
2021年10月1日～12月28日受注分まで

ザルトリウス202 1
年末特別価格
キャンペーン

高機能で使いやすい一押しラボ用製品を
年末特別価格でご用意しました。
この機会をぜひご利用ください。

Simplifying Progress
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MCA表示部
アプリケーションによる拡張機能
を搭載した、多機能型大型カラー
タッチディスプレイ

分析・1 mgモデルにはイオナイザー内蔵の自動ドア式ガラス風
防が選択可能。粉体や樹脂サンプルからの静電気による指示値
のばらつきを軽減し、精度と作業効率を高めます。
ウルトラミクロ・ミクロ天びんには環境測定やエンジン排ガス試
験向けにフィルターひょう量用風防も選択できます。

さまざまなタイプの容器（マイクロ・コニカルチューブやフラスコ
など）に対応したサンプルホルダーを使用し、容器に直接ひょう
量することでサンプルのロスを防ぎます。また安定所要時間が短
縮され、繰り返し性も向上します（オプション対応品）。

モジュール式ひょう量システムCubis IIは、ハードウェアとソフ
トウェアのさまざまな組合せ構成が可能です（表示部、風防、
アプリなど）。コンプライアンス対応含め、ユーザーにとって最
適なひょう量作業ができる特別な天びんを提供いたします。

MCE表示部
優れた判読性と操作性を持った、
ベーシックタイプのハイブリッド
タッチスクリーン

電子天びん Cubis® II シリーズ  20% OFF 

年末特別価格キャンペーン　電子天びん Cubis® II シリーズ

次世代モジュラー式プレミアム電子天びん

使用目的により表示部を選択（2種類）

ひょう量作業を手助けするアクセサリ サンプルの特性や作業効率を考慮し、
風防を選択可能（10種類）

QAppソフトウェアによる、ワークフロー改善や
コンプライアンス対応  （MCA表示部のみ）

組合せ構成のひとつにソフトウェアも含まれます。各QAppパッケージにより、
データインテグリティなどへのコンプライアンス対応や、動物ひょう量、バック
ひょう量、チェックひょう量、調・配合など特殊なひょう量作業にも対応します。

上位通信への完全接続

設置環境
モニタリング

QAppによるQAppによる
ワークフロー支援ワークフロー支援

製薬コンプライアンス

イオナイザー内蔵

オートレベリング
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※  キャンペーン対象は上記リストのモデルを含む全ハイランナーモデルと、組合せ構成が可能なモジュラー方式モデルの全機種となります。
※  ハイランナーモデルはニーズや評価の高い組合せでのモデルとなり、仕様固定の製品です。リストはハイランナーモデルの一部製品となります。
　  またモジュラー方式での組合せは数千通りのパターンでの構成が可能です。モジュラー方式での製品や詳細については弊社カタログでご確認いただくか、代理店にお問い合わせください。
※ ハイランナーモデルの型式は、実際の納入品に記載の型式とは異なります。詳細は弊社営業までお問い合わせください。

製品番号 MCA2.7SM-S01 MCA2.7SF-S01 MCA10.6SM-S01 MCA6.6SM-S01 MCA3.6PM-S01 MCA225SI-S01 MCA524SI-S01

通常価格 ¥3,195,000 ¥3,291,000 ¥2,985,000 ¥2,446,000 ¥2,051,000 ¥1,569,000 ¥1,419,000

キャンペーン価格 ¥2,556,000 ¥2,632,800 ¥2,388,000 ¥1,956,800 ¥1,640,800 ¥1,255,200 ¥1,135,200

出荷時JCSS証明書 ¥72,000 ¥72,000 ¥62,000 ¥62,000 ¥62,000 ¥47,000 ¥42,000

読取限度（μg） 0.1 0.1 1 1 1/2/5 0.01 mg 0.1 mg

ひょう量（mg） 2,100 2,100 10,100 6,100 1,100/2,100/3,100 220 g 520 g

表示部 多機能表示部 多機能表示部 多機能表示部 多機能表示部 多機能表示部 多機能表示部 多機能表示部
レベリング オート オート オート オート オート オート オート

