
エッペンドルフ感謝祭 2022年11月1日～ 2023年3月31日

Don't miss the chance!!
日頃の感謝を込めてお得なキャンペーンを実施中です！ 
この機会をお見逃しなく！！

＜コンテンツ＞
P2-P3    ピペット3本パックキャンペーン
P4-P5    電動ピペットキャンペーン
P6-P7    epMotion 96 & epMotion 5070キャンペーン
P8-P9    製品登録キャンペーン
P10-11  【読み物】エッペンドルフのSustainabilityへの取り組み
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Eppendorf Reference 2ピペット3本パック

Eppendorf Research plus ピペット3本パック

人気のマイクロピペット２機種の3本パック
ピペットスタンド 1 台＋お好きな消耗品 1 箱or
ピペット 1 本プレゼント！

大好評のリファレンス 2 、リサーチプラスの3本パックをお
買い上げの方に、ピペットスタンドを 1 台プレゼント！さら
にご希望のプラスチック消耗品 1 箱 or マイクロピペット 1 
本もついてきます！！ラボベンチをスタンドでスッキリさせ
て、気持ちよく新年度を迎えましょう！

リファレンス２

 > コンタミネーションを軽減する１ボタン操作
 > 酸、アルカリ、有機溶媒に対する薬品耐性を備えています
 > 容量を設定しやすい４桁表示
 > フルオートクレーバブル
 > スプリング式ノーズコーンでチップの着脱をサポート*

*1,000 μL 以下のエッペンドルフマイクロピペットに備わっています。

リサーチプラス

 > 超軽量、軽いボタン操作でストレスを軽減
 > 酸、アルカリ、有機溶媒に対する薬品耐性を備えています
 > 容量を設定しやすい４桁表示
 > フルオートクレーバブル
 > スプリング式ノーズコーンでチップの着脱をサポート*

*1,000 μL 以下のエッペンドルフマイクロピペットに備わっています。

*2022年4月1日以降、一部製品の注文番号を順次変更しております。変更は現在の注文番号製品の在庫終了、且つ新しい注文番号製品の入荷次第となります。詳細は右記 URL または QR コードよりご確認ください。
ピペットパック内容： リファレンス２パック, リサーチプラスパックには各機種の本体3本及びepT.I.P.S. Box （チップ96本、オートクレーバブルボックス1個）またはチップサンプルが含まれます。詳細は以下をご参照ください。
> パック 1: マイクロピペット 0.5-10, 10-100, 100-1,000 μL 各1本, epT.I.P.S. Box 0.1-20, 2-200, 50-1,000 μL 各1箱, ボールペン1本
> パック 2: マイクロピペット 2-20y, 20-200, 100-1,000 μL 各1本, epT.I.P.S. Box 2-200 μL x 2箱, 50-1,000 μL x 1箱, ボールペン1本
> パック 3: マイクロピペット 100-1,000 μL, 0.5-5 mL, 1-10 mL 各1本, epT.I.P.S. Box 50-1,000 μL 1箱, 5 mL, 10 mLチップサンプル、ボールペン1本

ピペットスタンドなどのプレゼント
ゲットにはお申込みが必要です。
プレゼント内容やお申込み方法は
次ページをご覧ください。

注文番号変更の
詳細はこちら

大好評のピペット3本パックでピペットスタンドプレゼント！！・・・さらに・・・？

品名 注文番号 希望小売価格 備考
リサーチプラス パック 1 3120000909 ¥115,000 在庫限り*
リサーチプラス パック 1 3123000900 ¥115,000
リサーチプラス パック 2 3120000917 ¥115,000 在庫限り*
リサーチプラス パック 2 3123000918 ¥115,000
リサーチプラス パック 3 3120000925 ¥115,000 在庫限り*
リサーチプラス パック 3 3123000926 ¥115,000
リファレンス 2 パック1 4920000903 ¥115,000 在庫限り*
リファレンス 2 パック1 4924000908 ¥115,000
リファレンス 2 パック2 4920000911 ¥115,000 在庫限り*
リファレンス 2 パック2 4924000916 ¥115,000
リファレンス 2 パック3 4920000920 ¥115,000 在庫限り*
リファレンス 2 パック3 4924000924 ¥115,000

https://eppendorf.group/tc1bza
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ピペットスタンドだけではありません。さらに下記①～④の製品から1点プレゼント！

