 NH F8 クリア 400 100 2.7 5/30 ¥68,200 ¥40,900

製品番号 表面 ウェル数／形状 カラー 最大容量（µL） 使用容量（µL） 表面積（cm2） 包装（包/ケース） 希望小売価格 キャンペーン価格
475523 ポリソープ F16 ブラック 400 350 2.7 10/60 ¥57,600 ¥34,500

437702 ポリソープ C8 ホワイト＊2 350 250 2.5 10/60 ¥80,100 ¥48,000

437591＊1 マキシソープ C8 ホワイト＊2 350 250 2.5 10/60 ¥80,100 ¥48,000

437915＊1 マキシソープ C12 クリア 350 250 2.5 10/60 ¥67,600 ¥40,500

＊1 Certificate付き
＊2 発光分析用としても使用可能
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汎用チューブ

フィルターウェア

Thermo ScientificTM SterilinTM 
Universal コニカルチューブ 30 mL キャンペーン番号 ｜REEE35

Thermo ScientificTM NalgeneTM FastCapTM

大容量ボトルトップフィルター（PES）

Thermo ScientificTM NalgeneTM Rapid-FlowTM 
遠心チューブ用フィルター（PES）

最大容量25 mLのちょうど良いサイズの自立型コニカルチューブ
• ヒトDNAフリー、DNase／RNaseフリー　●  パイロジェンフリー
• 1/2回転でキャップが閉まるQuick Startキャップなので開閉が容易
• ｰ80 °Cでの保存可能　●  最大遠心力9,500 ×gまで対応可＊1

• 信頼のリークテスト＊2実施済み　●  目盛りは5 mL間隔で大きな印字ラベル付き
• ガンマ滅菌または無菌施設製造

＊1 遠心条件は、当社遠心機での条件であり、ご使用になるローターの説明書をご参照ください。
　  特殊なサンプルの場合は、必ずお客さまでお試しいただきご使用ください。
＊2 リークテストはBS EN 14254に準拠した試験を実施しました。

• PESボトルの口に置くだけでバキュームを使ってろ過を開始できるタイプ
• 最大ろ過容量は5 L

• 50 ｍL遠心チューブに直接フィルターをセット可能
• 50 mL遠心チューブ（12本）と遠心チューブスタンド（2個）が付属

50%
OFF

製品番号 呼称容量
（mL）

最大容量
（mL） 容量目盛り 外寸（mm） 最大遠心

加速度（×g） 包装（個×包） 滅菌 希望小売価格 キャンペーン価格

30APPRN 30 25 なし 94×31 9,500 50×8 無菌施設製造 ¥17,600 ¥8,800

30BPPRN 30 25 プリント 94×31 9,500 50×8 無菌施設製造 ¥18,000 ¥9,000

30APPRNIRR 30 25 なし 94×31 9,500 50×8 ● ¥20,400 ¥10,200

30BPPRNIRR 30 25 プリント 94×31 9,500 50×8 ● ¥20,800 ¥10,400

【材質】 メンブレン：PES／本体：PS

製品番号 メンブレン径 ポアサイズ 包装（1ケース） 希望小売価格 キャンペーン価格
298-9020 90 mm 0.2 µm 10 ¥43,600 ¥23,900

【材質】 メンブレン：PES／本体：PS／遠心チューブ：PP

製品番号 メンブレン径 ポアサイズ 包装（1ケース） 希望小売価格 キャンペーン価格
564-0020 50 mm 0.2 µm 12 ¥13,500 ¥7,400

 キャンペーン番号 ｜REEE36

45%
OFF

キャンペーン期間 2022年4月4日（月）～ 6月30日（木）受注分まで



10 キャンペーン期間 2022年4月4日（月）～ 6月30日（木）受注分まで

プラスチック製実験器具

ThermoScientificTM NalgeneTM ビーカーバラエティパック（PP）
オートクレープ可能

ThermoScientificTM NalgeneTM PMP製ビーカー

ThermoScientificTM NalgeneTM オークリッジ遠沈管

• 人気のPP製プラスチックビーカー（1201-シリーズ）が7サイズセットになったお得な
パック

• 50～1,000 mLの7サイズ　●  目盛り付き
• すべてのサイズを1,000 mLビーカーに重ねて収納可能なので省スペース
• ISO 6706：1981に準拠　●  溶液を入れる本体の材質のみUSP Class Ⅵに準拠

