
遠心機年度末キャンペーン 期間：2022 年12月 1 日～2023 年 4 月 28 日受注分

エッペンドルフ ・ ハイマック・テクノロジーズより、アカデミックユーザーをはじめとする全国の研究者
の皆様に遠心機年度末キャンペーンをご案内します。
信頼と伝統があり、世界中の研究室で使用されているエッペンドルフ遠心機とHimac遠心機の人気モデル
4機種とローターの組合せを期間限定でキャンペーン特別価格にてご提供いたします！
また、今回はエッペンドルフチューブも同時にプレゼントしますので是非この機会にご検討ください。

遠心機年度末キャンペーン



遠心機年度末キャンペーン 期間：2022 年12月 1 日～2023 年 4 月 28 日受注分

Eppendorf遠心機で最も多用途なモデルが登場

Centrifuge 5425 R

24本架ローター FA-24x2付
注文番号：5406000437

希望小売価格：￥635,000

キャンペーン特別価格：￥571,500

>ローターカバー無しでも
運転音が静か

>設定温度に迅速に到達できる 
FastTemp 機能付き
最大容量：24 × 1.5 / 2.0 mL
最高回転速度：15,060 rpm
最大遠心加速度：21,300 × g
本体寸法（W×D×H）：290 × 480 × 260 mm

Centrifuge 5910 Ri

S-4×Universalローター付
注文番号：5943000238

希望小売価格：￥1,790,000

キャンペーン特別価格：￥1,611,000　＊オプションで遠心機テーブルも用意してます。

>エッペンドルフ遠心機シリーズで最も幅広い用途の
ベンチトップ遠心機です

>電源100 V仕様で最大4,000 mL（1000 mL×4本）

最大容量：4×1,000 mL / 4×5×MTP

最高回転速度：14,000 rpm

最大遠心加速度： アングルローター使用時：22,132×g（FA-48×2）
スイングローター使用時：5,263×g（S-4×400）

本体寸法（W×D×H）：715×680×368 mm

電源：100 V / 50-60 Hz

重さ（本体のみ）：109 kg

ローター S-4xUniversal
>大容量のスイングバケットローター、最大遠心加速度4,415 × g（4,500 rpm）
>エアロゾル密閉 QuickLock キャップを、オプションで用意1）

>バケット、キャップ、およびアダプターはオートクレーブ可能

1）英国公衆衛生庁（ポートンダウン）によりエアロゾル密閉性を試験済み

ローター FA-24x2
>最大遠心加速度： 21,300×g（15,060 rpm）
>最大容量：24×1.5 / 2.0 mLチューブ

新しいソフトウェア
> 遠心が終了してからの経過時間を表示
> ショートスピン機能の改善（ボタンを押し
続ける必要がなくなりました）

新しいローターリッド開閉メカニズム
> エアロゾル密閉性ローターは標準で

QuickLock®システムを採用
> ¼回転しただけで密閉できる構造
> 時間を節約し手首への負担も軽減します

６種類のローターに対応（オプション）
> 5.0 mLチューブのスナップ・スクリュー
キャップ両方に対応した10本架けエアロゾ
ル密閉性ローター

> PCR用のスイングバケットローターは処理
量を増やします

ユニバーサル・アダプター 1：
5.0 mL / 15 mL 

コニカルチューブ、
MTP/DWP用

ユニバーサル・アダプター 3：
25 mL / 50 mL 

コニカルチューブ、
250 mLボトル、

MTP用

ユニバーサル・アダプター 2：
25 mL / 50 mL 

コニカルチューブ、
MTP用
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15TC×6S アダプタ（4個入）
> 15mL培養管（V底）×24本
> 17Φ×120mm
> 4,000rpm（2,900×g）

注文番号：5721244007

希望小売価格：￥32,000

50TC×2S アダプタ（4個入）
> 50mL培養管（V底）×8本
> 30Φ×115mm
> 4,000rpm（2,860×g）

注文番号：5721244008

希望小売価格：￥32,000

スイングローター付きパッケージ

T4SS31スイングローター
注文番号：5722212004

希望小売価格：￥192,000（角形バケット付）

> 5mL～ 15mL×40本
> 50mL培養管（V底）×8本
> 15mL培養管（V底）×24本
> 4,000rpm（2,900×ｇ）

Centrifuge CF18R

　　　　　　　　　　　　　　　CF18R

最高回転速度 18,000 rpm（T18A41ローター）
最大遠心加速度 31,100×g（T18A41ローター）
最大呼称容量 250 mL × 4本（T5SS31ローター）
寸法（W×D×H） 490 × 550 × 835 mm
質量 98 kg
電源 AC100 V ±10%、15 A、 50/60 Hz
注文番号 5722010180
希望小売価格（本体） ￥960,000
ローターアダプタ付き小売り価格 ￥1,216,000
キャンペーン特別価格 ￥1,039,680
在庫は十分用意しておりますが品切れの際は組合せの変更をすることがあります。

