
約55%
OFF!

今だけ最大

キャンペーン期間：
2017年 11月6日（月）～ 2018年3月30日（金）ご注文分まで

幅広い用途に使用可能な 47 mm 
ガラス製のフィルターホルダー

	 液体の除粒子および清澄化、 
粒子分析、微生物分析など

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

早い者勝ち !
環境分析試験の必需品
ガラス製フィルターホルダーキャンペーン

ミリポア製メンブレンフィルターとの相性抜群なガラス製フィルターホルダー、吸引加圧両用Chemical 
Duty ポンプ、フラスコなどの吸引ろ過製品をお得にお買い求めいただける年に一度の大チャンス!
尚、ガラス製47 mmフィルターホルダーは製品リニューアルのため、在庫限りの早い者勝ちです!!

粒子分析に適した、すべての接液
部が耐熱ガラス製のフィルター 
ホルダー

● 粒子汚染分析および水溶液、 
有機溶液、腐食性溶液の吸引ろ過

 HPLC 溶媒のろ過

吸引と加圧両方に使えるポンプ
● 100V、50/60Hz

用途
用途

ガラス製 47 mm 
フィルターホルダー

全ガラス製 90 mm 
フィルターホルダー

吸引加圧両用  
Chemical Duty ポンプ

2 種類のベースから 
選べます

ガラス焼結タイプ
ステンレス 
スクリーンタイプ

その他周辺製品

すりガラス接続フラスコ吸引フラスコ（1 L/2 L）ステンレス製フィルターピンセット

在庫限り!

フィルターホルダー	
装着時のイメージです



約55%
OFF!

今だけ最大
ガラス製フィルターホルダー
キャンペーン

早い者勝ち !

ガラス製 47 mm フィルターホルダー
カタログ番号　 XX1004700　 XX1004730
ベース ガラス焼結タイプ ステンレススクリーンタイプ
材質 本体 耐圧ガラス

サポート 焼結ガラス ステンレス
クランプ   アルミニウム                                                                                                                                   
ゴム栓 シリコン

すり合わせ部加工 加工なし 加工なし
フィルターサイズ   直径 47 mm                                                                                                        
有効ろ過面積 約 9.6 cm2

ファネル容量            300 mL                                                                                                               
接続 #8 ゴム栓
寸法 直径 76 mm × 高さ 229 mm
オートクレーブ 可能 *1 可能 *1
紫外線滅菌 2 ～ 3 分間
洗浄 硫酸または塩酸
*1：フィルターを装着した状態でのオートクレーブは非推奨

全ガラス製 90 mm フィルターホルダー
カタログ番号            XX1009020                                            
材質 本体                 ボロシリケートガラス（すりガラス接続）          

スクリーン    PTFE 加工ステンレス                                                 
 クランプ        アルミニウム                                                                

フィルターサイズ   直径 90 mm                                                    
有効ろ過面積 約 45.5 cm2

ファネル容量            1 L                                                                  
圧力                             吸引専用                                                                        
接続                             6 mm ホース口                                                           
寸法 直径：137 mm（フラスコ）、110 mm（ファネル） 

高さ：310 mm                                                

仕様

キャンペーンの詳細はこちら www.merckmillipore.jp/cam#filter

ご注文情報
製品名 入数 カタログ番号 希望販売価格 キャンペーン希望販売価格

吸引加圧両用 Chemical Duty ポンプ、100 V、50/60 Hz 1 WP6110060 ¥159,000 ¥99,500
全ガラス製 90 mm フィルターホルダー　別売りアクセサリー 
すりガラス接続フラスコ（1 L） 1 XX1504705 ¥22,600 ¥11,300
全ガラス製 90 mm フィルターホルダー　別売りアクセサリー 
吸引フラスコ（2 L） 1 XX1604705 ¥56,300 ¥28,000
ガラス製 47 mm フィルターホルダー　別売りアクセサリー 
吸引フラスコ（1 L） 1 XX1004705 ¥13,400 ¥6,700
ステンレス製フィルターピンセット 3 XX6200006P ¥6,700 ¥4,500

フィルターも
お忘れなく

周辺製品も
お得！

吸引加圧両用 Chemical Duty ポンプが 10 万円以下。周辺製品も大変お得です。
この価格で提供するのは年に一度のこの時期だけ！
年度末の予算消化にこちらもぜひご利用ください。

● オムニポア親水性 
PTFE 製メンブレン

● MF- ミリポア 
セルロース混合エステル製メンブレン

ご注文情報
製品名 入数 カタログ番号 希望販売価格 キャンペーン希望販売価格

全ガラス製 90 mm フィルターホルダー 1 セット XX1009020 ￥92,900 ￥48,000

ガラス製 47 mm フィルターホルダー 1 セット XX1004700 ￥32,500 ￥18,000

ガラス製 47 mm ステンレススクリーンフィルターホルダー 1 セット XX1004730 ￥45,300 ￥20,000

本紙記載の製品は試験・研究用です。ヒト、動物への治療、もしくは診断目的として使用しないようご注意ください。本紙記載の製品構成は諸般の事情により予告なく変更となる場合がありますのでご了承ください。記載価格に消費税は	
含まれておりません。本文中のすべてのブランド名または製品名は特記なき場合、Merck	KGaA	の登録商標もしくは商標です。本紙記載の内容は 2017	年 11	月時点の情報です。©	2017	Merck	KGaA,	Darmstadt,	Germany.	All	rights	reserved.

ライフサイエンス  ケミストリー & アナリティカル
〒 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.jp/bio 
お問合せ▶ E-mail: bioinfo@merckgroup.com  Tel: 03-4531-1140  Fax: 03-5434-4859

CAM053-1711-30K-M

在庫限り!

在庫限り!

吸引加圧両用Chemical Dutyポンプ すりガラス接続フラスコ
※フィルターホルダー装着時のイメージです

吸引フラスコステンレス製フィルターピンセット