• 酸、塩基、脂肪酸、アルコール、アルデヒド、エステルに耐性
• 連続的な使用では150 °Cまでの耐温性あり

有機溶媒の遠心分離用に
• ＜10,000 ×gで液漏れ防止　●  フッ素樹脂性のため優れた化学薬品耐性
• 最大遠心加速度（50,000 ×g）までの冷却／非冷却遠心用
※ 10,000 ×g以上では液漏れ防止のためライナー付きシーリングキャップをご使用ください。

50%
OFF

【材質】 本体：PP

製品番号 サイズ 個数 希望小売価格 キャンペーン価格

1201-1234
50 mL、100 mL、150 mL、250 mL、

400 mL、600 mL、1,000 mL
各1 ¥8,800 ¥4,400

【材質】 PMP

製品番号 容量 入数 希望小売価格 キャンペーン価格
1203-0600PK 600 mL 6 ¥10,300 ¥6,100

1203-4000PK 4 L 1 ¥10,600 ¥6,300

【材質】 本体：FEP／キャップ：ETFE

製品番号 呼称容量（mL） 包装（1包） 希望小売価格 キャンペーン価格
3114-0010PK 10

2

¥8,900 ¥5,300  

3114-0030PK＊1 30 ¥12,700  ¥7,600

3114-0050PK＊1    50＊2 ¥15,200 ¥9,100  

＊1 30 mL、50 mLにはそれぞれ製品番号DS3131-0020、DS3131-0024のライナー付きシーリングキャップあり
＊2 標準的な50 mLのローター用で使用する場合は42 mLがすり切り一杯   

 キャンペーン番号 ｜REEE37

プラスチック製製品は、軽く、扱いやすいのみならず、化学薬品耐性や強度に優れているため、
用途に応じてガラス製製品と使い分けることで、より安全な研究環境をつくることができます。
ThermoScientific™ Nalgene™製品は、70年以上にわたってお客さまにご愛顧いただいている
信頼と実績のあるプラスチック製実験器具です。

40%
OFF

40%
OFF
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2301‐xxxx

• 一体成形で継ぎ目のないチューブ差し込み口
付き

• 内径は13 mmのチューブが適合（チューブ不含）
• 差し込み口は低く、内容物を無駄なく注出できる

2340‐xxxx

• 底部がつかみやすいように成形されており、
　注出時に便利
• 注出口が突き出ていて溶液の飛散を防止

2318‐xxxx／2320‐xxxx

• 活栓キャップ付き
• 10 Lサイズ以上は5 L単位の目盛りと
　 一体成形のハンドル付き
• 内径6.3～8.0 mmのチューブが適合する
　 アダプター付き
• アダプターを外すと内径16 mmの
　 チューブが適合

キャンペーン期間 2022年4月4日（月）～ 6月30日（木）受注分まで

ThermoScientificTM NalgeneTM

活栓付き丸型カーボーイ

ThermoScientificTM NalgeneTM

大型細口丸型ボトル

Thermo ScientificTM NalgeneTM

大容量カーボーイ

ラボの流しまわりのバッファー、蒸留水イオン交換水整理に
• 活栓キャップ付き　●  PP製はオートクレーブ可能（付属アダプターは不可）
• 10 Lサイズ以上は1 ガロン／5 L単位の目盛りと一体成形のハンドル付き
• 内径6.3～8.0 mmのチューブが適合するアダプター付き（アダプターを外す場合は内径16 mm）

大量の試薬保管用に
• 汎用性の高いポリプロピレン製　●  オートクレーブ可能（付属アダプターは不可）
• 4 L／8 Lサイズ（製品番号2203-0010PK､-0020PK）は、肩にタグ用のループ付き
• 液漏れ防止構造

40%
OFF

40%
OFF

40%
OFF

8319-xxxx PP製

【材質】 本体：PPまたはLDPE／キャップ・活栓：PP　ガスケット：TPE／アダプター：HDPE
製品番号 本体材質 容量（L）（肩口まで） キャップタイプ 口内径（mm） キャップ付高さ（mm） 本体外径（mm）包装（1包） 希望小売価格 キャンペーン価格
8319-0020PK PP 10 83B 64 389 250 1 ¥24,400 ¥14,600

