
キャンペーン期間 
2011 年  4 月 1 日～ 6 月 30 日 

γ線滅菌品発売記念 

第 2 弾!! 

30% off 

その 1. ミニザルトγ線滅菌品  

お買い得セール 

水系ミニザルト 　　膜材質 CA; 酢酸セルロース

孔径（色） 出口形状 滅菌 個 商品番号 通常価格 ｾｰﾙ価格
ｾｰﾙ
単価

ミニザルト ハイフロー 　　膜材質 PES; ポリエーテルスルホン

\204

\175

\175

\175

\204

  0 .2μm （青） γ線 \12,500 \8 ,750LL型 50 16534GUK

  0 .45μm （黄） γ線 \12,500 \8 ,750LL型 50 16555GUK

  0 .8μm （緑） LL型 γ線 50 16592GUK \12,500 \8 ,750

  0 .2μm （青） LL型 γ線 50 16532GUK \14,600 \10 ,220

16533GUK \14,600 \10 ,220  0 .45μm （黄） LL型 γ線 50

さらに「軽い押しを!!」という方におすすめ!! 

細胞培養への使用用途に最適!! 



販売店 

FGAO1103 
※ 価格に消費税は含まれておりません 

ｻﾞﾙﾄﾘｳｽ･ﾒｶﾄﾛﾆｸｽ･ｼﾞｬﾊﾟﾝ株式会社
メカトロニクス事業部　営業部  （ラボ製品営業代行） 

本 社／〒140-0001 東京都品川区北品川1-8-11

Tel. (03) 3740 - 5408   Fax. (03) 3740 - 5406

大 阪／〒532-0003 大阪市淀川区宮原4-3-39

Tel. (06) 6396 - 6682   Fax. (06) 6396 - 6686

名古屋／〒461-0002 名古屋市東区代官町35-16

Tel. (052) 932 - 5460   Fax. (052) 932 - 5461

受注・在庫・納期に関しては
Tel. (03) 3740 - 5407   Fax. (03) 3740 - 5406

キャンペーン期間 

2011 年  4 月 1 日～ 6 月 30 日 

30% off 

ご愛顧価格 

その 3. e-jet ポンプ ご好評セール 

商品名 商品番号 通常価格 ｾｰﾙ価格

マイクロザルト®　イー・ジェット
吸引ポンプ

166MP-3 \168 ,000 \117 ,600

ｺﾞﾑ製吸引ﾁｭｰﾌﾞ(1m)
（内径φ10 mm）

16623 \1,600 －

12×17×19 cm
1.0 kg

3.5L/min
0.2 bar
1.0 bar

5～40℃
適応液温 5～80℃
適応粘度 < 150 cSt

【 仕 様 】

寸法(W×D×H)
重　量

Max. 流　量
Max. 吸引圧
Max. 加圧

動作環境温度

試料
吸引 

廃液 

その 2. ビバフロー50 ご愛顧感謝セール 

膜材質 PES または RC

膜材質 分画分子量 個 商品番号 通常価格 感謝価格

PES MWCO     3,000 2 VF05P9 \18,000

PES MWCO     5,000 2 VF05P1 \18,000

PES 2 VF05P0 \18,000

RC 2 VF05C0 \18,000

PES MWCO   30,000 2 VF05P2 \18,000

PES MWCO   50,000 2 VF05P3 \18,000

PES 2 VF05P4 \18,000

RC 2 VF05C4 \18,000

PES 0.2μm 2 VF05P7 \18,000

MWCO  100,000

ビバフロー 50

MWCO   10,000

◆ 高価なクロスフロー式製品が超安価!! 

◆ 面倒な背圧調整不要!! 

◆ 高流量 PES 膜により、操作時間を短縮可能 

◆ 高濃度溶液にも対応 

◆ 連結使用でスケールアップ可能 

◆ トラップフラスコ不要なアスピレーター!! 

場所をとりません!! 

◆ スイッチ on で吸引までの待ち時間無し!! 

◆ 1.0kg の超軽量設計!! 


