
キャンペーンコード

ご注文方法：専用注文書を使用して弊社にご注文いただくよう、取扱店へお伝え下さい。I0202

NEWNEWサファイアチップサファイアチップ  
研究応援キャンペーン研究応援キャンペーン

期間：2023年2月1日～2023年4月28日

New Sapphire Tips

Bulk Type

New Sapphire Tips

Reload Type

New Sapphire Tips

Rack Type

スタンダードタイプと低残留タイプの
両方がキャンペーン対象！！

今シーズンが最大のチャンス！

・スタンダードタイプ
・低残留タイプ

・スタンダードタイプ（未滅菌/滅菌）
・低残留タイプ（未滅菌/滅菌）

・スタンダードタイプ（未滅菌/滅菌）
・スタンダードタイプ フィルター付き（滅菌）
・低残留タイプ（未滅菌/滅菌）
・低残留タイプ フィルター付きチップ（滅菌）
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弊社のチップは他社のマイクロピペットにもご使用頂けます。
各社のマイクロピペットの適合表は総合カタログ 142 ～ 145ページをご参考ください。
総合カタログはこちらのQRコードからでもご覧いただけます。
https://www.gbo.com/fileadmin/media/Japan/01_Downloads_BioScience/SALES_Product_Catalogues/
GBOJP-202204001_BS_Product_Catalogue_202204.pdf

弊社サファイアピペット（マイクロピペット）の適合表
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Sapphire PIPETTE TIPS  (STANDARD / LOW RETENTION)

PIPETTE MODELS

Volume [µl] 10 10 extended 20 100 200 300 1000 1250

Volume range [µl] 0.2-10 0.5-10 2-20 2-100 5-200 10-300 50-1000 50-1250

Tip version Tip/Filter tip Tip/Filter tip Filter tip Filter tip Tip/Filter tip Tip/Filter tip Tip Tip/Filter tip

Article no. 7713XX 7723XX 7733XX 7743XX 7753XX 7763XX 7773XX 7783XX

GREINER BIO-ONE

Single-channel pipettes

Sapphire 0.2-2 µl ● ●

1-10 µl ● ●

1-20 µl ● ●

10-100 µl ■ ● T ● / F -

20-200 µl ■ ■ ● ●

100-1000 µl ● ●

500-5000 µl

1000-10000 µl

Multi-channel pipettes

Sapphire 8/12 CH 0.5-10 µl ● ●

8/12 CH 2-20 µl ● T ● / F -

8/12 CH 20-200 µl ■ ■ ● ●

8/12 CH 20-300 µl ■ ■ ■ ●

チップの原寸大サイズと適合表について
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バルクタイプ

・製品番号
・ロット番号
・使用期限
などを記載

ジッパーが付いて
いるため、使用
後に封ができる

包装が破れにくい素材の
ため、チップの突き抜け
が少ない

容量ごとに色のマークが
異なる

上端部はミシン目になっているため、
手で簡単に切り取ることができる

少ない力でピペットの先端に
はまるソフトフィットタイプ

メディカルグレードの
ポリプロピレンで製造

スリムでシャープな形状のためマイクロピペット内
へのコンタミネーションのリスクを低減

これまでよりも製造に使う
プラスチック量を減らした
デザイン

素早く容量が確認できる
リード線つき

■ 容量は10μl（ロング含む）、200μl、300μl、1000μl、1250μlの6種類
■ ユニバーサルタイプのため、他社のマイクロピペットでも使用可能
■ 素早く容量が確認できるリード線つき
■ 低残留タイプはチップ表面がなめらかなため、排出時の残液が少ない
■ メディカルグレードのポリプロピレンで製造
■ 包装に製品番号、ロット番号、使用期限を記載
■ 容量が一目で分かるよう色分けラベルつき
■ DNase/RNase/ヒトDNAフリー、パイロジェンフリー