風防形状 モーションセンサー
付き自動風防

フィルターひょう量用
手動風防

モーションセンサー
付き自動風防

モーションセンサー
付き自動風防

モーションセンサー
付き自動風防

イオナイザー
付き自動風防

イオナイザー
付き自動風防

QApp（アプリケーション） QP99 QP99 QP99 QP99 QP99 QP99 QP99

製品番号 MCA324SI-S01 MCA224SI-S01 MCA225SU-S01 MCA224SU-S01 MCE225SU-S01 MCE324SU-S01 MCE224SU-S01

通常価格 ¥1,179,000 ¥1,107,000 ¥1,250,000 ¥788,000 ¥934,000 ¥544,000 ¥472,000

キャンペーン価格 ¥943,200 ¥885,600 ¥1,000,000 ¥630,400 ¥747,200 ¥435,200 ¥377,600

出荷時JCSS証明書 ¥42,000 ¥42,000 ¥47,000 ¥42,000 ¥47,000 ¥42,000 ¥42,000

読取限度（mg） 0.1 0.1 0.01 0.1 0.01 0.1 0.1

ひょう量（g） 320 220 220 220 220 320 220

表示部 多機能表示部 多機能表示部 多機能表示部 多機能表示部 ベーシック表示部 ベーシック表示部 ベーシック表示部
レベリング オート オート オート オート オート オート オート

風防形状 イオナイザー
付き自動風防

イオナイザー
付き自動風防 手動風防 手動風防 手動風防 手動風防 手動風防

QApp（アプリケーション） QP99 QP99 QP99 QP99 － － －

製品番号 MCA5203SE-S01 MCA3203SE-S01 MCA6202S0-S01 MCA4202S0-S01 MCA2202S0-S01 MCA8201S0-S01 MCE6202S0-S01

通常価格 ¥1,154,000 ¥933,000 ¥779,000 ¥735,000 ¥707,000 ¥730,000 ¥463,000

キャンペーン価格 ¥923,200 ¥746,400 ¥623,200 ¥588,000 ¥565,600 ¥584,000 ¥370,400

出荷時JCSS証明書 ¥37,000 ¥37,000 ¥37,000 ¥37,000 ¥37,000 ¥37,000 ¥37,000

読取限度（g） 0.001 0.001 0.01 0.01 0.01 0.1 0.01

ひょう量（g） 5,200 3,200 6,200 4,200 2,200 8,200 6,200

表示部 多機能表示部 多機能表示部 多機能表示部 多機能表示部 多機能表示部 多機能表示部 ベーシック表示部
レベリング オート オート オート オート オート オート オート
風防形状 1 mg用手動風防 1 mg用手動風防 風防なし 風防なし 風防なし 風防なし 風防なし
QApp（アプリケーション） QP99 QP99 QP99 QP99 QP99 QP99 －

製品番号 MCE4202S0-S01 MCE2202S0-S01 MCA70201S0-S01 MCA36201S0-S01 MCA20201S0-S01 MCE36201S0-S01 MCE20201S0-S01

通常価格 ¥419,000 ¥391,000 ¥1,341,000 ¥1,120,000 ¥1,023,000 ¥804,000 ¥707,000

キャンペーン価格 ¥335,200 ¥312,800 ¥1,072,800 ¥896,000 ¥818,400 ¥643,200 ¥565,600

出荷時JCSS証明書 ¥37,000 ¥37,000 ¥47,000 ¥47,000 ¥47,000 ¥47,000 ¥47,000

読取限度（g） 0.01 0.01 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1

ひょう量（g） 4,200 2,200 70,200 36,200 20,200 36,200 20,200

表示部 ベーシック表示部 ベーシック表示部 多機能表示部 多機能表示部 多機能表示部 ベーシック表示部 ベーシック表示部
レベリング オート オート 手動 手動 手動 手動 手動
風防形状 風防なし 風防なし 風防なし 風防なし 風防なし 風防なし 風防なし
QApp（アプリケーション） － － QP99 QP99 QP99 － －