8319-0050PK PP 20 83B 64 528 286 1 ¥30,400 ¥18,200

8318-0050PK LDPE 20 83B 64 528 286 1 ¥23,000 ¥13,800

8319-0130 PP 50 83B 64 678 379 1 ¥53,300 ¥31,900

【材質】 本体：PPCO／キャップ：PP
製品番号 容量（L）（肩口まで） キャップタイプ 口内径（mm） キャップ付高さ（mm） 本体外径（mm） 包装（1包） 希望小売価格 キャンペーン価格
2203-0005PK 2 38－430 25 249 121

1

¥3,400 ¥2,000

2203-0010PK 4 38－430 25 333 152 ¥5,900 ¥3,500

2203-0020PK 8 53B 37 409 193 ¥8,500 ¥5,100

製品番号 材質 容量（L） 形状 タイプ 入数 希望
小売価格

キャンペーン
価格

2301-0020PK PP 10 丸型 チューブ差し込み口付き

1

¥21,300 ¥12,700

2301-0050PK PP 20 丸型 チューブ差し込み口付き ¥27,200 ¥16,300

2340-0020PK LDPE 10 丸型 安全分配タイプ ¥23,400 ¥14,000

2340-0050PK LDPE 20 丸型 安全分配タイプ ¥29,200 ¥17,500

2318-0010PK LDPE 4 丸型 活栓付きタイプ ¥9,200 ¥5,500

2318-0065 LDPE 25 丸型 活栓付きタイプ ¥25,800 ¥15,400

2320-0020PK HDPE 9 角型 活栓付きタイプ ¥21,300 ¥12,700

2320-0050PK HDPE 20 角型 活栓付きタイプ ¥28,000 ¥16,800

2301‐

2318‐

2320‐

2340‐



サーモフィッシャーサイエンティフィック株式会社
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研究用にのみ使用できます。診断用には使用いただけません。これらの製品は一般的なラボでの使用を目的としています。
製品の性能がお客さまの用途やアプリケーションに適しているかどうかはお客さま自身でご確認ください。  
©2022 Thermo Fisher Scientific Inc. All rights reserved.
All trademarks are the property of Thermo Fisher Scientific and its subsidiaries unless otherwise specified.
記載の価格は2022年4月現在のメーカー希望小売価格です。消費税は含まれておりません。
実際の価格は、弊社販売代理店までお問い合わせください。
価格、製品の仕様、外観、記載内容は予告なしに変更する場合がありますのであらかじめご了承ください。
本誌掲載のキャンペーンは日本国内のお客さまのみ有効です。また、同製品の他のキャンペーンと重複してご利用いただくことはできません。
標準販売条件はこちらをご覧ください。thermofisher.com/jp-tc  LPD014-A2204CE

テクニカルサポート   0120-477-392      jptech@thermofisher.com
オーダーサポート TEL：03-6832-9260　FAX：03-6832-9261
営　業　部 TEL：03-6832-9270　FAX：03-6832-9271 

2022年1月5日から「いつでもFinnpipetteスペシャルサポート2022」を実施しております。
ご興味のある方はこの機会にぜひ、ご検討ください。

【キャンペーン内容】
他社ブランドピペットをお引き取りで、当社対象ピペットを特別価格32～34％ OFFにて
ご提供します。

【対象製品】
• Thermo ScientificTM F1-ClipTipTM ピペッティングシステム　
• Thermo ScientificTM E1-ClipTipTM ピペッティングシステム
• Thermo ScientificTM FinnpipetteTM F1 シングル／マルチチャンネルピペット
• Thermo ScientificTM FinnpipetteTM F2 シングル／マルチチャンネルピペット

お申し込みはこちらから  thermofisher.com/jp-specialsupport2022

いつでもFinnpipetteスペシャルサポート2022

4

見積書を確認後、注文書をFAX。

6

ピペットとお引き取り品を受け取る。

いつでも Finnpipette
スペシャルサポート2022
F1／E1-ClipTip、Finnpipette F1／F2を
特別価格でご提供します

ご注文依頼書
キャンペーンコード：LHC2201-S

お客さま

施設名 部署名
ご担当者名 e-mail

住所   
〒

TEL FAX

申し込み日　　　　　　年　　　　月　　　　日

販売店用

会社名 支店・営業所　　　　　　　　　　     

担当者名 e-mail

住所   
〒

TEL FAX

ご希望ピペット
製品番号 製品名 数量 お引き取り品ブランド名

※ピペット購入に併せて、出荷時校正（ISO/IEC17025校正）は必要ですか？  □ 要　□ 不要　
校正内容および価格はこちらをご覧ください  www.thermofisher.com/jp-pipette-service