スタンダードタイプ

低残留タイプ

製品番号 製品名 容量 材質 滅菌 包装 販売単位
単価

（税抜）
ケース価格
（税抜）

キャンペーン
単価（税抜）

キャンペーン
価格（税抜）

771350 NewSapphire ピペットチップ ユニバーサル バルク包装
10μl ナチュラル 未滅菌 10μl PP × 1000本×1袋 1000 ¥3.1 ¥3,100 ¥2.0 ¥2,010

772350 NewSapphire ピペットチップ ユニバーサル バルク包装
ロングタイプ 10μl ナチュラル 未滅菌 10μl PP × 1000本×1袋 1000 ¥3.8 ¥3,800 ¥2.5 ¥2,520

775350 NewSapphire ピペットチップ ユニバーサル バルク包装
200μl ナチュラル 未滅菌 200μl PP × 1000本×1袋 1000 ¥2.6 ¥2,600 ¥1.7 ¥1,650

776350 NewSapphire ピペットチップ ユニバーサル バルク包装
300μl ナチュラル 未滅菌 300μl PP × 1000本×1袋 1000 ¥3.9 ¥3,900 ¥2.6 ¥2,590

777350 NewSapphire ピペットチップ ユニバーサル バルク包装
1000μl ナチュラル 未滅菌 1000μl PP × 1000本×1袋 1000 ¥2.9 ¥2,900 ¥1.9 ¥1,870

778350 NewSapphire ピペットチップ ユニバーサル バルク包装
1250μl ナチュラル 未滅菌 1250μl PP × 1000本×1袋 1000 ¥5.0 ¥5,000 ¥3.4 ¥3,380

製品番号 製品名 容量 材質 滅菌 包装 販売単位
単価

（税抜）
ケース価格
（税抜）

キャンペーン
単価（税抜）

キャンペーン
価格（税抜）

771360 NewSapphire ピペットチップ 液体低残留 ユニバーサル
バルク包装 10μl ナチュラル 未滅菌 10μl PP × 1000本×1袋 1000 ¥3.6 ¥3,600 ¥2.4 ¥2,370

772360 NewSapphire ピペットチップ 液体低残留 ユニバーサル
バルク包装 ロングタイプ 10μl ナチュラル 未滅菌 10μl PP × 1000本×1袋 1000 ¥4.0 ¥4,000 ¥2.7 ¥2,660

775360 NewSapphire ピペットチップ 液体低残留 ユニバーサル
バルク包装 200μl ナチュラル 未滅菌 200μl PP × 1000本×1袋 1000 ¥2.8 ¥2,800 ¥1.8 ¥1,800

776360 NewSapphire ピペットチップ 液体低残留 ユニバーサル
バルク包装 300μl ナチュラル 未滅菌 300μl PP × 1000本×1袋 1000 ¥4.2 ¥4,200 ¥2.8 ¥2,810

777360 NewSapphire ピペットチップ 液体低残留 ユニバーサル
バルク包装 1000μl ナチュラル 未滅菌 1000μl PP × 1000本×1袋 1000 ¥3.1 ¥3,100 ¥2.0 ¥2,010

778360 NewSapphire ピペットチップ 液体低残留 ユニバーサル
バルク包装 1250μl ナチュラル 未滅菌 1250μl PP × 1000本×1袋 1000 ¥5.3 ¥5,300 ¥3.6 ¥3,600
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リロードタイプ

■ 環境に配慮した紙包装タイプ
■ スタンダードタイプと低残留タイプをご用意
■ 未滅菌と滅菌タイプの両方をご用意
■ インサート（天板）に容量、シリアル番号、ロット番号を印字
■ 10μlの専用ラックはロングタイプと兼用
 1000μlの専用ラックは1250μlと兼用