年末特別価格キャンペーン　電子天びん Cubis® II シリーズ

製品番号案内

Cubis II ハイランナーモデル、
モジュラー方式モデル

全機種対象
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電子天びん Entris® II BCEシリーズ  20% OFF 

isoCAL（全自動校正/調整機能）による
正確なひょう量結果（Iモデルのみ）

ワンクリックで設置環境に合わせた、ひょ
う量しやすい設定へ簡単に変更

専用ソフトなしでひょう量データ出力がで
きる「PCダイレクト機能」

ベーシックバランス製品群でのベストバリュー

■  クラス最短の安定所要時間 - 最新のひょう量センサーを採用
■  優れた読み取りと使いやすさを実現するハイブリッドスクリーン
■  ハウジングに高い耐薬品性のあるPBT樹脂を採用
■  GLP/GMP に準拠したプリントアウト/ データ出力
■  統計や動物ひょう量、カウンティングなど12のアプリケーションを搭載

年末特別価格キャンペーン　電子天びん Entris® II BCEシリーズ
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製品番号（isoCAL搭載） BCE224I-1SJP BCE124I-1SJP BCE64I-1SJP BCE653I-1SJP

通常価格 ¥185,000 ¥170,000 ¥155,000 ¥155,000

キャンペーン価格 ¥148,000 ¥136,000 ¥124,000 ¥124,000

製品番号（外部校正モデル） BCE224-1SJP BCE124-1SJP BCE64-1SJP BCE653-1SJP

通常価格 ¥165,000 ¥150,000 ¥135,000 ¥140,000

キャンペーン価格 ¥132,000 ¥120,000 ¥108,000 ¥112,000

出荷時JCSS校正証明書 ¥42,000 ¥42,000 ¥42,000 ¥37,000

校正調整用分銅価格 ¥51,500（E2/２00 g） ¥47,500（E2/１00 g） ¥41,500（E2/50 g） ¥53,500（F1/500 g）

読取限度（mg） 0.1 0.1 0.1 0.001 g

ひょう量（g） 220 120 60 650

製品番号（isoCAL搭載） BCE6202I-1SJP BCE4202I-1SJP BCE3202I-1SJP BCE2202I-1SJP BCE1202I-1SJP BCE822I-1SJP

通常価格 ¥150,000 ¥130,000 ¥112,000 ¥98,000 ¥92,000 ¥85,000

キャンペーン価格 ¥120,000 ¥104,000 ¥89,600 ¥78,400 ¥73,600 ¥68,000

製品番号（外部校正モデル） BCE6202-1SJP BCE4202-1SJP BCE3202-1SJP BCE2202-1SJP BCE1202-1SJP BCE822-1SJP

通常価格 ¥135,000 ¥115,000 ¥97,000 ¥83,000 ¥77,000 ¥70,000

キャンペーン価格 ¥108,000 ¥92,000 ¥77,600 ¥66,400 ¥61,600 ¥56,000

出荷時JCSS校正証明書 ¥37,000 ¥37,000 ¥37,000 ¥37,000 ¥37,000 ¥37,000

校正調整用分銅価格 ¥125,000（F1/5 kg） ¥92,000（F1/2 kg） ¥92,000（F1/2 kg） ¥92,000（F1/2 kg） ¥65,500（F1/1 kg） ¥53,500（F1/500 g） 

