
遠心機年度末キャンペーン 期間：2021年1月1日～4月30日受注分

2020年 7月にエッペンドルフグループの一員となったエッペンドルフ・ハイマック・テクノロジーズが 

2021年 1月よりエッペンドルフ遠心機の全国販売取扱いと修理・保守のサポートを開始致します。
それぞれ信頼と伝統のあるブランドを更に皆さまにご利用頂きたいと思い、エッペンドルフとハイマックの 

遠心機のキャンペーンを実施いたします。対象製品を最大 30% OFFにてご提供いたします！
ローターおよびアダプタも、本体と同時購入であれば同じ割引率にてご提供いたします。

遠心機年度末キャンペーン



豊富なローターバリエーションと簡単なローター交換が特長　Himac遠心機　30% OFF

CF-RNシリーズのドライブモーターは安心できる 3年保証

最大容量：1 L (4 × 250 mL)

最高回転速度：16,000 rpm

最大遠心加速度：22,200 × g

本体寸法（W×D×H）：490 × 550 × 852 mm

CF16RN（冷却付） 
標準価格：￥900,000⇒

キャンペーン特別価格：￥630,000

最大容量：280 mL (4 × 70 mL)

最高回転速度：15,000 rpm

最大遠心加速度：22,200 × g

本体寸法（W×D×H）：370 × 485 × 830 mm

CF15RN（冷却付） 
標準価格：￥800,000⇒

キャンペーン特別価格：￥560,000

アングルローター　CF15RN・CF16RN用ローター

スイングローター　CF16RN用ローター

ローターは本体とセットで同じ割引率！　
上記以外のローター、アダプタもキャンペーン対象となります。別途お問い合わせください。

T15A39

T9A31（CF16RN専用）T15A46T15A41

T15A38T15A43

T5S32T4SS31

PCRチューブ対応 オート
クレーブ

シールド
カバー

オート
クレーブ
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セーフティ

PCRチューブ対応 PCRチューブ対応

キャンペーン特別価格：
￥161,000

1.5/2.0 mL × 36本
15,000 rpm

(21,600/18,300 × g)

シールドカバー付
*  遠心式フィルター 

チューブ対応

キャンペーン特別価格：
￥126,000

1.5/2.0 mL × 36本
+0.2 mL × 18本 

15,000 rpm

1.5/2.0 mL (外周 21,640/

内周 18,360 × g)

0.2mL (15,940 × g)

キャンペーン特別価格：
￥105,000

1.5/2.0 mL × 24本
15,000 rpm

(21,500 × g)

オート
クレーブ

キャンペーン特別価格：
￥182,000

15TC/50TC × 4本
15,000 rpm

(22,200 × g)

培養菅 オート
クレーブ

培養菅

エッペンドルフチューブ
5.0 mL × 12本
15,000 rpm

(22,000 × g)

カバー別売

キャンペーン特別価格：
￥112,000

50TC × 8本
9,000 rpm

(10,600 × g)
キャンペーン特別価格：

￥196,000

96DWP × 2/

96MTP × 2

4,800 rpm

(3,120 × g)