紙包装

5段ずつ収納

容量、シリアル番号、ロット番号を印字

容量ごとに色が異なる

スタンダードタイプ

スタンダードタイプ（滅菌）

製品番号 製品名 容量 材質 滅菌 包装 販売単位
単価

（税抜）
ケース価格
（税抜）

キャンペーン
単価（税抜）

キャンペーン
価格（税抜）

771354 NewSapphire リロードチップ 詰め替え用 ユニバーサル
10μl ナチュラル 未滅菌 10μl PP × 96本×10段 960 ¥7.0 ¥6,720 ¥4.7 ¥4,520

772354 NewSapphire リロードチップ 詰め替え用 ユニバーサル
ロングタイプ 10μl ナチュラル 未滅菌 10μl PP × 96本×10段 960 ¥8.0 ¥7,680 ¥5.4 ¥5,210

775354 NewSapphire リロードチップ 詰め替え用 ユニバーサル
200μl ナチュラル 未滅菌 200μl PP × 96本×10段 960 ¥7.5 ¥7,200 ¥5.1 ¥4,860

776354 NewSapphire リロードチップ 詰め替え用 ユニバーサル
300μl ナチュラル 未滅菌 300μl PP × 96本×10段 960 ¥7.5 ¥7,200 ¥5.1 ¥4,860

778354 NewSapphire リロードチップ 詰め替え用 ユニバーサル
1250μl ナチュラル 未滅菌 1250μl PP × 96本×10段 960 ¥10.5 ¥10,080 ¥7.2 ¥6,940

製品番号 製品名 容量 材質 滅菌 包装 販売単位
単価

（税抜）
ケース価格
（税抜）

キャンペーン
単価（税抜）

キャンペーン
価格（税抜）

771355 NewSapphire リロードチップ 詰め替え用 ユニバーサル
10μl ナチュラル 滅菌 10μl PP ○ 96本×10段 960 ¥8.0 ¥7,680 ¥5.4 ¥5,210

772355 NewSapphire リロードチップ 詰め替え用 ユニバーサル
ロングタイプ 10μl ナチュラル 滅菌 10μl PP ○ 96本×10段 960 ¥8.5 ¥8,160 ¥5.8 ¥5,560

775355 NewSapphire リロードチップ 詰め替え用 ユニバーサル
200μl ナチュラル 滅菌 200μl PP ○ 96本×10段 960 ¥8.5 ¥8,160 ¥5.8 ¥5,560

776355 NewSapphire リロードチップ 詰め替え用 ユニバーサル
300μl ナチュラル 滅菌 300μl PP ○ 96本×10段 960 ¥8.5 ¥8,160 ¥5.8 ¥5,560

777355 NewSapphire リロードチップ 詰め替え用 ユニバーサル
1000μl ナチュラル 滅菌 1000μl PP ○ 96本×10段 960 ¥10.0 ¥9,600 ¥6.9 ¥6,600

778355 NewSapphire リロードチップ 詰め替え用 ユニバーサル
1250μl ナチュラル 滅菌 1250μl PP ○ 96本×10段 960 ¥11.0 ¥10,560 ¥7.6 ¥7,290
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専用ラック（チップなし）

■ 専用ラックは容量ごとに色分け
■ 50回以上のオートクレーブ可能
■ 10μlの専用ラックはロングタイプと兼用
　 1000μlの専用ラックは1250μlと兼用
■ 専用ラックはバルクタイプとリロードタイプの

