
1周年記念キャンペーン 期間：2021年7月1日～12月28日受注分

エッペンドルフグループの一員となったエッペンドルフ・ハイマック・テクノロジーズが 2021年 7月に 1周年を
迎えます。1周年を記念して、様々な研究ニーズに応えるハイスペックモデルと、日常のラボで活躍するスタンダー
ドモデルのキャンペーンを実施します。
また、2021年 1月にはエッペンドルフ遠心機の修理・保守サポートを開始した弊社が、それぞれ信頼と伝統の
あるブランドを更に安心してご利用頂きたいと思い、遠心機サポートも併せてご案内いたします。
是非、この機会に世界中で活躍するエッペンドルフ遠心機をご検討ください。

1周年記念キャンペーン



冷却遠心機 5430 Rは、コンパクトな卓上遠心機でありながら、
12 種類のローターで様々な研究ニーズに応えるハイスペック
モデルです。15/50 mLコニカルチューブやマイクロプレート
にも対応しています。
最大遠心力が 30,130× gと高く、作業時間を短縮可能です。
予冷運転のプログラム予約機能も備えており、遠心機が冷える
のを待つために実験が滞ることがなくなります。

5430 用ローター PCR チューブ用ローターやマイクロチューブ用スイングローターなどもございます。

F-35-6-30

15/50 mL コニカルチューブ用ローター
15/50 mL × 6本
7,830 rpm (7,745 × g)

カバー付
キャンペーン特別価格：￥141,600円（税別）

A-2-MTP

プレート用スイングローター
マイクロプレート、PCR プレート、高さ 29 mm 

までの DWP × 2 枚
4,680 rpm (2,204 × g)　カバー付
キャンペーン特別価格：￥141,600円（税別）

FA-45-16-17

エッペンドルフチューブ 5.0 mL 用ローター
5.0 mL × 16本
14,200 rpm (21,191 × g)

シールドカバー付
キャンペーン特別価格：￥94,400円（税別）

FA-45-48-11

マイクロチューブ 48本架けローター
1.5/2.0 mL × 48本
12,700 rpm (外側 18,210／内側 16,049 × g)

シールドカバー付
キャンペーン特別価格：￥81,600円（税別）

FA-45-24-11-HS

最大 30,130 × g の高速ローター
1.5/2.0 mL × 24本
17,500 rpm (30,130 × g)

シールドカバー付
キャンペーン特別価格：￥72,800円（税別）

FA-45-24-11-Kit

スピンカラム用ローター
1.5/2.0 mL × 24本
13,200 rpm (19,090 × g)

シールドカバー付
キャンペーン特別価格：￥90,400円（税別）

スピンカラム用ローター
周縁が高くなっているため、チューブ
の蓋を開けたままでもスピンカラムを
安全に遠心できます。
チューブの蓋を事前に切り取るなどの、
余計な手間が不要になります。

高速ローターで遠心時間を短縮
プラスミド DNA 回収率への遠心力の
影響を比較しました。
30,000 x g ではわずか 5 分間の遠心
でも回収率約 90 % に達しました。 
Eppendorf Application Note no. 234
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容量： 1.5/2.0 mL × 48本、5.0 mL × 16本、15/50 mL × 6本、 
PCR チューブ 64 本、プレート × 2 枚

最高回転速度：17,500 rpm

最大遠心加速度：30,130 × g

本体寸法（W×D×H）：380 × 640 × 296 mm

温度設定範囲：-11°C ～ +40°C



世界のスタンダード卓上微量高速遠心機 5425　20% OFF

卓上微量高速遠心機 5430 R　キャンペーン限定セット　特別価格

5425 用ローター

FA-18x2-Kit

チューブの蓋を開けたままでも遠心できる 

スピンカラム用ローター
1.5/2.0 mL × 18本
15,060 rpm (18,565 × g)

シールドカバー付
キャンペーン特別価格：￥58,560円（税別）

ローターは本体とセットで 20% OFF！ 上記以外のローター、アダプタも対象です。別途お問い合わせください。

ローターは本体とセットで 20% OFF！ 2ページ目に記載以外のローター、アダプタも対象です。別途お問い合わせください。

FA-10x5

エッペンドルフチューブ 5.0 mL 用ローター
5.0 mL × 10本
15,060 rpm (21,300 × g)

シールドカバー付
キャンペーン特別価格：￥93,600円（税別）

F-32x0.2-PCR

PCRチューブストリップ用ローター
PCR チューブ × 32本
8 連 PCR チューブストリップ x 4

15,060 rpm (18,134 × g)

カバー付
キャンペーン特別価格：￥53,680円（税別）

コンパクトで使いやすく、6 種類のローターで様々な用途に対応する、
日常のラボで活躍するスタンダードモデルです。

容量：1.5/2.0 mL × 24本、5.0 mL × 10本、0.2 mL × 96本
最高回転速度：15,060 rpm

最大遠心加速度：21,300 × g

本体寸法（W×D×H）：240 × 390 × 240 mm

1.5/2.0 mL チューブ 24 本架ローター FA-24x2 付（15,060 rpm/21,300 x g） 

標準価格：￥314,000⇒ キャンペーン特別価格：￥251,200（税別）
ローター無し 

標準価格：￥252,000⇒ キャンペーン特別価格：￥201,600（税別）

PCRチューブ用スイングローターや PTFE コーティング済みローターなどもございます。

キャンペーン期間限定特別セット：
① 遠心機 5430 R 本体
②  1.5/2.0 mL x 30 本架ローター FA-45-30-11 
（14,000 rpm/20,817 x g）

③ プレート用ローター A-2-MTP 

システム価格 *：￥1,047,000 

⇒ キャンペーン特別価格：￥696,000（税別）

* セット内容の標準価格を合計した参考価格です。



1周年記念キャンペーン 期間：2021年7月1日～12月28日受注分

大切なお知らせ

エッペンドルフ遠心機を大切にお使い頂きまして、誠に有難う御座い
ます。
これまで長くラボでご利用いただいてきた装置も部品供給が中止とな
り、修理対応が終了している物も御座います。
是非、この機会にまたエッペンドルフ遠心機の安心と信頼を手に入れ
て下さい。
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製品名 冷却遠心機 5415 R 冷却遠心機 5417 R

後継製品 冷却遠心機 5425 R 冷却遠心機 5430 R

修理対応終了 

製品例

2021年 1月よりエッペンドルフ遠心機の修理サポートはエッペンドル
フ・ハイマック・テクノジーズ株式会社が承っております。
これまで以上に安心してご使用頂くために、予防メンテナンスプランと
保守契約プランならびに IQ / OQ / GLP / GMP などのバリデーション 

点検を新しく設定し、開始しております。これらサポートに加え、保証
期間内であれば 1度だけ 1年間の延長保証を追加できます。

for premium performance
epServices

● eppendorf遠心機の保守部品の供給は製造販売中止後5年間です。
● 製品の仕様、外観および価格は、予告なく変更する場合があります。
● 印刷の都合上、実際の色と異なる場合があります。
● 表示価格は全て税別です。
● 製品写真または操作画面等は、特に断りがない限り標準仕様です。

修理サポート、保守契約、延長保証のご案内
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