読取限度（g） 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01

ひょう量（g） 6,200 4,200 3,200 2,200 1,200 820

製品番号（isoCAL搭載） BCE622I-1SJP BCE8201I-1SJP BCE5201I-1SJP BCE2201I-1SJP BCE8200I-1SJP BCE6200I-1SJP

通常価格 ¥78,000 ¥110,000 ¥90,000 ¥80,000 ¥90,000 ¥80,000

キャンペーン価格 ¥62,400 ¥88,000 ¥72,000 ¥64,000 ¥72,000 ¥64,000

製品番号（外部校正モデル） BCE622-1SJP BCE8201-1SJP BCE5201-1SJP BCE2201-1SJP BCE8200-1SJP BCE6200-1SJP

通常価格 ¥63,000 ¥95,000 ¥75,000 ¥65,000 ¥75,000 ¥65,000

キャンペーン価格 ¥50,400 ¥76,000 ¥60,000 ¥52,000 ¥60,000 ¥52,000

出荷時JCSS校正証明書 ¥37,000 ¥37,000 ¥37,000 ¥37,000 ¥37,000 ¥37,000

校正調整用分銅価格 ¥53,500（F1/500 g） ¥109,000（F2/5 kg） ¥109,000（F2/5 kg） ¥78,000（F2/2 kg） ¥109,000（F2/5 kg） ¥109,000（F2/5 kg） 

読取限度（g） 0.01 0.1 0.1 0.1 1 1

ひょう量（g） 620 8,200 5,200 2,200 8,200 6,200

製品番号（isoCAL搭載） BCE623I-1SJP BCE423I-1SJP BCE323I-1SJP BCE223I-1SJP

通常価格 ¥135,000 ¥120,000 ¥105,000 ¥98,000

キャンペーン価格 ¥108,000 ¥96,000 ¥84,000 ¥78,400

製品番号（外部校正モデル） BCE623-1SJP BCE423-1SJP BCE323-1SJP BCE223-1SJP

通常価格 ¥120,000 ¥105,000 ¥90,000 ¥83,000

キャンペーン価格 ¥96,000 ¥84,000 ¥72,000 ¥66,400

出荷時JCSS校正証明書 ¥37,000 ¥37,000 ¥37,000 ¥37,000

校正調整用分銅価格 ¥53,500（F1/500 g） ¥36,500（F1/200 g） ¥36,500（F1/200 g） ¥36,500（F1/200 g）

読取限度（g） 0.001 0.001 0.001 0.001

ひょう量（g） 620 420 320 220

年末特別価格キャンペーン　電子天びん Entris® II BCEシリーズ

製品番号案内

※ 分銅価格にはJCSS校正証明書が含まれています。
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基本性能を備えたスタンダードタイプ より高い信頼性を備えたアドバンスタイプ

P
ピ ク ス

icus® P
ピ ク ス

icus® N
ネクスト

xt 

シリーズ共通特徴

 1.  新世代技術による高精度ピペッティング
  強化されたDCモーター、電動ブレーキ、光学センサーを搭載し連続分
注モードの精度も向上

2. 電動チップエジェクション
 ワンタッチ電動式でボタンを押せばチップが外れるので、手への負担を軽減

3. 超軽量で人間工学設計のプロによるデザイン
 1 ch 1,000 - 約100 g　8 ch 300 - 約160 g、フィンガーフック付き

4. 本体下部オートクレーブ可能
 1,200 μLモデルを除くモデルで、簡単に分解してオートクレーブ滅菌が可能

5. 簡単セルフメンテ
 手動ピペットと同じ要領で、簡単に分解と組み立てが可能

6. プレートトラッカー機能
  96, 384プレートに対応。正しいウェルへのガイドをディスプレイ上で提
供する機能

ズバリN
ネクスト

xtだけの特徴

 1. トレーサビリティの取れた校正証明書付き
  Nxt全製品にISO/IEC17025に準拠した3ポイント校正証明書（FINAS）
が標準添付

2. プロトコルの作成
  カスタムワークフローを作成することができ、繰り返し設定する作業の時
間を節約

3. 連続ブローアウト機能
  手動ピペットのように何度も自動でブローアウトが可能。（チップ内の残
留サンプル対処等）

4. ピペットロック
  点検や故障などサービス待機中、ピペットにロックをすることで使用され
ることを予防

5. 2段階のパスワード
  保存されているプログラムの無断編集の予防が、ユーザー・管理者の2
段階で可能

6. サービスリマインダー
  定期メンテナンス等ピペットチェックのためのリマインダー機能を設定可能

電動ピペット P
ピ ク ス

icus® 、P
ピ ク ス

icus® N
ネクスト

xt  2機種の違い

年末特別価格キャンペーン　電動ピペット Picus® シリーズ
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年末特別価格キャンペーン　電動ピペット Picus® シリーズ