両方で使用

低残留タイプ

製品番号 製品名 容量 材質 滅菌 包装 販売単位
単価

（税抜）
ケース価格
（税抜）

キャンペーン
単価（税抜）

キャンペーン
価格（税抜）

771364 NewSapphire リロードチップ 液体低残留 詰め替え用
ユニバーサル 10μl ナチュラル 未滅菌 10μl PP × 96本×10段 960 ¥8.0 ¥7,680 ¥5.4 ¥5,210

772364 NewSapphire リロードチップ 液体低残留 詰め替え用
ユニバーサル ロングタイプ 10μl ナチュラル 未滅菌 10μl PP × 96本×10段 960 ¥8.5 ¥8,160 ¥5.8 ¥5,560

775364 NewSapphire リロードチップ 液体低残留 詰め替え用
ユニバーサル 200μl ナチュラル 未滅菌 200μl PP × 96本×10段 960 ¥8.5 ¥8,160 ¥5.8 ¥5,560

776364 NewSapphire リロードチップ 液体低残留 詰め替え用
ユニバーサル 300μl ナチュラル 未滅菌 300μl PP × 96本×10段 960 ¥8.5 ¥8,160 ¥5.8 ¥5,560

777364 NewSapphire リロードチップ 液体低残留 詰め替え用
ユニバーサル 1000μl ナチュラル 未滅菌 1000μl PP × 96本×10段 960 ¥10.0 ¥9,600 ¥6.9 ¥6,600

低残留タイプ（滅菌）

製品番号 製品名 容量 材質 滅菌 包装 販売単位
単価

（税抜）
ケース価格
（税抜）

キャンペーン
単価（税抜）

キャンペーン
価格（税抜）

771365 NewSapphire リロードチップ 液体低残留 詰め替え用
ユニバーサル 10μl ナチュラル 滅菌 10μl PP ○ 96本×10段 960 ¥8.5 ¥8,160 ¥5.8 ¥5,560

772365 NewSapphire リロードチップ 液体低残留 詰め替え用
ユニバーサル ロングタイプ 10μl ナチュラル 滅菌 10μl PP ○ 96本×10段 960 ¥9.0 ¥8,640 ¥6.1 ¥5,900

775365 NewSapphire リロードチップ 液体低残留 詰め替え用
ユニバーサル 200μl ナチュラル 滅菌 200μl PP ○ 96本×10段 960 ¥9.0 ¥8,640 ¥6.1 ¥5,900

776365 NewSapphire リロードチップ 液体低残留 詰め替え用
ユニバーサル 300μl ナチュラル 滅菌 300μl PP ○ 96本×10段 960 ¥9.0 ¥8,640 ¥6.1 ¥5,900

777365 NewSapphire リロードチップ 液体低残留 詰め替え用
ユニバーサル 1000μl ナチュラル 滅菌 1000μl PP ○ 96本×10段 960 ¥10.5 ¥10,080 ¥7.2 ¥6,940

778365 NewSapphire リロードチップ 液体低残留 詰め替え用
ユニバーサル 1250μl ナチュラル 滅菌 1250μl PP ○ 96本×10段 960 ¥14.0 ¥13,440 ¥9.8 ¥9,370

製品番号 製品名 材質 滅菌 包装 販売単位
単価

（税抜）
ケース価格
（税抜）

キャンペーン
単価（税抜）

キャンペーン
価格（税抜）

770310 NewSapphireチップ用 96本立 チップラック
10μl / 10μl (ロングタイプ) レッド(インサート) PP × 10台 10 ¥530.0 ¥5,300 ¥360.0 ¥3,600

770320 NewSapphireチップ用 96本立 チップラック
300μl グリーン(インサート) PP × 10台 10 ¥530.0 ¥5,300 ¥360.0 ¥3,600

770330 NewSapphireチップ用 96本立 チップラック
300μl グリーン(インサート) PP × 10台 10 ¥530.0 ¥5,300 ¥360.0 ¥3,600

770340 NewSapphireチップ用 96本立 チップラック
1000μl / 1250μl ブルー (インサート) PP × 10台 10 ¥530.0 ¥5,300 ¥360.0 ¥3,600



6

ラック包装タイプ

透明な
ラック 50回以上

オートクレーブ可能

容量ごとに
色が異なる天板

同じ容量のラックの
積み重ねが可能

つまみ（キャップ）により
片手での蓋の開閉が可能 少ない力でピペットの先端に

はまるソフトフィットタイプ

メディカルグレードの
ポリプロピレンで製造

スリムでシャープな形状のためマイクロピペット内
へのコンタミネーションのリスクを低減

これまでよりも製造
に使うプラスチック量
を減らしたデザイン

素早く容量が確認できる
リード線つき

■ フィルターなしタイプとフィルターありタイプをご用意
■ ユニバーサルタイプのため、他社のマイクロピペットでも使用可能
■ 滅菌品は無菌性保証水準 10-6（SAL 10-6）
■ リロードタイプと同じくインサート（天板）に容量、シリアル番号、ロット番号を印字
■ フィルターは疎水性のポリエチレンフィルター
■ ISO 9001, ISO 8655-6, ISO 10993-5, ISO 11137に準拠して製造

