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サンクスキャンペーン  セブン　　　　　　期間：2015 年 3 月 31 日まで

まとめ買いのチャンスです。

PT2500E&ジェネレータシャフト2本目半額キャンペーン

動物用血球計数装置 ベトスキャン HM5

永年のご愛顧ありがとうキャンペーン

廃液ガス拡散防止用 フタ付ロート

ポリトロンホモジナイザー PT2500E とジェネレータシャフト 2 本をご購入いただくと、
2 本目のジェネレータシャフトを半額でご提供いたします。限定 20 セットとなっており
ますので、お早めにご連絡ください。（安価な方が半額対象となります）

＊キャンペーンには適用条件がございます。詳細につきましては株式会社セントラル科学貿易までお問い合わせください。

本体：PT2500E　卓上スタンダードモデル　
最高回転数：30,000rpm  回転数表示：あり
モーター：500W　対象シャフト径：φ 3.6㎜～φ 25㎜

白血球 5 分画
● 0.05mℓのサンプルで白血球 5 分画を含む 24 項目を測定可能

優れた操作性と大容量メモリー
● カラータッチパネル搭載
● 測定データ　5,000 回分保存可能

より環境に優しく、より安全に

廃液の密閉により、揮発性ガスの蒸発・拡散を防止
● 廃液処理を安全、簡単に行えるよう工夫されています。
● 有毒なガスの人体への影響を削減します。
● 火災リスクを削減します。
● 廃液による空気や水の汚染を削減します。
● お使いの容器に取付可能です。
  「ECO Funnel」は世界中で、教育機関・製薬会社・化学・バイオ等の研究施設で使われています。

超音波ホモジナイザー SONIFIER が

全４モデルで実施

＊キャンペーン商品には専用スタンドは含まれておりません。

組合せ例

定価￥2,400,000　→　キャンペーン価格  ￥1,920,000

PT2500E 本体＆スタンド 定価￥295,000
1 本目φ 12mm シャフト 定価￥185,000
2 本目φ   3mm シャフト 定価￥170,000 → 半額 ￥85,000

SONIFIER
モデル４５０D-Advanced
定価￥1,090,000

　→　30％ OFF  ￥763,000

定価￥27,000
　→　キャンペーン特価 ￥15,000

（キャップのカスタマイズ費用含む）

SONIFIER
モデル 250-Advanced
定価￥750,000

　→　30％ OFF  ￥525,000

限定
20
セット

最大
30%
OFF

品名 / 仕様
品名 ベトスキャン HM5

測定原理 電気抵抗法
必要サンプル量 5 分画：50 μℓ (0.05mℓ )

測定時間 約 4 分
承認番号 25 動薬第 2880 号
標準価格 ¥2,400,000
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● アイコンで直感的に操作可能な LCD カラータッチパネルにより、
圧倒的な使いやすさを実現 

● 英数字キーパッドによるマルチメソッド（作動方式）プログラミン
グにより、メソッド名や入力の呼び出しが簡単に実行可能 

● 単純なメソッドから複雑なメソッドまで、PC を使用せずにプログ
ラミングが可能 

● 他のポンプとメソッドを交換したり、メソッドをポンプにダウン
ロードしてメソッド開発の手間を軽減 

● 送液性能とパワーの強化により、高度なアプリケーションにも対応 
● Pump 11 ELITE は、以下のミクロ及びマクロの流体送液に使用す

る主力の注入ポイントとして適合 

 　-MS（質量分析計）の校正 
 　- 反応容器への薬剤投与 
 　- 動物用薬剤及び栄養剤の研究  
 　- 細胞注射  
 　- エレクトロスピニングなど

ベーシックモデル 70-4500（1 本掛け・注入のみ）

20%
OFF

● 省スペース　薄さ 40mm
● タッチスクリーンで簡単操作
● 低ノイズ
● 別売りバッテリーパックの使用で屋外での使用も可能

● 回転数表示

confido-S202

CR3030

2D-300

3D-300

ALB-H4

Confido-S50

● 回転数表示

● LED ディスプレイ（回転数／タイマー）

● 5 段階角度調整（BAE メカニズム）　● 回転数表示

 ● 過熱防止機能　● タイマー機能

 ● LED ディスプレイ（回転数／タイマー）

マイクロプレートミキサー

シーソーシェーカー

デュアルモーション・シェーカー（往復＆水平旋回）

マルチアングル・シェーカー（ツイスト＆水平旋回）

サーモバス

チューブミキサー

定価￥238,000

　→　キャンペーン特価  ￥190,400

25周年ありがとうキャンペーンハーバード・シリンジポンプ
低脈流・微流速の新スタンダード １１ ＥＬＩＴＥ

スリム PCR サイクラ－ シアター・シリーズ

モデル confido-S20 confido-S202 confido-S20H confido-S202H BAE-07-H2000 BAE-07-C2000
搭載可能枚数 2 4 2 4 6 6

温調範囲 なし ●温　室温 +5 ～ 65℃ ●温 ●冷 15℃～ 65℃
通常価格 ￥128,000 ￥138,000 ￥300,000 ￥375,000 ￥578,000 ￥868,000

キャンペーン特価 ￥96,000 ￥103,500 ￥225,000 ￥281,250 ￥433,500 ￥651,000

モデル CR2030 CR3030
ステージの大きさ W200×D290 W300×D300

通常価格 ￥95,000 ￥128,000
キャンペーン特価 ￥71,250 ￥96,000

モデル 2D-300 2D-400
ステージの大きさ W300×D300 W400×D400

通常価格 ￥180,000 ￥195,000
キャンペーン特価 ￥135,000 ￥146,250

モデル 3D-200 3D-300 BAE07-H300 BAE07-C300
ステージの大きさ W200×D200 W300×D300 W300×D300 W300×D300

温調範囲 なし ●温　室温 +5℃～ 80℃ ●温 ●冷 15℃～ 65℃
通常価格 ￥115,000 ￥160,000 ￥553,000 ￥845,000

キャンペーン特価 ￥86,250 ￥120,000 ￥414,750 ￥633,750

モデル ALB-H1 ALB-H2 ALB-H4 ALB-C1
温調範囲 ●温　室温 +5℃～ 150℃ ●温 ●冷  0℃～ 95℃

容量 1 ブロック 2 ブロック 4 ブロック 1 ブロック
通常価格 ￥112,000 ￥135,500 ￥177,000 ￥181,500

キャンペーン特価 ￥84,000 ￥101,625 ￥132,750 ￥136,125

モデル confido-S50 confido-S50H
温調範囲 なし ●温　室温 +5 ～ 65℃

搭載可能本数 50mL ﾁｭｰﾌﾞ×12 本／ 15mL ﾁｭｰﾌﾞ×18 本
通常価格 ￥225,000 ￥455,000

キャンペーン特価 ￥168,750 ￥341,250

寸法 mm(WDH) 200x200x40mm
ウェルの温度範囲 8 ～ 99℃

タイマー設定 1 秒～ 60 分
ウェル数 / サイズ 16 × 0.2mL
プログラム登録数 15
最大サイクラ―数 99

重量 2.5kg

 25%
OFF

定価￥400,000 →　キャンペーン特価  ￥198,000 限定
15
セット


