
ハイスループットサポートキャンペーン 2022年2月7日～ 6月30日

Boost Your Performance
多サンプルを扱うハイスループット作業を快適に

エッペンドルフのマイクロピペットは、サンプル分注を
行う作業をより快適で正確なものにします。それはマル
チチャンネルピペットにおいても変わりありません。

皆さまのハイスループット作業をサポートさせていた
だくための製品を 25% OFF の特別価格でご提供
致します！さらにセミオートピペッティングシステム 
epMotion 96 をご購入いただきますと、リロードト
レイよりチップを移動する epT.I.P.S. Motion 設置用
ツールをプレゼント!
新製品情報もございますので、ぜひ本カタログ内をご覧
ください!

25% OFF 対象製品
 > 手動タイプのマルチチャンネルピペット
 > 96-384 プレートも秒で分注！ epMotion 96　
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マイクロチューブから 384 ウェルプレートまで

エッペンドルフのリキッドハンドリング製品 ｰ手動/電動マイクロピペット、自動分注システムｰ は様々なサ
ンプルにも対応できるラインナップを揃えています。新製品 16-, 24- チャンネルピペットの登場によって
96 ウェルフォーマットだけでなく 384 ウェルまでより扱いやすく、より身近なものになりました。
日々の作業に最適な製品を選び、より効率的かつ身体への負担を少なくしましょう！

Complete Solution from Eppendorf
マイクロプレートやサーマルサイクラー、サーモミキサー、遠心機など、96 ～ 384 ウェルのワークフロー
に必要な製品を提供しています。

各種製品カタログはこちら
https://bit.ly/3qzAJjI

手動ピペット

384-well plates ThermoMixer® FP Mastercycler® X50hCentrifugation

自動分注システム

NEW NEW
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スプリング式ノーズコーンによる再現性の高い
チップフィッティング

チップ装着部にスプリングが入っているため、軽く押
し当てるだけで適切にチップが取り付けられたこと
が直感的に確認できます。各チャンネルに均等にチッ
プが装着されるため、マルチチャンネルでも、再現
性が高く、より均一な結果を得ることができます。

手動マルチチャンネルピペット　25% OFF

エッペンドルフのマルチチャンネルピペット
は 0.5～ 1,200 µL の広い容量範囲をカバー
します。

チップ装着・排出にかかる力を最小限に
1日に何本のチップを使いますか？作業に必
要な力のわずかな違いでも、日々繰り返し行
うことで、身体への大きな負担になってしま
いかねません。
エッペンドルフのマルチチャンネルピペット
なら、 チップの装着・排出時にかかる力が最
適化され、最小限の力で行うことができます。

マイクロピペットやチップの
総合カタログはこちら

https://bit.ly/3GCoDfo
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セミオートピペッティングシステム epMotion 96　25% OFF ＋ 限定プレゼント

キャンペーン限定　プレゼント
epT.I.P.S. Motion 設置用ツール　 5285000000

epT.I.P.S. Motion リロードトレイよりチップを移動する
ためのツール。限定的なサンプル数の処理や段階希釈に活用
時に活用可能。

epMotion 96 は、96 ～ 384 ウェルプレートへの高精度なピペッティングに対応する、操作が簡単なベ
ンチトップシステムです。人間工学的なデザインで扱いやすく、直感的な操作でセミオートのマルチチャン
ネルピペッティングを行えます。
epMotion 96 は 96 ～ 384 ウェルのフォーマットで正確さと速さを求める方に最適な製品です。時間や
経費の削減を可能にし、細胞基礎アッセイや ELISA、核酸定量化、プレートの再配列、その他の用途にお
いて優れた再現性を発揮します。

Product Features epMotion 96/96xl
 >電動ピペッティングによる平行ピストン動作が、より良い正確性と再現性を実現
 >ヘッドの交換なしで2種のチップサイズに1台で対応
 >チップサイズを自動検出

epMotion 96 公式動画
https://bit.ly/3A5jry4
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ハイスループットサポートキャンペーン　2022年2月7日～ 6月30日

関連製品
96 ウェルプレート用マグネットプレート
Magnum FLX Magnet Adapter
 >ビーズアッセイでの一連の作業にご使用いただけます。
 >強力な磁力で速やかなビーズの吸着が可能です。
 >スプリングが内蔵されており、自動分注システム内での使用にも適
しています。