申し込みフォームの
QRコードとURL

https://bit.ly/3pack_gift

対象製品ご購入後、右のQRコードまたはURLの申し込み
フォームより、下記ご登録ください
 > お客様情報
 > ご購入いただいた販売店様
 > ご購入日
 > ご購入いただいたピペット3本パックそれぞれのシリアル
番号（3個分）

一般的に使われている15 / 50 mL遠沈管は、マイ
クロピペットがチューブ内壁に当たり、クロスコン
タミネーションを引き起こすこともあります。
5.0 mLチューブを使うことによって、汚染リスクの
回避と保存スペースの節約を可能にします。
*一箱200本入り（2袋×100本）

5.0 mLチューブと同じコンセプトで開発された25 
mLチューブは、15 mL 遠沈管よりも長さが短く、
開口部が広くなっています。そのため、マイクロピ
ペットを介した汚染リスクを低減することができま
す。
*スナップキャップ一箱200本入り（5袋ｘ40本）
*スクリューキャップ一箱200本入り（4袋ｘ50本）

実験台にこぼれた化学物質からピペットを
守るためには、ピペットをスタンドに掛け
て保管する必要があります。
ホルダーを交換することで、現行のピペッ
トおよび連続分注器はもちろん、前の世代
の機種も掛けられます。
ホルダーは工具なしで簡単に交換できます。

1.5 mL のマイクロチューブのように片手で開閉で
きる50mL の遠沈管が登場しました！フタの置き場
や、他の遠沈管のフタとの取り違えによるコンタミ
ネーションリスクに悩む必要はありません。そのま
まオートクレーブも可能です。
*一箱240本入り（ 8 袋 × 30 本 ）

シリアル No.記載箇所

プレゼントお申し込み方法

④お好きな容量のマイクロピペット1本（手動、シングルチャンネルのみ）

③エッペンドルフコニカルチューブ SnapTec 50

②エッペンドルフコニカルチューブ 25 mL スナップキャップ/スクリューキャップ

①エッペンドルフチューブ 5.0 mL

ピペットスタンド1台プレゼント！

*応募フォームはキャンペーン終了後
1ヶ月間有効となります。

スナップキャップ
タイプ

スナップキャップ
タイプ

スクリューキャップ
タイプ

スクリューキャップ
タイプ

ピペット本体が当たらず
底までアプローチできるサイズ
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Xplorer / Xplorer plus の詳細情報

YouTube 動画
エッペンドルフの YouTube アカウントでは便利な自動連続分
注モードや機能の説明の他にも、様々な動画をご用意しています。

Xplorer / Xplorer plus を使うメリット

 >ボタンを押すだけで吸引排出ができるため、身体への負担を軽減す
る
 >手動でのピペッティングで生じうる使用者間での誤差を取り除く
 >使用する溶液や容器に合わせて、吸引排出スピードを調整可能
 >連続分注モードで、一度にまとめて吸引した液体を設定した容量で
連続して排出でき、スピードUP
 >日本語表示が選択でき、わかりやすい画面

ボタンをピッと押すだけで設定したスピードでの吸引排出

電動マイクロピペット Xplorer / Xplorer plus 25% OFF !