Centrifuge CF18RS

　　　　　　　　　　　　　　　CF18RS

最高回転速度 18,000 rpm（T18A41ローター）
最大遠心加速度 31,100×g（T18A41ローター）
最大呼称容量 70 mL × 4本（T15A37ローター）
寸法（W×D×H） 340 × 485 × 835 mm
質量 73 kg
電源 AC100 V ±10%、15 A、 50/60 Hz
注文番号 5722020180
希望小売価格（本体） ￥854,000
ローター付き小売り価格 ￥1,014,000

キャンペーン特別価格 ￥866,970

himac小形遠心機の新しいスタンダードモデル 

himac小形遠心機の新しいスタンダードモデル

小形遠心機
●最高回転速度18,000rpm、最大遠心加速度31,100×g

　（T18A41ローターにて）
●ローターは全て載せるだけ！のクイックセッティング方式
   CF-RNシリーズローターとの互換性でCF18Rは全30種。
●省電力ECO設定機能搭載
●静電式タッチパネルを採用、ゴム手袋をしても操作可能。
● 250㎜ボトル用スイングローターからマイクロチューブ用
アングルローターまで多目的な用途に。

微量高速遠心機
●最高回転速度18,000rpm、最大遠心加速度31,100×g

　（T18A41ローターにて）
●ローターは全て載せるだけ！のクイックセッティング方式
   CF18RSは全20種のローターに適合。
●省電力ECO設定機能搭載
●静電式タッチパネルを採用、ゴム手袋をしても操作可能。

アングルローター付きパッケージ

T15A39アングルローター
注文番号：5722211008

希望小売価格：￥160,000

> 1.5/2.0mL×24本
> 15,000rpm（21,500×ｇ）

マイクロ遠心機、多目的遠心機：本体購入いただいた方にチューブプレゼント
期間中、マイクロ遠心機（5425R、CF18RS）には①、多目的遠心機（5910Ri、CF18R）には②の
チューブをそれぞれご購入頂いた方全員にプレゼントいたします。実験をより快適に行っていただけ
る弊社チューブを是非ご利用ください。

プレゼント対象品リスト
品名 内容

①セイフ-ロックチューブ 2.0 mL 1000本,  PCR clean

②エッペンドルフコニカルチューブ SnapTec 50Ⓡ 240本,  Eppendorf Quality

① セイフ-ロックチューブ 2.0 mL 
② SnapTec 50Ⓡ

応募フォームへのURLとQRコードをご案内いたしますので、必要事項を記入ください。
後日プレゼント品をお送りいたします。

プレゼント
応 募 方 法

① ②



修理サポートに関するお問い合わせ
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予防メンテナンス
機器を良好な状態に保つことにどれだけ注意していますか？ 
弊社の専門的なクリーニングとメンテナンスサービスは、問題を早
期に発見し、予期せぬ稼働停止期間や故障を防ぐことを目的として
います。機器を完璧な状態に保つことは、機器の寿命を延ばすだけ
でなく、生産性を向上させることにもつながります。

信頼性を確保し、資源を節約しましょう！ Device Checkのサービス
 > 遠心機主要箇所の検査（自主検査代行）

* 複数台使用時の場合に限りお受けいたします。

Centrifuge Maintenance Services
Preventive Maintenanceサービス
 > 細部まで網羅されたチェック
シートでの検査
 >クリーニング
 >システムテスト
 > 安全性、機能性検査

 >ソフトウェアアップデート
 > 保存データの評価
 >日付付きサービスラベル

●  保守部品の供給は製造販売中止後、Eppendorf遠心機は5年間、
Himac遠心機は7年間です。

●  製品の仕様、外観および価格は、予告なく変更する場合があります。
●  印刷の都合上、実際の色と異なる場合があります。
●  表示価格は2022年12月現在のメーカー希望小売価格（税別）です。
●  製品写真または操作画面等は、特に断りがない限り標準仕様です。

12F

⬅ または ⬇ からご応募ください
https://www.himac-science.jp/form/campaign.html

片手で簡単開閉、作業の効率化に
 > 片手で簡単開閉
 > キャップがチューブにしっかりと連結されているため、キャップの取り違えが起こらず汚染
リスクを低減。

 > 従来の50 mLコニカルチューブと同等サイズなので既存の機器にピッタリフィット。
 > 可塑剤、スリップ剤、殺生物剤不使用。
 > -86℃～ 100℃で使用可能。
 > 公称容量: 45 mL

 > 121℃ 20分までオートクレーブ可。

新製品　エッペンドルフコニカルチューブ SnapTec 50Ⓡ

詳しくはこちら

チューブプレゼントキャンペーン応募方法
下記の QRコード もしくは URL 先の応募フォームにご記入ください

遠心機年度末キャンペーンチューブプレゼントについて
申込受付期間：2023年5月12日 17：00 迄

フォーム入力のため、購入いただいた 遠心機 のシリアルNo（製造番号）が必要になります。1 つのシリアル
番号で応募いただけるプレゼント品は 1 回のみです。