キャンペーン特別価格：
￥210,000

15TC × 24本 /50TC × 8本
4,000 rpm

(2,900 × g) キャンペーン特別価格：
￥126,000

シールド
カバー

オート
クレーブ

T4SS31用アダプタ
15 mL培養菅（V底） × 24本
15TCx6Sアダプタ
キャンペーン特別価格：
￥21,000（4個／クミ）

50 mL培養菅（V底） × 8本
50TCx2Sアダプタ
キャンペーン特別価格：
￥21,000（4個／クミ）

* オプション

*

プレート

オート
クレーブ



世界中の研究室で活躍中　Eppendorf卓上遠心機　25% OFF

極めてコンパクトな微量遠心機MiniSpin®シリーズ コンパクトな微量冷却遠心機 5418 R

コンパクトな微量遠心機 5420 スタンダードモデルの微量遠心機 5425

デリケートな細胞培養液や血液サンプルに適した小形遠心機 5702シリーズ

ポンプ内蔵ですぐに使用できる遠心濃縮機 5305, Cタイプ

最大容量：1.5/2.0 mL × 12本
最高回転速度：13,400 / 14,500 rpm

最大遠心加速度：12,100 / 14,100 × g

本体寸法（W×D×H）： 225 × 240 × 120 mm

PCRチューブ用ローターもご用意

最大容量：1.5/2.0 mL × 18本
最高回転速度：14,000 rpm

最大遠心加速度：16,873 × g

設定温度範囲：0~40°C

本体寸法（W×D×H）：298 × 463 × 256 mm

ミニスピン（12本架ローター F-45-12-11付） 
標準価格：￥125,000⇒ キャンペーン特別価格：￥  93,750

ミニスピンプラス（12本架ローター F-45-12-11付） 
標準価格：￥163,000⇒ キャンペーン特別価格：￥122,250

24本架ローター FA-24x2付 

標準価格：￥314,000⇒ キャンペーン特別価格：￥235,500
* ローター無しのモデルもございます

最大容量：1.5/2.0 mL × 24本
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）：240 × 390 × 240 mm

5.0 mLチューブ用ローターや
スピンカラム用ローターもご用意

24本架ローター FA-24x2付 

標準価格：￥247,000⇒ キャンペーン特別価格：￥185,250
* ローター無しのモデルもございます

最大容量：1.5/2.0 mL × 24本
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）：242 × 346 × 215 mm

PCRチューブ用ローターもご用意

18本架ローター FA-45-18-11付（冷却式） 
標準価格：￥506,000⇒ キャンペーン特別価格：￥379,500

5702（空冷式） 
標準価格：￥243,000⇒ キャンペーン特別価格：￥182,250

5702 R（冷却式） 
標準価格：￥577,000⇒ キャンペーン特別価格：￥432,750

5702 Rコニカルチューブ遠心セット（冷却式） 
スイングローター、バケット、15/50 mLコニカルチューブアダプタ付 

標準価格：￥718,000⇒ キャンペーン特別価格：￥538,500

5702 RH（冷却加熱式） 
標準価格：￥749,000⇒ キャンペーン特別価格：￥561,750

最大容量：100 mL × 4本
最高回転速度：4,400 rpm

最大遠心加速度：3,000 × g

本体寸法（W×D×H）：
381 × 581 × 270 mm (R/RH)

48本架ローター F-45-18-11付 

標準価格：￥1,050,000⇒ キャンペーン特別価格：￥787,500

最大容量：1.5/2.0 mL × 96本 , MTP × 2

回転速度：1,400 rpm（固定）
本体寸法（W×D×H）：330 × 579 × 290 mm

15/50 mL培養菅用ローターや 

プレート用ローターもご用意

>  多彩なアダプタで様々な採血管や 

15/50 mL培養菅に対応
>  冷却加熱式モデル 5702 RHは 

37°C±1°Cを遠心中も維持可能

ローターやアダプタについて 
詳しくはこちら

ローターや 
アダプタについて 
詳しくはこちら
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● 保守部品の供給は製造販売中止後、Himac遠心機は7年間、eppendorf遠心機は5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。
● 表示価格は全て税別です。
● 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。

遠心機【販売・保守】

遠心機年度末キャンペーン 期間：2021年1月1日～4月30日受注分

遠心機を安全にご使用いただくために
遠心機は一年以内ごとに一回の定期自主検査を行うことが、労働安全
衛生規則第 141条で定められています。
安全にご使用いただくために、Eppendorf認定のサービス技術者に 

よる遠心機とローターの毎年の点検とメンテナンスをお勧めします。
修理、保守点検業務に加え、据付時適格性確認（IQ）および稼動性能
適格性確認（OQ）も実施しておりますのでご相談下さい。
詳しくはこちら：https://www.himac-science.jp/repair.html

修理サポートに関するお問い合わせ

for premium performance
epServices

新製品のご紹介：次世代のスタンダード - 卓上微量遠心機 5425 R

> パラメーターを迅速に設定できるダイヤル式
> 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

希望小売価格： ￥532,000（ローター無し） 
￥572,000（24本架ローター付）

6種類のローターで様々な用途に対応
（例）> PTFEコーティング済みの耐薬品性ローター

>  チューブの蓋を開けたまま遠心できる 

スピンカラム用ローター
> エッペンドルフチューブ 5.0 mL用ローター
> PCRチューブ用ローター