●  実施期間は予告なく終了する場合がございます。
●  お引き取り品にはデコンタミネーション証明書の添付が必要です。証明書の入手はwww.thermofisher.com/jp-pipette-serviceから「デコンタミネーション証明書」をクリックしてください。

ご注文の流れ
お客さま 販売店 サービスセンターおよびカスタマーセンター

1

下の「ご注文依頼書」にご希望
のピペット品名・数量およびお引
き取り品ブランド名をご記入の
上、当社販売店にお引き取り品と
併せてお渡しください。
●  お引き取り品は他社ブランド
ピペットに限ります。当社ピペッ
ト（Finnpipette、Matrix）は、対
象外です。

●  お引き取り品1本から受け付け
ます。シングル、マルチのチャン
ネルの種類は問いませんが、特
別価格でのご提供はお引き取り
本数と同数までとなります。

2

記入漏れ・不足がないことを確認の上、依頼書とお引き取り品およ
びデコンタミネーション証明書を当社サービスセンターに送付。
［送り先］
サーモフィッシャーサイエンティフィック株式会社 ピペットサービス
センター いつでもFinnpipetteスペシャルサポート係宛て
〒221-0022 横浜市神奈川区守屋町3-9 C棟
TEL 045-453-9227　FAX 045-453-9228

3

依頼書とお引き取り品を確認の上、見積
書を販売店にFAX。

5

●  販売店経由にてご指定のピペットおよび
納品書を発送。

●  お引き取り品を返却。

※ ご要望に応じて、お引き取り品回収バッグを
    ご用意させていただきます。

※2023年3月31日まで

2022年1月1日の価格改定に伴い、「いつでもFinnpipette スペシャルサポート 2021」は2021年12月24日を
もちまして終了しました。2022年1月5日から2023年3月31日までは本プログラムをご利用ください。

サーモフィッシャーサイエンティフィック株式会社

thermofisher.com

facebook.com/ThermoFisherJapan @ThermoFisherJP

テクニカルサポート   0120-477-392      jptech@thermofisher.com
オーダーサポート TEL：03-6832-9260　FAX：03-6832-9261
営　業　部 TEL：03-6832-9270　FAX：03-6832-9271 

研究用にのみ使用できます。診断用には使用いただけません。これらの製品は一般的なラボでの使用を目的としています。
製品の性能がお客さまの用途やアプリケーションに適しているかどうかはお客さま自身でご確認ください。  
© 2022 Thermo Fisher Scientific Inc. All rights reserved.All trademarks are the property of Thermo Fisher Scientific and its subsidiaries unless otherwise specified.
記載の価格は2022年1月現在のメーカー希望小売価格です。消費税は含まれておりません。実際の価格は、弊社販売代理店までお問い合わせください。
価格、製品の仕様、外観、記載内容は予告なしに変更する場合がありますのであらかじめご了承ください。
本誌掲載のキャンペーンは日本国内のお客さまのみ有効です。また、同製品の他のキャンペーンと重複してご利用いただくことはできません。
標準販売条件はこちらをご覧ください。thermofisher.com/jp-tc LHC039-A2201CE

プラスチック消耗品はこれ1冊にお任せ！
全452ページで、多くの研究室で必需品となるプラスチック消耗品を網羅しています。
この機会に研究室にぜひ1冊いかがですか。

カタログ冊子をご希望のお客さまは、件名に「ラボプロカタログ2022」とご記入のうえ、送付
先、お名前、部数を明記して以下のメールアドレスへご用命ください。
info.LPG.jp@thermofisher.com

PDF版はこちらからダウンロードできます  thermofisher.com/jp-catalog

消耗品カタログ2022発刊！

※ 2022年1月1日の価格改定に伴い、「いつでもFinnpipetteスペシャルサポート 2021」は2021年12月24日をもちまして終了しました。


