
Biology
The life science business of Merck operates as MilliporeSigma in the U.S. and Canada.

2022年 4月1 日（金） 〜 5月 3 1 日（火） まで
2022年 4月1 日（金） 〜 7月 29日（金） まで

ご登録

ご注文

製品名 炭酸水素 
ナトリウム

L- 
グルタミン

フェノール 
レッド

ピルピン酸 
ナトリウム HEPES 容量 製品番号 希望 

販売価格
キャンペーン 

希望販売価格

DMEM 高グルコース（4.5 g/L）
● ● ● － － 500 mL D5796-500ML  ¥1,010 ¥700 
● ● ● ● － 500 mL D6429-500ML  ¥1,040 ¥720 

DMEM 低グルコース（1.0 g/L） ● ● ● ● － 500 mL D6046-500ML  ¥1,000 ¥700 
DMEM/Ham's F-12

（ダルベッコ改変イーグル培地 / 
   栄養混合物 F-12 ハム）

● ● ● ● ● 500 mL D8437-500ML  ¥3,560 ¥2,490 
● － ● ● ● 500 mL D6421-500ML  ¥3,770 ¥2,630 

MEM 
（イーグル最小必須培地）

● ● ● － － 500 mL M4655-500ML  ¥1,000 ¥700 

D-PBS 
（ダルベッコ リン酸緩衝生理食塩水）
1x 溶液

カルシウムおよびマグネシウム不含 500 mL D8537-500ML  ¥3,010 ¥2,100 

D-PBS 
（ダルベッコ リン酸緩衝生理食塩水）
10x 溶液

カルシウムおよびマグネシウム不含 500 mL D1408-500ML  ¥3,450 ¥2,410 

L- グルタミン溶液 200 mM 溶液 100 mL G7513-100ML  ¥7,430 ¥5,200 

液体培地を中心に、人気の D-PBS や L -グルタミンを含む 売れ筋 9 製品 が、  
新規および切替のお客様※を対象に希望販売価格を 30% OFF でご提供。
新年度における培養系の立ち上げに是非ご検討ください。
※  本キャンペーンは2021年11月以降に対象製品を購入されていないお客様が対象となります。

ご注文方法は裏面をご覧ください

新規・切替のお客様対象

ご注文情報 希望販売価格が改定される可能性がございますが、希望販売 
価格改定後もキャンペーン希望販売価格に変更はございません。

シグマ アルドリッチ 
液体培地キャンペーン

希望販売価格を 
30% OFF

キャンペーン期間

https://www.sigmaaldrich.com/JP/ja/product/sigma/d5796
https://www.sigmaaldrich.com/JP/ja/product/sigma/d6429
https://www.sigmaaldrich.com/JP/ja/product/sigma/d6046
https://www.sigmaaldrich.com/JP/ja/product/sigma/d8437
https://www.sigmaaldrich.com/JP/ja/product/sigma/d6421
https://www.sigmaaldrich.com/JP/ja/product/sigma/m4655
https://www.sigmaaldrich.com/JP/ja/product/sigma/d8537
https://www.sigmaaldrich.com/JP/ja/product/sigma/d1408
https://www.sigmaaldrich.com/JP/ja/product/sigma/g7513


よりシンプルに、快適に   新しくなったSigmaAldrich.com

〒 153-8927 東京都目黒区下目黒 1-8-1 アルコタワー 5F
製品の最新情報はこちら www.sigmaaldrich.com/JP/ja
製品に関するお問い合わせは、テクニカルサービスへ
E-mail: jpts@merckgroup.com  Tel: 03-6756-8245
在庫照会・ご注文に関するお問い合わせは、カスタマーサービスへ
E-mail: sialjpcs@merckgroup.com  Tel: 03-6756-8275  Fax: 03-6756-8301
シグマ アルドリッチ ジャパン合同会社はメルクのグループ会社です。

リサーチ事業部

RBM307A-2204-PDF-H

本紙記載の製品は試験・研究用です。ヒト、動物への治療、もしくは診断目的として使用しないようご注意ください。掲載価格は希望販売価格（税別）です。実際の価格は弊社製品取扱販売店へご確認ください。なお、品目、製品情報、価格等は予告なく変更
される場合がございます。予めご了承ください。 記載内容は2022年4月時点の情報です。 Merck, the vibrant M, and Sigma-Aldrich are trademarks of Merck KGaA, Darmstadt, Germany or its affiliates. All other trademarks are the property of their 
respective owners. Detailed information on trademarks is available via publicly accessible resources. ©2022 Merck KGaA, Darmstadt, Germany. All rights reserved.

かんたんカタログ検索
カタログ 
ファインダー

サイエンス系
お役立ちメディア

M-hub メルク ライフサイエンス公式 
SNS、動画コンテンツをご覧ください。

メルク ライフサイエンス - メールニュース
www.merckmillipore.com/wm

新規・切替の 
お客様対象 シグマ アルドリッチ 

液体培地キャンペーン

ご注文方法
キャンペーン希望販売価格でのご注文には、プロモーションコードが必要です。下記のカタログダウンロード
URL からキャンペーンに登録していただいた方に、プロモーションコードをメールで送付いたします。ご案内
したプロモーションコードを記載の上、 弊社製品取扱販売店へご注文ください。

「細胞培養試薬セレクトカタログ」を 
ダウンロードしてキャンペーンにご登録

弊社からの返信メールで 
プロモーションコードを受信

プロモーションコードを記載して 
弊社製品取扱販売店へご注文

カタログダウンロードは 
こちらから

https://bit.ly/DL-rbm157

本キャンペーンは 2021 年 11 月以降に対象製品を購入されていないお客様が対象となります。

2022 年 4月 1 日（金） 〜 5月 31 日（火） まで
2022 年 4月 1 日（金） 〜 7月 29日（金） まで

ご登録

注意事項

ご注文

キャンペーン期間

1

2

3

https://www.sigmaaldrich.com/JP/ja?utm_source=image&utm_medium=pdf&utm_campaign=sial-top
https://www.sigmaaldrich-jp.com/catalog/?utm_source=catalog-ftr&utm_medium=qrcode
https://m-hub.jp/?utm_source=catalog-ftr&utm_medium=qrcode
https://facebook.com/merckmilliporej/
https://line.me/R/ti/p/%40merck
https://twitter.com/MerckMilliporeJ
https://www.youtube.com/channel/UC6W-qmy8zpOe3nmHf9jiOlw
http://www.merckmillipore.com/JP/ja/about-us/news-media-room/email-news-milligram/ALqb.qB.7HYAAAFHGP0XX5IM,nav?RedirectedFrom=http%3A%2F%2Fwww.merckmillipore.jp%2Fwm
https://bit.ly/DL-rbm157

