
The life science business of Merck operates as MilliporeSigma in the U.S. and Canada.

シンクラック Q-Rack、安心キット、 
消耗品スマートバスケットもお得！

水道直結、
一台で

超純水を精製！

超純水製造装置を特別価格で！
Direct-Q® UV 3/Simplicity UV 

キャンペーン

手軽に超純水を使いたい 研究室が手狭

一日の使用量は少量 分析用水を購入している

こんな研究室に最適

Direct-Q® UV 3
 キャンペーン希望販売価格

¥379,000
Simplicity UV

 キャンペーン希望販売価格

¥309,000

 キャンペーン期間 

2022 年 1 1 月　1 日（火）
〜 2023 年3月 17日（金）
ご注文分まで *

水道の無い
場所でも

使用可能！

希望販売価格の

51%OFF

希望販売価格の

37%OFF

* オプション品の一部は納期が遅れる可能性があります。

裏面をご覧ください

おすすめ
オプション



ご注文締切： 2023 年 3月 17 日（金）
New!

LWM273-2210-5K-H

ライフサイエンス  ラボウォーター事業部
〒 153-8927 東京都目黒区下目黒 1-8-1 アルコタワー 5F
製品の最新情報はこちら www.merckmillipore.com/LW
お問い合わせ先 E-mail: lw013148@merckgroup.com
Tel: 03-4531-3939  Fax: 03-5434-4875

掲載価格は希望販売価格（税別）です。実際の価格は弊社製品取扱販売店へご確認ください。なお、品目、製品情報、価格等は予告なく変更される場合がございます。予めご了承ください。記載内容は2022年10月時点の情報です。 Merck, the vibrant M, and 
Milli-Q are trademarks of Merck KGaA, Darmstadt, Germany or its affiliates. All other trademarks are the property of their respective owners. Detailed information on trademarks is available via publicly accessible resources. ©2022 Merck 
KGaA, Darmstadt, Germany. All rights reserved.

かんたんカタログ検索
カタログ 
ファインダー

サイエンス系
お役立ちメディア

M-hub メルク ライフサイエンス公式 
SNS、動画コンテンツをご覧ください。

メルク ライフサイエンス - メールニュース
www.merckmillipore.com/wm

 3 + お得 消耗品スマートバスケット
装置の性能を維持するために、消耗品交換が重要です。 
単品購入よりもお得な消耗品スマートバスケットをさらに 
お得にご提供！
●  次回交換分をセットに
●  Direct-Q® UV 3/Simplicity UV は消耗品交換が楽
●  交換忘れ、買い忘れ防止

装置名 カタログ番号 希望
販売価格

キャンペーン
希望販売価格

Direct-Q® UV 3 LCSMDRQ3V* ￥117,000 ¥79,000
Simplicity UV LCSMSPLV0V** ￥92,800 ¥63,000
* 構成品：SmartPak® DQ3、Millipak Express 20、185 nm UV ランプ
** 構成品：SimpliPak®、SimFilter、185 nm UV ランプ

 2 + 漏水対策 安心キット
天災や万が一の故障などによる、装置の漏水被害を
最小限に抑えます。
漏水検知器
水を感知すると水道との接続部に設置した電磁弁を閉めます。

希望販売価格 キャンペーン希望販売価格
￥90,700 ¥50,400

ドレインパン
装置の受け皿として、漏水の拡大を防ぎます。

希望販売価格 キャンペーン希望販売価格
￥71,200 ¥53,000

* 寸法： 幅 375 × 奥行 515 × 高 20 mm

水道水から供給する場合 純水から供給する場合
水道水直結型  超純水製造装置
Direct-Q® UV 3

キャリータンク給水型  超純水製造装置
Simplicity UV

価格
希望販売価格 キャンペーン希望販売価格 希望販売価格 キャンペーン希望販売価格

本体一式 + 初期消耗品：￥776,600 ¥379,000 本体一式 + 初期消耗品：￥493,500 ¥309,000

特長 / 
こんな方に 
おすすめ

●  水道水から超純水を Direct-Q® 1 台で精製
●  超純水、純水、蒸留水グレードを 1 台で精製
●  JIS K 0557 A4 グレードの水質が必要
●  分析用水を購入している
●  超純水使用量が 1 日 10 L 以下

●  純水から超純水を精製
●  タンク脱着式で純水を簡単給水
●  研究室に水道水がない
●  超純水をタンクに貯めて使用している
●  超純水使用量 が 1 日 5 L 以下

タンク 内蔵タンク：4.5 L 装置脱着式：2 L
寸法 幅 290 × 奥行 420 × 高 540 mm 幅 290 × 奥行 360 × 高 510 mm

仕様詳細
https://bit.ly/Direct-Q2022
または装置カタログ P38, 64 をご覧ください

https://bit.ly/simplicity2022
または装置カタログ P41, 65 をご覧ください

販売店の皆様へ：  本キャンペーンは Web 仕様書登録フォームでの登録が必須となります。 
登録の際には、ユーザー様のメールアドレスが必須となります。なお、ご注文は 
装置注文専用 Web サイト（https://mitsumori.scm-bio.com/）よりお願いします。

水銀使用製品に該当するUVランプを含みます。
UVランプの廃棄は該当する法令や自治体の指示に従ってください。

●  本キャンペーンでは消耗品スマートバスケット・シンクラック・ドレインパン・漏水検知器のみの販売はしておりません。装置と同時のご注文に限ります。

 1 + 省スペース + 漏水対策 シンクラック
設置場所にお困りの方に最適。伸縮式で、ほとんどのシンクに設置可能。 
スペースの有効活用ができます。
シンクラック（伸縮式）Q-Rack 400

希望販売価格 キャンペーン希望販売価格

￥130,000 ¥98,000
*  幅 300 ×奥行 400 〜 543（ラック部 394）×高 42 mm、耐荷重：50 kg

3 つの
おすすめ

オプション

mailto:lw013148%40merckgroup.com?subject=
https://www.sigmaaldrich-jp.com/catalog/?utm_source=catalog-ftr&utm_medium=qrcode
https://m-hub.jp/?utm_source=catalog-ftr&utm_medium=qrcode
https://facebook.com/merckmilliporej/
https://line.me/R/ti/p/%40merck
https://twitter.com/MerckMilliporeJ
https://www.youtube.com/channel/UC6W-qmy8zpOe3nmHf9jiOlw
http://www.merckmillipore.com/JP/ja/about-us/news-media-room/email-news-milligram/ALqb.qB.7HYAAAFHGP0XX5IM,nav?RedirectedFrom=http%3A%2F%2Fwww.merckmillipore.jp%2Fwm
https://bit.ly/Direct-Q2022
https://bit.ly/simplicity2022
https://mitsumori.scm-bio.com/