より柔軟な分注作業の自動化をご希望の方へ
好評販売中　epMotion 5070 PCR Solution パッケージ

特徴
〇シングル/マルチチャンネルを組み合わせた分注が可能
〇0.2-1000 µLの分注容量をカバー
〇PCR 前処理やサンプルの濃度調整等に実績あり
〇チューブ、リザーバー、プレート等様々な容器に対応

epMotion 5070 PCR Solution パッケージ, MultiCon ¥2,290,000

テクニカルデータ

製品名 epMotion 96 epMotion 96
 (2-position)

epMotion 96xl epMotion 96xl
 (2-position)

使用可能なチップ epT.I.P.S. Motion リロード 50 µL および 300 µL epT.I.P.S. Motion リロード 300 µL および 1,000 µL
容量範囲 50 µLチップ使用時：0.5 ~ 50 µL

300 µLチップ使用時：5 ~ 300 µL
300 µLチップ使用時：5 ~ 300 µL
1,000 µLチップ使用時：10 ~ 1,000 µL

対応フォーマット 96 ウェルおよび 384 ウェルプレート (高さ <3.4 cm)
コントローラー フルカラー LCD タッチパネル（Apple iPod 使用 / Wi-Fi に接続）
分注モード Pipette / Multi dispense / Reverse pipette / Small Volume / Pipette + Mix / Manual pipette /

 Dilute + Mix / Multi aspirate/Sequential dispense / PreWet
精度 1 µL (50 µL チップ使用 ) 

Systematic error: ± 2%, Random error: < 3%
5 µL (300 µL チップ使用 ) 

Systematic error: ± 2%, Random error: < 3%
5 µL (300 µL チップ使用 ) 

Systematic error: ± 2%, Random error: < 3%
10 µL (1,000 µL チップ使用 ) 

Systematic error: ± 2%, Random error: < 3%
大きさ（W x D x H) 21.5 x 34.4 x 52.5 cm 34.8 x 34.4 x 52.5 cm 21.5 x 34.4 x 57.6 cm 34.8 x 34.4 x 57.6 cm
重量 19 kg 21 kg 20 kg 21 kg
電源、最大消費電力 100–240 V ± 10 %／ 50–60 Hz ± 5 %、175 W
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そのマイクロピペット、本当に正確ですか？
校正とメンテナンスが重要な理由
「マイクロピペットは狂いますし、機械は壊れます。必ずです。」
そう断言するのは、エッペンドルフ株式会社技術サポート部の品質管理責任者。
思わずお手元のマイクロピペットを見つめてしまったのではないでしょうか？
校正とメンテナンスの重要性についての「日本の研究.com」サイトにてインタビュー
にお答えしております。
研究結果にも影響を及ぼしかねない校正・メンテナンスについてエッペンドルフの想い
をぜひご一読ください。 日本の研究.com はこちら

https://is.gd/72KGBo

マイクロピペット バリデーションサービスのご案内

エッペンドルフでは、お客様のピペットの状態を専門の技術者が点
検し、性能維持に必要な内部クリーニングやグリースアップを実施
したり、必要により調整や部品の交換を行い、修理サービス報告書
を発行する修理サービスを展開しています。
さらに、秤量チェックや機能検査などの結果を記載した成績証明書
及び秤量データの添付を行う「バリデーションサポート」を実施し
ています。

バリデーションサポート
カタログはこちら

https://bit.ly/3txSOAt

弊社ホームページにて最新情報をご確認いただけます。
www.eppendorf.com/JP-ja/service-jp

ピペットの管理に JCSS 校正をご利用ください

各種法規や ISO、GMP/GLP に基づく品質管理には、定期的なピ
ペットの校正が重要です。また、校正証明書にはトレーサビリティ
の証明が不可欠です。
マイクロピペットの徹底した管理には、国際標準化機構（ISO）や
国際電気標準会議（IEC）が定める基準（ISO/IEC 17025）に適
合した JCSS 校正をお薦めいたします。

JCSS 校正とは？

IAJapan によって適合性評価機関として認定された校正機関が実
施する校正です。JCSS 認定シンボル入り校正証明書は、日本の国
家計量標準へのトレーサビリティの確保を示します。
エッペンドルフは、認定基準として ISO/IEC 17025 を用い、認
定スキームを ISO/IEC 17011 に従って運営されている JCSS の
下で認定されています。
JCSS を運営している認定機関（IAJapan）は、アジア太平洋認定
協力機構（APAC）及び国際試験所認定協力機構（ILAC）の相互
承認に署名しています。
弊社校正センターは、国際 MRA 対応 JCSS 認定事業者です。
JCSS 0310は、当校正センターの認定番号です。