Xplorer / Xplorer plus の違いは使えるモードの数

操作モード Xplorer Xplorer 
plus

分注 （Pip）：液体の吸引と排出  

マニュアルピペッティング （Man）: 液体吸引は、最大量に達する前に
手動で停止することができます

 

分注とミキシング （P/M）：吸引したサンプルを排出した後、
自動的にミキシングを行います

 

連続分注 （Dis）：等しい分量を連続的に分注  

自動連続分注 （Ads）：連続分注を任意の一定間隔で行います  

スペシャルモード （Spc） – 連続吸引：液体を連続して吸引します 

スペシャルモード （Spc） – シークエンシャル連続分注： 
あらかじめ設定した順序で連続10通りの容量を分注します



スペシャルモード （Spc） – リバースピペッティング：
粘性・有機溶媒のピペッティングに



スペシャルモード （Spc） – 希釈：
希釈液およびエアバブルで分割された試料の吸引



スペシャルモード （Spc） – シークエンシャル分注： 
最大10回のピペッティングを任意の設定容量で順番に行えます



固定容量（Fix）：吸引および分注速度を含むよく使う容量を
最大10種類まで保存しておくことができます



プログラミング（Prg）：最大4段階でのピペッティング操作を
組み合わせできます。最大10種類



オプション（Opt）：好みの設定を保存、サービス間隔を設定、
キーロックの設定など

 

常に握りしめなくても指にか
かって落ちにくいようにデザ
インされたフック

人間工学に基づいた握りやす
い滑らかなデザインと重量バ
ランスで、身体への負担を最
小限に

ご自身でのメンテナンスや
121℃、20分のオートクレー
ブが可能なボトムパーツ

一度の充電で一日の作業に十
分対応できるリチウムイオン
バッテリー
掛けておくだけで充電できる
スタンドもございます

1

2

4
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https://eppendorf.group/vw940r

https://youtu.be/GKir4KsJ5TE

eppendorf youtube

Xplorer / Xplorer plus の使い方や分注方法等の動画

Xplorer / Xplorer plus の
製品カタログはこちら

メンテナンス方法につきましては、
お気軽にお問合せください。
お問い合わせ先：info@eppendorf.jp

1 モード選択はダイヤルを回すだけ
です。

2 大きなディスプレイとその位置は、
最適な見やすさになっているため、
操作性の向上と判別ミス低減を可能
にします。

3 充電状況や残りのバッテリー残量が
一目でわかる表示付きで、作業途中
で止まってしまうことを避けること
ができます。

4 ▲は設定操作では上/ピペッティン
グでは吸引、
▼は設定操作では下/ピペッティン
グでは排出、とシンプルなボタン操
作になっています。
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ピペットの修理・校正サービスのご案内
長年の使用によるマイクロピペットパーツの摩耗や液体の吸い込みによるダ
メージは、精度に影響を与えてしまいます。マイクロピペットをいつも最高
の状態でご使用いただくために、バリデーションサポートをご活用ください。

エッペンドルフの検定・校正サービスは全メニュー ISO8655準拠です。
GLP/GMP 等の品質管理、臨床検査(ISO15189) 等の各種 ISO 運用時
にご利用いただけます。
JCSS 校正や他社ピペットの検定・校正サービスも実施中！

