
電動ピペット3本パックキャンペーン 2020年10月1日～12月25日

Chance to Explore
電動ピペット3本パックキャンペーン
電動ピペット3本パック　30% OFF

電動ピペットは操作が難しそう・重そう・・・などの不
安はございませんか？エッペンドルフの電動ピペットな
らこれらの不安も解消でき、安心してご使用いただけ
ます。
3本パックなら1本ずつご購入いただくより30%お得に！

さらにepPoints 4倍
キャンペーン期間中、電動ピペット1本あたり通常50ポ
イント付与されるepPointsが200ポイントに！

セット対象製品
パック1：Xplorerシングル3本（10 / 100 / 1000 µL）
パック2：Xplorerシングル2本（20 / 200 µL）
　　　　+マルチ8ch1本（1200 µL）
パック3：Xplorer plusシングル3本（10 / 100 / 1000 µL）
パック4：Xplorer plusシングル2本（20 / 200 µL）
　　　　+マルチ8ch1本（1200 µL）
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epPointsのご紹介

注文案内　　　　　　　　　　　
品名 Order no. パック内容 希望小売価格 キャンペーン価格

Xplorer®3本パック、
オプション１ 4861 000.946

Xplorer シングルチャンネル 0.5-10 µL ¥76,700
¥161,070

+epPoints 
600ポイント

　　　　　　〃　　　 　　   5-100 µL ¥76,700
　　　　　　〃　　　　　    50-1000 µL ¥76,700
　　　 3本合計　¥230,100

Xplorer®3本パック、
オプション2 4861 000.947

Xplorer シングルチャンネル 1-20 µL ¥76,700
¥201,180

+epPoints 
600ポイント

　　　　　　〃　　　 　　  10-200 µL ¥76,700
Xplorer 8-チャンネル 　　  50-1200 µL ¥134,000
　　　 3本合計　¥287,400

Xplorer® plus 
3本パック、オプション3 4861 000.948

Xplorer plus シングルチャンネル 0.5-10 µL ¥94,700
¥198,870

+epPoints 
600ポイント

　　　　　　〃　　　 　　　　    5-100 µL ¥94,700
　　　　　　〃　　　　　　 　    50-1000 µL ¥94,700
　　　 3本合計　¥284,100

Xplorer® plus 
3本パック、オプション4 4861 000.949

Xplorer plus シングルチャンネル 1-20 µL ¥94,700
¥247,380

+epPoints 
600ポイント

　　　　　　〃　　　　　  　　   10-200 µL ¥94,700
Xplorer plus 8-チャンネル 　　  50-1200 µL ¥164,000
　　　 3本合計　¥353,400

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。製品の仕様、価格、外観等は予告無く変更する場合がありますのでご了承ください。

エッペンドルフ製品についてくるepPointsは、チップやチューブ等の製品
だけでなく、オリジナルグッズ等たくさんの豪華景品と交換できます。 
epPointsのご登録はこちらから
ポイントを集め、景品を獲得してください！ 

myEppendorf
epPointsをためるにはmyEppendorfへの登録が
必要です。ご登録されますとepPointsでの景品交換の
他、キャンペーン・新製品・イベント情報などが配信され
るニュースレターの購読もできます。

Eppendorf News
ニュースレター配信のご希望だけでも可能です！
ご希望の方はこちら

ep Dualfilter

 T.I.P.S.® 

Eppiコレクションカップ
「Time to Party」

リファレンス型
ペンセット（3本）

New：エッペンドルフ アプリなら
epPoints®のQRコードでポイントを
集めることができます！

電動ピペット Xplorer/Xplorer plus 30% OFF +  epPoints 4倍！

Xplorerの分注モード
Ads： 自動連続分注
Dis： 連続分注*
Pip： 分注
P/M： 分注＋Mix

（分注とミキシング）
Man： マニュアルピペッティング

Xplorer plusの分注モード（Xplorerに追加）
Spc： スペシャル機能

- 連続吸引
- 希釈
-  Seq.連続分注（シークエンシャル連続分注）
-  Seq.分注（シークエンシャル分注）
- リバース分注

Prg： プログラミング
Fix： 固定容量

*（例　1回の吸引で100µLを10回分注）

> ダイヤルにより簡単に機能切り替え
>  大きなディスプレイにより操作が
容易

>  軽量で最適化された重量バランスに
より、身体への負担を低減

製品カタログはこちら

キャンペーン期間中30%OFFにな
るだけでなく、通常50ポイント付与
されるepPointsが200ポイントに*！
*キャンペーン期間中にご登録された場合の
み200ポイント付与されます

シンプルな操作方法、日本語ディスプレーが
大好評。
吸引・排出の速度を一定にできるため、再現性を
向上させられます。長時間作業時の疲労を低減
できます。
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