スタンダードタイプ

スタンダードタイプ（滅菌）

製品番号 製品名 容量 材質 滅菌 包装 販売単位
単価

（税抜）
ケース価格
（税抜）

キャンペーン
単価（税抜）

キャンペーン
価格（税抜）

771351 NewSapphire ピペットチップ ユニバーサル 
96本立ラック包装 10μl ナチュラル 未滅菌 10μl PP × 96×10ラック 960 ¥9.5 ¥9,120 ¥6.5 ¥6,250

775351 NewSapphire ピペットチップ ユニバーサル 
96本立ラック包装 200μl ナチュラル 未滅菌 200μl PP × 96×10ラック 960 ¥8.5 ¥8,160 ¥5.8 ¥5,560

776351 NewSapphire ピペットチップ ユニバーサル 
96本立ラック包装 300μl ナチュラル 未滅菌 300μl PP × 96×10ラック 960 ¥9.5 ¥9,120 ¥6.5 ¥6,250

777351 NewSapphire ピペットチップ ユニバーサル 
96本立ラック包装 1000μl ナチュラル 未滅菌 1000μl PP × 96×10ラック 960 ¥10.5 ¥10,080 ¥7.2 ¥6,940

778351 NewSapphire ピペットチップ ユニバーサル 
96本立ラック包装 1250μl ナチュラル 未滅菌 1250μl PP × 96×10ラック 960 ¥11.5 ¥11,040 ¥8.0 ¥7,640

製品番号 製品名 容量 材質 滅菌 包装 販売単位
単価

（税抜）
ケース価格
（税抜）

キャンペーン
単価（税抜）

キャンペーン
価格（税抜）

775352 NewSapphire ピペットチップ ユニバーサル 
96本立ラック包装　200μl ナチュラル 滅菌 200μl PP 〇 96×10ラック 960 ¥9.0 ¥8,640 ¥6.1 ¥5,900

776352 NewSapphire ピペットチップ ユニバーサル 
96本立ラック包装　300μl ナチュラル 滅菌 300μl PP 〇 96×10ラック 960 ¥10.0 ¥9,600 ¥6.9 ¥6,600

777352 NewSapphire ピペットチップ ユニバーサル 
96本立ラック包装　1000μl ナチュラル 滅菌 1000μl PP 〇 96×10ラック 960 ¥11.0 ¥10,560 ¥7.6 ¥7,290

778352 NewSapphire ピペットチップ ユニバーサル 
96本立ラック包装　1250μl ナチュラル 滅菌 1250μl PP 〇 96×10ラック 960 ¥12.5 ¥12,000 ¥8.7 ¥8,330



7

スタンダードタイプ（フィルター付き・滅菌）

低残留タイプ

低残留タイプ（滅菌）

低残留タイプ（フィルター付き・滅菌）

製品番号 製品名 容量 材質 滅菌 包装 販売単位
単価

（税抜）
ケース価格
（税抜）

キャンペーン
単価（税抜）

キャンペーン
価格（税抜）

771353 NewSapphire フィルターチップ ユニバーサル 
96本立ラック包装　10μl ナチュラル 滅菌 10μl PP ○ 96×10ラック 960 ¥17.0 ¥16,320 ¥11.8 ¥11,340

772353 NewSapphire フィルターチップ ユニバーサル 
96本立ラック包装　ロングタイプ 10μl ナチュラル 滅菌 10μl PP ○ 96×10ラック 960 ¥17.0 ¥16,320 ¥11.8 ¥11,340

773353 NewSapphire フィルターチップ ユニバーサル 
96本立ラック包装　20μl ナチュラル 滅菌 20μl PP ○ 96×10ラック 960 ¥17.0 ¥16,320 ¥11.8 ¥11,340

774353 NewSapphire フィルターチップ ユニバーサル 
96本立ラック包装　100μl ナチュラル 滅菌 100μl PP ○ 96×10ラック 960 ¥17.0 ¥16,320 ¥11.8 ¥11,340