操作者の経験度がピペッティングの精度に及ぼす影響

結論：人による誤差の解消 
電動ピペットは手動の操作が無いので、ピペッティングの経験度に関係なく
少量の取り扱いでも常に再現性の高い結果を得られます。

Picus® Nxt

 電動ピペット
 手動ピペット

平均的なピペッティング経験者

ピペッティング経験が少ない場合

電動ピペットPicus®、Picus® Nxt価格表
製品番号 チャンネル、取扱容量、

その他製品
可変容量
（µL）

通常価格 キャンペーン価格 オプション：JCSS校正を実施の場合
　　　　　合否判定付きPicus® Picus® Nxt Picus® Picus® Nxt Picus® Picus® Nxt

735021 LH - 745021 1 ch、0.2 - 10 μL 0.0 1 ¥83,000 ¥96,000 ¥66,400 ¥76,800

￥11,000

735041 LH - 745041 1 ch、5 - 120 μL 0.1 0 ¥83,000 ¥96,000 ¥66,400 ¥76,800
735061 LH - 745061 1 ch、10 - 300 μL 0.20 ¥83,000 ¥96,000 ¥66,400 ¥76,800
735081 LH - 745081 1 ch、50 - 1,000 μL 1.00 ¥83,000 ¥96,000 ¥66,400 ¥76,800
735101 LH - 745101 1 ch、100 - 5,000 μL 5.00 ¥83,000 ¥96,000 ¥66,400 ¥76,800
7351 1 1 LH - 7451 1 1 1 ch、500 - 10,000 μL 1 0.00 ¥83,000 ¥96,000 ¥66,400 ¥76,800
735321 LH - 745321 8 ch、0.2 - 10 μL 0.0 1 ¥170,000 ¥180,000 ¥136,000 ¥144,000

￥28,000
735341 LH - 745341 8 ch、5 - 120 μL 0.1 0 ¥170,000 ¥180,000 ¥136,000 ¥144,000
735361 LH - 745361 8 ch、10 - 300 μL 0.20 ¥170,000 ¥180,000 ¥136,000 ¥144,000
735391 LH - 745391 8 ch、50 - 1,200 μL 1.00 ¥170,000 ¥180,000 ¥136,000 ¥144,000
735421 LH - 745421 12 ch、0.2 - 10 μL 0.0 1 ¥189,000 ¥199,000 ¥151,200 ¥159,200

￥38,000
735441 LH - 745441 12 ch、5 - 120 μL 0.1 0 ¥189,000 ¥199,000 ¥151,200 ¥159,200
735461 LH - 745461 12 ch、10 - 300 μL 0.20 ¥189,000 ¥199,000 ¥151,200 ¥159,200
735491 LH - 745491 12 ch、50 - 1,200 μL 1.00 ¥189,000 ¥199,000 ¥151,200 ¥159,200

730981 1台掛け充電スタンド ¥26,000  ¥20,800
730991 4台掛回転充電スタンド ¥54,000  ¥43,200 

■ 1日の間でピペッティングの結果にばらつきがありますか？
  電動ピペットのパイオニアが開発した内部動作システムにより、正確な分注が可能です。DCモーターと光学センサーの搭載で、精
度が高い等量連続分注が可能です。96/384ウェルプレートで多量なアッセイを1日を通して繰り返しピペッティングする場合などに、
手動ピペットよりもスピーディーで再現性の高い分注が可能です。