本サービスの資料請求・お問い合わせ：info@eppendorf.jp

for premium performance
epServices

品名 注文番号 希望小売価格 キャンペーン価格
Xplorer シングルチャンネル, 0.5-10 µL 4861000015 ¥87,400 ¥65,550
Xplorer シングルチャンネル, 1-20 µL 4861000017 ¥87,400 ¥65,550
Xplorer シングルチャンネル, 5-100 µL 4861000023 ¥87,400 ¥65,550
Xplorer シングルチャンネル, 10-200 µL 4861000027 ¥87,400 ¥65,550
Xplorer シングルチャンネル, 15-300 µL 4861000031 ¥87,400 ¥65,550
Xplorer シングルチャンネル, 50-1,000 µL 4861000040 ¥87,400 ¥65,550
Xplorer シングルチャンネル, 0.1-2.5 mL 4861000044 ¥87,400 ¥65,550
Xplorer シングルチャンネル, 0.2-5 mL 4861000058 ¥87,400 ¥65,550
Xplorer シングルチャンネル, 0.5-10 mL 4861000066 ¥87,400 ¥65,550
Xplorer plus シングルチャンネル, 0.5-10 µL 4861000708 ¥106,000 ¥79,500
Xplorer plus シングルチャンネル, 1-20 µL 4861000710 ¥106,000 ¥79,500
Xplorer plus シングルチャンネル, 5-100 µL 4861000716 ¥106,000 ¥79,500
Xplorer plus シングルチャンネル, 10-200 µL 4861000720 ¥106,000 ¥79,500
Xplorer plus シングルチャンネル, 15-300 µL 4861000724 ¥106,000 ¥79,500
Xplorer plus シングルチャンネル, 50-1,000 µL 4861000732 ¥106,000 ¥79,500
Xplorer plus シングルチャンネル, 0.1-2.5 mL 4861000736 ¥106,000 ¥79,500
Xplorer plus シングルチャンネル, 0.2-5 mL 4861000740 ¥106,000 ¥79,500
Xplorer plus シングルチャンネル, 0.5-10 mL 4861000759 ¥106,000 ¥79,500
Xplorer 8チャンネル, 0.5-10 µL 4861000104 ¥153,000 ¥114,750
Xplorer 8チャンネル, 5-100 µL 4861000120 ¥153,000 ¥114,750
Xplorer 8チャンネル, 15-300 µL 4861000147 ¥153,000 ¥114,750
Xplorer 8チャンネル, 50-1,200 µL 4861000163 ¥153,000 ¥114,750
Xplorer plus 8チャンネル, 0.5-10 µL 4861000767 ¥185,000 ¥138,750
Xplorer plus 8チャンネル, 5-100 µL 4861000783 ¥185,000 ¥138,750
Xplorer plus 8チャンネル, 15-300 µL 4861000805 ¥185,000 ¥138,750
Xplorer plus 8チャンネル, 50-1,200 µL 4861000821 ¥185,000 ¥138,750
Xplorer 12チャンネル, 0.5-10 µL 4861000112 ¥180,000 ¥135,000
Xplorer 12チャンネル, 5-100 µL 4861000139 ¥180,000 ¥135,000
Xplorer 12チャンネル, 15-300 µL 4861000155 ¥180,000 ¥135,000
Xplorer 12チャンネル, 50-1,200 µL 4861000171 ¥180,000 ¥135,000
Xplorer plus 12チャンネル, 0.5-10 µL 4861000775 ¥217,000 ¥162,750
Xplorer plus 12チャンネル, 5-100 µL 4861000791 ¥217,000 ¥162,750
Xplorer plus 12チャンネル, 15-300 µL 4861000813 ¥217,000 ¥162,750
Xplorer plus 12チャンネル, 50-1,200 µL 4861000830 ¥217,000 ¥162,750
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384サンプルをすばやく分注

▢ 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チップサイズを自動検出

▢ 2種のチップサイズに1台で対応

▢ 多様な分注モード

分注モード
Pipette 液体を吸引・分注
Multidispense 液体を吸引後、等量ずつ複数回分注
Reverse pipette リバースピペッティング（粘性のある液体の分注に）

Small Volume
水と空気の吸引後にサンプルを吸引・分注
（微量の液体の分注に）

Pipette + Mix 液体吸引・分注後、自動的にミキシング
Manual pipette アイコンをタッチしている間、吸引・分注
Dilute + Mix サンプル、空気、希釈用液を吸引・分注後、ミキシング
Multiaspirate 設定した容量を連続で吸引
Sequential 
dispense

カラム毎に違う容量を設定(1列にチップを装着)

Prewet プレウェッティング

公式動画

分注モードを選択し、適切な位置にテーブルの高さを調節します。 画面に表示されたAspirateボタンとDispenseボタンにタッチして操作
します。

2-position

epMotion 96シリーズ製品本体
品名・形式 注文番号 希望小売価格 キャンペーン価格 容量範囲

epMotion 96 5069000004 ￥2,470,000 ￥1,852,500 0.5-300µL *1
epMotion 96(2-position) 5069000101 ￥2,680,000 ￥2,010,000 0.5-300µL *2 *在庫限り
epMotion 96xl 5069000209 ￥2,520,000 ￥1,890,000 5-1000µL *1 *在庫限り
epMotion 96xl(2-position) 5069000306 ￥2,780,000 ￥2,085,000 5-1000µL *2 *在庫限り