775353 NewSapphire フィルターチップ ユニバーサル 
96本立ラック包装　200μl ナチュラル 滅菌 200μl PP ○ 96×10ラック 960 ¥17.0 ¥16,320 ¥11.8 ¥11,340

776353 NewSapphire フィルターチップ ユニバーサル 
96本立ラック包装　300μl ナチュラル 滅菌 300μl PP ○ 96×10ラック 960 ¥17.0 ¥16,320 ¥11.8 ¥11,340

778353 NewSapphire フィルターチップ ユニバーサル 9
6本立ラック包装　1250μl ナチュラル 滅菌 1250μl PP ○ 96×10ラック 960 ¥22.0 ¥21,120 ¥15.4 ¥14,800

製品番号 製品名 容量 材質 滅菌 包装 販売単位
単価

（税抜）
ケース価格
（税抜）

キャンペーン
単価（税抜）

キャンペーン
価格（税抜）

771361 NewSapphire ピペットチップ 液体低残留 ユニバーサル
96本立ラック包装 10μl ナチュラル 未滅菌 10μl PP × 96×10ラック 960 ¥10.0 ¥9,600 ¥6.9 ¥6,600

772361 NewSapphire ピペットチップ 液体低残留 ユニバーサル
96本立ラック包装 ロングタイプ 10μl ナチュラル 未滅菌 10μl PP × 96×10ラック 960 ¥11.0 ¥10,560 ¥7.6 ¥7,290

775361 NewSapphire ピペットチップ 液体低残留 ユニバーサル
96本立ラック包装 200μl ナチュラル 未滅菌 200μl PP × 96×10ラック 960 ¥9.0 ¥8,640 ¥6.1 ¥5,900

776361 NewSapphire ピペットチップ 液体低残留 ユニバーサル
96本立ラック包装 300μl ナチュラル 未滅菌 300μl PP × 96×10ラック 960 ¥10.0 ¥9,600 ¥6.9 ¥6,600

777361 NewSapphire ピペットチップ 液体低残留 ユニバーサル
96本立ラック包装 1000μl ナチュラル 未滅菌 1000μl PP × 96×10ラック 960 ¥11.0 ¥10,560 ¥7.6 ¥7,290

778361 NewSapphire ピペットチップ 液体低残留 ユニバーサル
96本立ラック包装 1250μl ナチュラル 未滅菌 1250μl PP × 96×10ラック 960 ¥12.0 ¥11,520 ¥8.3 ¥7,980

製品番号 製品名 容量 材質 滅菌 包装 販売単位
単価

（税抜）
ケース価格
（税抜）

キャンペーン
単価（税抜）

キャンペーン
価格（税抜）

771362 NewSapphire ピペットチップ 液体低残留 ユニバーサル
96本立ラック包装 10μl ナチュラル 滅菌 10μl PP ○ 96×10ラック 960 ¥11.0 ¥10,560 ¥7.6 ¥7,290

772362 NewSapphire ピペットチップ 液体低残留 ユニバーサル
96本立ラック包装 ロングタイプ 10μl ナチュラル 滅菌 10μl PP ○ 96×10ラック 960 ¥11.5 ¥11,040 ¥8.0 ¥7,640

775362 NewSapphire ピペットチップ 液体低残留 ユニバーサル
96本立ラック包装 200μl ナチュラル 滅菌 200μl PP ○ 96×10ラック 960 ¥10.0 ¥9,600 ¥6.9 ¥6,600

776362 NewSapphire ピペットチップ 液体低残留 ユニバーサル
96本立ラック包装 300μl ナチュラル 滅菌 300μl PP ○ 96×10ラック 960 ¥11.0 ¥10,560 ¥7.6 ¥7,290

777362 NewSapphire ピペットチップ 液体低残留 ユニバーサル
96本立ラック包装 1000μl ナチュラル 滅菌 1000μl PP ○ 96×10ラック 960 ¥12.0 ¥11,520 ¥8.3 ¥7,980

778362 NewSapphire ピペットチップ 液体低残留 ユニバーサル