■ 使用者の経験度に関わらず、均一な結果が得られていますか？
  手動ピペットのような操作が無いのでブレを抑え、再現性の高い結果を得られます。（下図）

■ 親指は痛みませんか？           
  ソフトタッチのキーパッドで、強くボタンを押す必要がありません。特許を取得した電動式チップエジェクションは、ワンタッチでチッ
プが外せる機能です。腱鞘炎を予防し、長時間のピペッティングによる負荷を軽減します。

Picus® Nxt はトレーサビリティが確保された出荷時校正証明書（１ｃｈ ￥8,000, 8 ch￥18,000, 12ch￥23,000相当）があらかじ
め添付されます。

4

3

2

1

0

誤
差

(µL)

分注容量(µL)

1,000 200 100 50 25 10

4

3

2

1

0

誤
差

(µL)

分注容量(µL)

1,000 200 100 50 25 10

多検体の取り扱いも楽々、手に優しい大人気電動ピペット 

電動ピペット P
ピ ク ス

icus® 、P
ピ ク ス

icus® N
ネクスト

xt   20% OFF 
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Tacta® （図b）

年末特別価格キャンペーン　手動ピペット Tacta®

手動ピペット Tacta® 価格表

（図d）（図c）
例：最大容量３ μLのピペット
0.002 µLずつ容量を表示します。

（図a）

製品番号 チャンネル、取扱容量、その他製品 可変容量（µL） 通常価格 キャンペーン価格
オプション：JCSS校正を実施の場合
　　　　　合否判定付き

LH-729010 1ch、0.1 - 3 μL 0.002 ¥38,500 ¥30,800 

￥11,000

LH-729020 1ch、0.5 - 10 μL 0.0 1 ¥38,500 ¥30,800  

LH-729030 1ch、2 - 20 μL 0.02 ¥38,500 ¥30,800 

LH-729050 1ch、10 - 100 μL 0.1 0 ¥38,500 ¥30,800  

LH-729060 1ch、20 - 200 μL 0.20 ¥38,500 ¥30,800 

LH-729070 1ch、100 - 1,000 μL 1.00 ¥38,500 ¥30,800  

LH-729080 1ch、500 - 5,000 μL 10.0 ¥38,500 ¥30,800 

LH-729090 1ch、1 - 10 mL 20.0 ¥38,500 ¥30,800  

LH-729120 8ch、0.5 - 10 μL 0.0 1 ¥108,000 ¥86,400  

￥28,000LH-729130 8ch、5 - 100 μL 0.1 0 ¥108,000 ¥86,400    

LH-729140 8ch、30 - 300 μL 0.20 ¥108,000 ¥86,400  

LH-729220 12ch、0.5 - 10 μL 0.0 1 ¥127,000 ¥101,600  

￥38,000LH-729230 12ch、5 - 100 μL 0.1 0 ¥127,000 ¥101,600   

LH-729240 12ch、30 - 300 μL 0.20 ¥127,000 ¥101,600    

LH-725630 6台掛け回転式スタンド・手動用 ¥22,000  ¥17,600  

725620 リニアスタンド（全機種対応） ¥13,600 ¥10,880   

手動ピペット T
タ ク タ

acta®   20% OFF 

汚染対策万全な超軽量操作で一度使ったら手放せなくなる手動ピペット

■  まるごとオートクレーブ可能：クロスコンタミネーションを効果的に防止し、精度が高いので結果の信頼性が向上します。
■  工具不要で分解でき簡単にセルフメンテが可能です。クリーニングが簡単なので、各種サンプル別の汚染除去が容易です。（図a）
■  セーフコーンフィルターを20 μL以上のモデルに取り付け可能です。本体への汚染を予防します。（図b)　
■   容量のズレを防ぐロック機能により、ピペッティング中に容量が変わってしまうことを防ぎます。 