*1 ローディングフレーム、384プレート用アダプター、コントロール用iPod touch 32 GB付き
*2 ローディングフレーム、384プレート用アダプターx2、コントロール用iPod touch 32 GB付き
在庫限りの製品につきましては、早期完売の際はご容赦ください

epMotion 96 & 5070 PCR Solution パッケージ 25%OFF
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核酸サンプルのNormalizationこそ自動化
▢ 標準化とチェリーピッキングに便利な CSV 
ファイルインポート可能

▢ マニュアル操作エラー防止

▢ 2個分注ツール自動交換

▢ 連続分注、ピペッティング可能

▢ 吸引、吐出速度の調整が可能

▢ 小さな設置面積が小さい実験台にフィット

▢ ルーチン分注に最適

epMotion 5070 テクニカルデータ
ピペッティング容量 0.2 ～ 1,000 µL*1

分注ツールの自動交換 可（2本）
MTP フォーマットの設置数 4
制御方式 MultiCon PC
電源 100 – 240 V ±10% / 50–60 Hz ±5%
最大消費電力 150 W
大きさ（W x D x H、本体のみ） 65 x 48 x 63 cm
重さ（本体のみ） 45 kg～
*1 組み合わせる分注ツールにより異なります

epMotion 対応
Kitのご紹介

"NGSをもっと簡単に”
特設ページはこちら

品名 内容 注文番号 希望小売価格 キャンペーン価格 ポジション数
epMotion 5070  
PCR Solutionパッケージ

 分注ツールTS 50、リザーバーラック、リザー
バーラックモジュールPCR、サーモブロック96

5070000948 ￥2,440,000 ￥1,830,000 4

NGSライブラリ調製もできます。詳細は下記をご参照ください。
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製品登録で 電動ピペット1本 & 消耗品1箱 GET！

キャンペーン期間中、下記対象製品本体を購入後、製
品登録（登録方法は次ページ参照）していただいた方
に、電動ピペットXplorerシングルチャンネル 1本 
と消耗品 1箱 をプレゼントいたします。

製品登録対象製品 (本体のみ対象、アクセサリー類は対象外)
ミックスメイト、サーモスタット、サーモミキサー、マス
ターサイクラー、HeatSealer、分光光度計、Eporator、
InjectMan 4、TransferMan 4r、ピエゾエキスパート、
FemtoJet、CellTram、インキュベーターシェーカー、
S41i、epMotion、CO2  インキュベーター、CryoCube 
F740hi、ラックスキャン b、ファーメンター、バイオリア
クター

電動ピペット Xplorer (下記の容量より1品)
 > 0.5 - 10 µL
 > 1 - 20 µL
 > 5 - 100 µL
 > 10 - 200 µL
 > 15 - 300 µL
 > 50 - 1,000 µL
 > 0.1 - 2.5 mL
 > 0.2 - 5 mL
 > 0.5 - 10 mL

消耗品 (下記より 1品)
 > エッペンドルフチューブ 5.0 mL 
スクリューキャップ

 > エッペンドルフチューブ 5.0 mL 
スナップキャップ

 > エッペンドルフコニカルチューブ 25 mL 
スナップキャップ

 > エッペンドルフコニカルチューブ 25 mL 
スクリューキャップ

 > エッペンドルフコニカルチューブ SnapTec 50

インキュベーターシェーカー
Innova S44i

マスターサイクラー nexus CO2  インキュベーターシェーカー
S41i

サーモミキサー C

プレゼント品 (電動ピペット Xplorer と 消耗品 より 各1品、計 2品)

期間中対象製品を購入後に製品登録をいただいた方に、弊社からメールにてご連絡差し上げます。
プレゼント品のご希望、その他詳細についてはその際にお伺いいたします。
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製品登録で 電動ピペット1本 & 消耗品1箱 GET！