96本立ラック包装 1250μl ナチュラル 滅菌 1250μl PP ○ 96×10ラック 960 ¥14.0 ¥13,440 ¥9.8 ¥9,370

製品番号 製品名 容量 材質 滅菌 包装 販売単位
単価

（税抜）
ケース価格
（税抜）

キャンペーン
単価（税抜）

キャンペーン
価格（税抜）

771363 NewSapphire フィルターチップ 液体低残留 ユニバーサル
96本立ラック包装 10μl ナチュラル 滅菌 10μl PP ○ 96×10ラック 960 ¥18.5 ¥17,760 ¥12.9 ¥12,380

773363 NewSapphire フィルターチップ 液体低残留 ユニバーサル
96本立ラック包装 20μl ナチュラル 滅菌済 20μl PP ○ 96×10ラック 960 ¥18.5 ¥17,760 ¥12.9 ¥12,380

774363 NewSapphire フィルターチップ 液体低残留 ユニバーサル
96本立ラック包装 100μl ナチュラル 滅菌 100μl PP ○ 96×10ラック 960 ¥18.5 ¥17,760 ¥12.9 ¥12,380

775363 NewSapphire フィルターチップ 液体低残留 ユニバーサル
96本立ラック包装 200μl ナチュラル 滅菌 200μl PP ○ 96×10ラック 960 ¥18.5 ¥17,760 ¥12.9 ¥12,380

776363 NewSapphire フィルターチップ 液体低残留 ユニバーサル
96本立ラック包装 300μl ナチュラル 滅菌 300μl PP ○ 96×10ラック 960 ¥18.5 ¥17,760 ¥12.9 ¥12,380

778363 NewSapphire フィルターチップ 液体低残留 ユニバーサル
96本立ラック包装 1250μl ナチュラル 滅菌済 1250μl PP ○ 96×10ラック 960 ¥23.0 ¥22,080 ¥16.1 ¥15,500



■お願いおよび注意事項
【価格】価格は参考であり、販売店様からの実際の販売価格ではございません。実際の販売価格は、ご注文の際に販売店様にてご確認下さい。記載の価格は 2023 年 2月1日現在
の価格です。予告なしに改定される場合がございますので、ご注文の際にご確認下さい。記載の価格には消費税は含まれておりません。
【使用範囲】記載の商品は全て、「研究用器材・機器」です。人や動物の医療用としては使用しないよう、十分ご注意ください。

株式会社グライナー・ジャパン
〒 107-0052 東京都港区赤坂 2-17-44
TEL 03-3505-8875　FAX 03-3505-8945
URL https://www.gbo.com/ja_JP.html

グライナー・ジャパン取扱店

キャンペーン　　　　　専用注文書I0202

販売店様へのお願い：
本キャンペーンをご利用の際は必ず専用注文書をご利用ください。
勝手なご依頼になりますが、当社社内システムの管理上、専用注文書以外でのご注文時は本キャンペーンは非適用とし、商品発送後のキャンペーン適用へのご変更は
お断りさせて頂きます。ご理解賜ります様よろしくお願いします。

● お客様ご記入欄

お名前

ご勤務先

ご所属

ご住所

TEL

e-mail

●販売店記入欄

販売店名

販売店担当者

支店・営業所

発注番号

TEL

FAX 03-3505-8945
キャンペーン期間：2023年2月1日 ～ 2023年4月28日

Document Number 202301001

製品番号 キャンペーン価格（税抜） ご発注数

バ
ル
ク
包
装
タ
イ
プ

スタンダードタイプ
771350 ¥2,010
772350 ¥2,520
775350 ¥1,650
776350 ¥2,590
777350 ¥1,870
778350 ¥3,380
低残留タイプ
771360 ¥2,370
772360 ¥2,660
775360 ¥1,800
776360 ¥2,810
777360 ¥2,010
778360 ¥3,600