■  ソフトチップ取外し機能により、チップを取り外す際のチップ内の飛沫による汚染を防ぎ、エアロゾルなどの汚染のリスクを減らせます。
■   握りやすいボディと使いやすい設計で手への負担を軽減します。より見やすい全桁容量表示（図c）、ユーザー専用容量調整窓付きです。
付属のツールで調整します。（図d）
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年末特別価格キャンペーン　ピペット＆ディスペンサー／微生物品質管理

Midi Plus 電動ピペットコントローラー   20% OFF 

ポリカーボネート製フィルターホルダー   30% OFF 

■  軽量コンパクト
■  1～100 mLのメスピペットに適合
■  折り畳みスタンド付きで、クリーンベンチ内での操作が便利

■  さまざまな用途にお使いいただける超定番製品
■  オートクレーブ可
■  フィルターホルダーのみ（16511）と、250 mLフラスコ付（16510）

■  気体と液体を同時に吸引可能なので廃液瓶不要
■  1.4 kgで軽量コンパクト
■  微生物検査をはじめとするさまざまな用途に

製品名 製品番号 通常価格 キャンペーン価格

Midi Plus ピペッティングコントローラー ACアダプタ付き 710931 ¥40,500 ¥32,400

製品名 製品番号 通常価格 キャンペーン価格

PC製フィルターホルダー・250 mLフラスコ付き 16510 ¥15,500 ¥10,850

PC製フィルターホルダー・フィルターホルダーのみ 1651 1 ¥10,500     ¥7,350

製品名 製品番号 通常価格 キャンペーン価格

マイクロザルト e.jet ポンプ ACアダプタ付き 166MP-4 ¥185,000 ¥129,500

吸引加圧両用ポンプ 

マイクロザルト e.jet ポンプ   30% OFF 

16510
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年末特別価格キャンペーン　ミニザルト

ミニザルトRC / SRP シリーズ   30% OFF 

製品番号 製品名 孔径 入数 通常価格 キャンペーン価格

17821K ミニザルトRC4 0.2 μm 50 ¥5,400 ¥3,780

17822K ミニザルトRC4 0.45 μm 50 ¥5,400 ¥3,780

17761K ミニザルトRC15 0.2 μm 50 ¥7,800 ¥5,460

17761ACK ミニザルトRC15 0.2 μm 50 ¥11,400 ¥7,980

17762K ミニザルトRC15 0.45 μm 50 ¥7,800 ¥5,460

17764K ミニザルトRC25 0.2 μm 50 ¥9,600 ¥6,720

17764ACK ミニザルトRC25 0.2 μm 50 ¥15,000 ¥10,500

17765K ミニザルトRC25 0.45 μm 50 ¥9,600 ¥6,720

17765ACK ミニザルトRC25 0.45 μm 50 ¥15,000 ¥10,500

製品番号 製品名 孔径 入数 通常価格 キャンペーン価格

17820K ミニザルトSRP4 0.45 μm 50 ¥6,400 ¥4,480

17573K ミニザルトSRP15 0.2 μm 50 ¥10,000 ¥7,000

17573ACK ミニザルトSRP15 0.2 μm 50 ¥15,000 ¥10,500

17574K ミニザルトSRP15 0.45 μm 50 ¥10,000 ¥7,000

17558K ミニザルトSRP15 （ss型） 0.2 μm 50 ¥10,000 ¥7,000

17559K ミニザルトSRP15 （ss型） 0.45 μm 50 ¥10,000 ¥7,000

17575K ミニザルトSRP25 0.2 μm 50 ¥23,000 ¥16,100

S7575FXOSK ミニザルトSRP25 0.2 μm 50 ¥31,800 ¥22,260

17576K ミニザルトSRP25 0.45 μm 50 ¥23,000 ¥16,100

ミニザルトRC （HPLC・UHPLC前処理に）　膜材質：再生セルロース　ACK：EOG滅菌

ミニザルトSRP （有機溶媒用）　膜材質：疎水性PTFE　ACK, OSK：EOG滅菌

選ばれる理由
■  軽い操作性
■  RCは最も非特異吸着ロスが低い
■  広範囲に適応可能な耐薬性

※ 未滅菌品でもオートクレーブ可能

こんな方におすすめ
■  軽い操作性がお好みの方
■  タンパクや核酸、ウイルス溶液の清澄ろ過
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年末特別価格キャンペーン　超純水製造装置 アリウム Mini シリーズ