認定（登録）番号：0310
事業所名称：エッペンドルフ株式会社 校正センター
登録に関わる区分：体積
種　類：ピペット
登録日：2014 年 3 月 20 日
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コニカルチューブの開け閉めが煩わしく感じたり、キャップが混在し
てクロスコンタミネーションが生じてしまいそうになったことはござ
いませんか？
新しいエッペンドルフコニカルチューブ SnapTec 50 なら、左右どち
らの手でも片手で素早く安全に開閉することができ、液体の添加や抽出
が格段に速くなります。また、キャップはチューブに繋がっているため、
実験台に置いた他のスクリューキャップと取り違えてしまう心配もあ
りません。

チップ間隔調整可能なピペット「Move it」と
16/24 チャンネルピペット（手動タイプのみ）

25% OFF
また、PCR 装置や恒温振とう機の本体など、
対象機器をご購入→製品登録していただきま
すと、JCSS 校正無料＆アフターサポート割
引クーポンをプレゼント致します。製品登録
することで素敵な景品と交換できる epPoints
もたまりますので、ぜひお忘れなく！
ご登録方法はキャンペーンカタログをご覧く
ださい。

その他キャンペーンと新製品のご紹介

ピペット 60 周年記念キャンペーン 2022 年 3 月 31 日まで  

スナップキャップ付き 50 mL チューブ「SnapTec 50」

キャンペーンカタログはこちら
https://bit.ly/3KhXjVW 

製品の詳細はこちら
https://bit.ly/3fsf8U6

製品カタログはこちら
https://bit.ly/3nvQqGA

従来の 50 mL コニカルチューブと同等のサ
イズなので、既存のさまざまなラボ機器にぴっ
たりフィットします。

片手で簡単に開閉できるため、もう片方の手
からピペットを離す必要がありません。

New
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www.eppendorf.com
エッペンドルフ株式会社 101-0031 東京都千代田区東神田2-4-5　Tel: 03-5825-2361　Email: info@eppendorf.jp
Eppendorf® and the Eppendorf logo are registered trademarks of Eppendorf SE, Germany. All other trademarks and registered trademarks are property of their respective owners.
U.S. Design Patents are listed on www.eppendorf.com/ip. All rights reserved, including graphics and images. Copyright© 2022 by Eppendorf SE. 3D0207P Printed in Japan

注文案内
注文番号 品名・形式 単位 希望小売価格 キャンペーン価格 備　考

4922000013 リファレンス 2 /M, 8チャンネル 0.5-10 µL 1本  ¥104,000 ¥78,000
4922000030 リファレンス 2 /M, 8チャンネル 10-100 µL 〃  ¥104,000 ¥78,000
4922000056 リファレンス 2 /M, 8チャンネル 30-300 µL 〃  ¥104,000 ¥78,000
4922000021 リファレンス 2 /M, 12チャンネル 0.5-10 µL 〃  ¥114,000 ¥85,500
4922000048 リファレンス 2 /M, 12チャンネル 10-100 µL 〃  ¥114,000 ¥85,500
4922000064 リファレンス 2 /M, 12チャンネル 30-300 µL 〃  ¥114,000 ¥85,500
3122000019 リサーチプラス M, 8チャンネル 0.5-10 µL 〃  ¥104,000 ¥78,000
3122000035 リサーチプラス M, 8チャンネル 10-100 µL 〃  ¥104,000 ¥78,000
3122000051 リサーチプラス M, 8チャンネル 30-300 µL 〃  ¥104,000 ¥78,000
3122000213 リサーチプラス M,

8チャンネル 120-1,200 µL
〃 ¥104,000 ¥78,000

3122000027 リサーチプラス M, 12チャンネル 0.5-10 µL 〃  ¥113,000 ¥84,750
3122000043 リサーチプラス M, 12チャンネル 10-100 µL 〃  ¥113,000 ¥84,750
3122000060 リサーチプラス M, 12チャンネル 30-300 µL 〃  ¥113,000 ¥84,750
3122000221 リサーチプラス M,

12チャンネル 120-1,200 µL
〃  ¥113,000 ¥84,750

5069000004 epMotion 96 1セット ¥2,330,000 ¥1,747,500 epT.I.P.S. Motion
設置用ツール添付

5069000101 epMotion 96（2ポジション） 〃 ¥2,530,000 ¥1,897,500 〃

5069000209 epMotion 96xl 〃 ¥2,380,000 ¥1,785,000 〃

5069000306 epMotion 96xl (2ポジション) 〃  ¥2,640,000 ¥1,980,000 〃

製品の仕様、価格、外観等は予告なしに変更することがあります。希望小売価格は2022年2月現在の価格です。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。

Eppendorf on Social Media

ハイスループットサポートキャンペーン 2022年2月7日～ 6月30日