リ
ロ
ー
ド
タ
イ
プ

スタンダードタイプ
771354 ¥4,520
772354 ¥5,210
775354 ¥4,860
776354 ¥4,860
778354 ¥6,940
スタンダードタイプ（滅菌）
771355 ¥5,210
772355 ¥5,560
775355 ¥5,560
776355 ¥5,560
777355 ¥6,600
778355 ¥7,290

製品番号 キャンペーン価格（税抜） ご発注数

リ
ロ
ー
ド
タ
イ
プ

低残留タイプ
771364 ¥5,210
772364 ¥5,560
775364 ¥5,560
776364 ¥5,560
777364 ¥6,600
低残留タイプ（滅菌）
771365 ¥5,560
772365 ¥5,900
775365 ¥5,900
776365 ¥5,900
777365 ¥6,940
778365 ¥9,370

専
用
ラ
ッ
ク

専用ラック（チップなし）
770310 ¥3,600
770320 ¥3,600
770330 ¥3,600
770340 ¥3,600

ラ
ッ
ク
包
装
タ
イ
プ

スタンダードタイプ
771351 ¥6,250
775351 ¥5,560
776351 ¥6,250
777351 ¥6,940
778351 ¥7,640
スタンダードタイプ（滅菌）
775352 ¥5,900
776352 ¥6,600
777352 ¥7,290
778352 ¥8,330

製品番号 キャンペーン価格（税抜） ご発注数

ラ
ッ
ク
包
装
タ
イ
プ

スタンダードタイプ（フィルター付き・滅菌）
771353 ¥11,340
772353 ¥11,340
773353 ¥11,340
774353 ¥11,340
775353 ¥11,340
776353 ¥11,340
778353 ¥14,800
低残留タイプ
771361 ¥6,600
772361 ¥7,290
775361 ¥5,900
776361 ¥6,600
777361 ¥7,290
778361 ¥7,980
低残留タイプ（滅菌）
771362 ¥7,290
772362 ¥7,640
775362 ¥6,600
776362 ¥7,290
777362 ¥7,980
778362 ¥9,370
低残留タイプ（フィルター付き・滅菌）
771363 ¥12,380
773363 ¥12,380
774363 ¥12,380
775363 ¥12,380
776363 ¥12,380
778363 ¥15,500

00280
横長

00280
横長

00280
営業拠点３列＆ロゴ：正晃株式会社.png

00280
ロゴ：取扱販売店_黒.png


	2010: 
	2520: 
	1650: 
	2590: 
	1870: 
	3380: 
	2370: 
	2660: 
	1800: 
	2810: 
	6940: 
	6250: 
	7290: 
	5560: 
	7980: 
	5210: 
	6250_2: 
	9370: 
	5560_2: 
	6940_2: 
	5560_3: 
	7640: 
	12380: 
	5560_4: 
	12380_2: 
	6600: 
	5900: 
	12380_3: 
	7290_2: 
	6940_3: 
	5900_2: 
	2010_2: 
	5210_2: 
	11340: 
	5560_5: 
	11340_2: 
	5560_6: 
	11340_3: 
	5560_7: 
	11340_4: 
	6600_2: 
	11340_5: 
	11340_6: 
	5560_8: 
	14800: 
	5900_3: 
	5900_4: 
	6600_3: 
	5900_5: 
	7290_3: 
	9370_2: 
	6600_4: 
	3600: 
	7290_4: 
	4520: 
	5210_3: 
	4860: 
	3600_2: 
	7980_2: 
	3600_3: 
	3600_4: 
	7290_5: 
	3600_5: 
	7640_2: 
	4860_2: 
	6600_5: 
	12380_4: 
	7290_6: 
	12380_5: 
	8330: 
	6600_6: 
	15500: 
	fill_74: 
	fill_75: 
	fill_76: 
	fill_77: 
	fill_78: 
	fill_79: 
	fill_80: 
	fill_81: 
	TEL: 
	TEL_2: 
	email: 