初期消耗品分の超純水カートリッジ（H2O-S-PACK）をプレゼント！

製品番号 製品名 構成・内容 通常価格＊ キャンペーン価格＊

H2O-MM-T アリウム Mini 純水マニュアル供給タイプ ¥394,500 ¥218,220

H2O-MM-UV-T アリウム Mini UV 純水マニュアル供給タイプ、UV ランプ付 ¥445,500 ¥248,820

H2O-MU-T アリウム Mini Essential 純水ライン供給タイプ ¥465,500 ¥255,420

H2O-MU-UV-T アリウム Mini Essential UV 純水ライン供給タイプ、UV ランプ付 ¥533,500 ¥301,620

H2O-MA-T アリウム Mini Plus 水道水供給タイプ ¥586,500 ¥333,420

H2O-MA-UV-T アリウム Mini Plus UV 水道水供給タイプ、UV ランプ付 ¥640,500 ¥365,820

＊ 本体および初期消耗品（H2O-S-PACK は無償）を含みます。設置調整費（¥70,000）は別途必要です。

超純水製造装置 アリウム Mini シリーズ   40% OFF

アリウム Mini シリーズ  ー  研究の効率を高めるイノベーション

直感的なメニューナビゲーションで、操作が容易 - タッチパネルにアイコン式インターフェース - 最新の測定値とメッセージを表示 - お気に入り機能で繰り返し同じ容量を採水

表面が拭き取りやすい 
カラータッチパネル

精製水の質と 
温度を表示

手動採水

50 mL単位での 
定量採水設定にアクセス

お気に入り機能により、 
前回の採水量を保存

現在のバッグの充填量を表示 
（アリウムMiniとMini Plus）

各種設定やお手入れ手順にアクセスする 
ためのメニュー／ホーム機能

重要な分析に欠かせないUVランプ（185/254 nm） - 水平取付による最適な温度勾配 - UV照射で全有機炭素を分解（TOC値 < 5 ppb）

効果的な精製を可能にするプレトリートメントカートリッジ - 高品質の活性炭で効果的に吸着 - 特殊な触媒がオキシダントを除去 - 逆浸透により不純物を除去

画期的な内蔵バッグタンク技術を採用 コンパクト＆スタイリッシュデザイン

タッチパネルで直感的なメニューナビゲーション /ワンタッチ定量採水



カタログNo. 2021Q4LPSCP

お問い合わせ先

営業所
東京 〒140-0001 東京都品川区北品川1-8-11 
  TEL：03-6478-5200　FAX：03-6478-5494
大阪 〒532-0003 大阪府大阪市淀川区宮原4-3-39
名古屋 〒461-0002 愛知県名古屋市東区代官町35-16 
  TEL：03-6478-5204　FAX：03-6478-5497

修理依頼品、校正依頼品、返品、返却デモ機は
下記までお送りください。

（株）近鉄ロジスティクス・システムズ ザルトリウス担当
〒140-0003　東京都品川区八潮3-2-31 東京ターミナル3F 
TEL：03-6386-9549　FAX：03-3790-1330

ザルトリウス・ジャパン株式会社
〒140-0001　東京都品川区北品川1-8-11 Daiwa品川Northビル4階
TEL：03-6478-5200　FAX：03-6478-5494
Email：hp.info@sartorius.com　http://www.sartorius.co.jp/

■  本誌掲載の価格はすべて税抜き価格です。
■  納期の決まった製品はあらかじめ弊社営業担当へご相談ください。