エッペンドルフの製品登録プログラム

ご登録いただきますと、製品ごとに epPoints をプレ
ゼントいたします！
epPoints はエッペンドルフ製品のポイントプログラム
です。集めたポイントは、素敵な景品と交換できます。

アプリで簡単ご登録手順

アプリのダウンロードは
こちらから

製品についているQR
コードを読み込むだけ

1.  本プログラムはエッペンドルフによる提供です。 本プログラムについてのお
問い合わせは Amazon ではお受けしておりません。エッペンドルフ（info@
eppendorf.jp）までお願いいたします。

2.  Amazon、Amazon.co.jp およびそれらのロゴは Amazon.com, Inc. ま
たはその関連会社の商標です。

景品例

epPoints とは

製品登録の方法（アプリまたはウェブでご登録いただけます）

ウェブでご登録手順 STEP 1

ホームページの
myEppendorf *ページで

STEP 2

Registration Code
（製品の Serial No.）を

入力して

STEP 3

製品名が出てきたら

STEP 4

「Go」を押すだけ！
*ご登録が必要となります
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エッペンドルフは、持続可能な発展を実現するため、企業活動において利益だけでなく、
環境や社会という側面も考慮し、この3つの側面の調和を図っています。そして日々の
事業運営の中で、下記のようなビジョンを持ち、経営理念にVisionとして落し込み、
持続可能な経営を行っています。

エッペンドルフのSustainability Vision

気候変動
グローバルウォーミングへの取り組み
私たち自身の事業所において気候中立（クライメット・ニュートラル）を推進する
お客様が気候中立を達成できるようサポートする。

天然資源の利用
私たちにも、お客様にとっても大切な資源の使用量を最小限に抑えています。
パッケージと消耗品の効率的/代替ソリューションに焦点を当てる。
可能な限り循環性の概念を導入する。

グローバルな社会的コンプライアンス
複雑なグローバル バリュー チェーン (労働条件/人権) を改善するために、サプライ
ヤーに適切なガイダンスを提供する。

人類の幸福
ビジネスを発展させ、最も人間工学に基づいた製品でお客様にサービスを提供するに
は、最高の人材が必要である。
グローバル人材にとって最も魅力的な職場になる
多様性と生涯学習を通じてイノベーションを促進する

Sustainability at Eppendorf
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Sustainability at Eppendorf

エッペンドルフでは、お客様のお声をもとに、持続可能な製品の開発に取り組んでいます。
こちらの製品はその一部です。

ACT/ MyGreenLab
My Green Lab の ACT ラベルは、ラボ製品が環境に与える影響について明確に検証された第三者情報を求める
科学者と調達者の双方のニーズに応えるようデザインされています。製造、エネルギーや水の使用、パッケージ、
生産終了後に関する ACT（Accountability = 説明責任、Consistency = 整合性、Transparency = 透明性）
を明示することで、グリーン購入がしやすくなります。

ACT認証されているエッペンドルフ製品:
 > ディープフリーザー
 > 25 mL コニカルチューブ
 > Research plus ピペット
 > epT.I.P.S. リロード
 > epT.I.P.S. Motion リロード

認証取得進行中のエッペンドルフ製品:
 > 遠心機5910 Ri 

Bio-based Conical Tubes
90%の再生可能なバイオ循環型原料（例：食
用油の廃棄物などからのリサイクル）と10%
の化石原料から作られています。（ISCCマスバ
ランス・アプローチを適用）このチューブを選
択することで、化石資源使用量を大幅に削減す
ることができます。

https://www.mygreenlab.org/

25 mL Conical Tube

CryoCube F740hi

NEW
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Sustainability at Eppendorf －環境への取り組み－

サステナビリティは、エッペンドルフにとって
不可欠な要素です

私たちの製品はこれまで以上に持続可能なものとなり、世界中で最適な研究が行われるよ
うになっています。私たちは、環境保護に継続的に取り組んでおり、企業として従業員に
対し重大な責任を負っていることを自覚しています。社会に対する当社の取り組みは、さ
まざまな形で現れ、当社の中核事業と密接に結びついています。


