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Limited Offer
ピペット精度管理スタートアップキャンペーン

各種標準規格の浸透により、実験器具の精度管理が広く求められるようになりました。
そこで本キャンペーンでは、精度管理のスタートをサポートする、検定プラン付きマイク
ロピペットをご用意いたしました。信頼できる結果を維持するため、本キャンペーンをご
利用ください！
エッペンドルフの検定・校正サービスは全メニュー ISO 8655 準拠です。GLP/GMP 等の
品質管理、臨床検査（ISO 15189) 等の各種 ISO の運用時にご利用いただけます。
対象製品
> リサーチプラス V, F 検定プラン / 検定年契プラン
> リファレンス 2 V, F 検定プラン / 検定年契プラン

ピペット精度管理スタートアップキャンペーン

ピペットの精度管理が必要ですか？
各種規格で求められるマイクロピペットの精度管理には、定期的な性能評価を行う必要
があります。
エッペンドルフのバリデーションサポートサービスは ISO 8655 に準拠しており、GLP/
GMP 等の品質管理、臨床検査室（ISO 15189）等の各種 ISO 運用時にご利用いただけ
ます。
本キャンペーンでは、対象製品購入時にキャンペーン限定プランを追加していただくこと
で、製品の出荷前検定と、追加の 1 回または 2 回（年間契約）の検定利用クーポンが付
与されます。精度管理のスタートにぜひご活用下さい！

キャンペーン対象製品
リファレンス 2 とリサーチプラスは、両製品とも、分解せずにオートクレーブ可能、UV 耐性、容量補正機能、スプリング内蔵のチッ
プ取付部、4 桁の容量表示（可変のみ）など、使いやすく信頼してご使用いただける各種特長を持っています。

リファレンス2 V（可変容量）
リファレンス2 F（固定容量）

リサーチプラス V（可変容量）
リサーチプラス F（固定容量）

製品特長
> ワンボタンチップイジェクト
> 見やすい容量表示とロックボタン
> より堅牢でクリーニングも容易

製品特長
> 超軽量ピペット
> 見やすい容量表示
> スピーディーな容量ダイアル

キャンペーン限定プラン内容
キャンペーン対象のマイクロピペット*11本購入につき、下記プランのいずれか1点を選択できます。

出荷前検定
証明書付ピペット

通常検定1回分
クーポン

(1) 検定プラン 製品希望小売価格＋2,600円
・出荷前検定*2（3,600円）
・通常検定無料クーポン*2, 3 1枚（10,200円相当）

出荷前検定
証明書付ピペット

年間契約
（通常検定2回）
クーポン

(2) 検定年契プラン 製品希望小売価格＋3,600円
・出荷前検定*2（3,600円）
・年間契約無料クーポン*2, 3 1枚（15,400円相当）

*1 リファレンス2、リサーチプラスからお選び下さい。
*2 基準器の校正証明書およびトレーサビリティ体系図の添付には、ピペット1本につき別途3,000円を申し受けます。
*3 クーポンには約1年間の使用期限があります。

ピペット精度管理スタートアップキャンペーン

ピペット精度管理キャンペーン 申込方法
下記 URL または右の QR コードからキャンペーン特設ページにアクセスし、キャンペーン申込書 PDF を
ダウンロード、申込書に必要事項をご記入の上、販売店様にお渡しください。

www.eppendorf.com/JP-ja/pip-calib

キャンペーンページはこちら

STEP 1

STEP 2

STEP 3

STEP 4

キャンペーン特設ページから
申込書をダウンロード

ピペットの種類とプランを選
び、専用申込書に必 要 事 項
を記入

専用申込書をエッペンドルフ
販売店に渡してご注文

出荷 前 検 定 証 明 書および
クーポンを添付したピペット
をお届け

※次ページ記載の下取りキャンペーンとの併用はできません。

エッペンドルフ バリデーションサポートサービスのご案内
現在お使いのマイクロピペットの保守・精度管理には、エッペンドルフバリデーションサポート
サービスをご利用いただけます。
国際的に通用する、より徹底した管理を希望される場合、ISO/IEC 17025 に適合した JCSS
校正を実施することも可能です。
詳細は下記 URL または右の QR コードからパンフレットをご参照ください。

www.eppendorf.jp/JP-ja/service-jp
パンフレット送付のご依頼や、ピペット精度管理のご相談については、
info@eppendorf.jp まで、お気軽にお問い合わせください。
パンフレット PDF

バリデーションサポートサービスにおける評価方法（抜粋）

エッペンドルフの検定および校正は ISO 8655 に準拠しており、安心してご利用いただけます。
ピペットの種類

測定ポイント

容量固定タイプ

1点

呼称容量

10回

容量可変タイプ

3点

最大容量の10％、50％、100％

各点で10回、計30回

他社ブランドピペット検定・校正サービスのご案内
エッペンドルフでは、他社ブランドピペットの検定・JCSS 校正サービスを行ってい
ます。ピペットの精度管理を一括してお任せいただけます。

対象ブランドは、ギルソン、サーモフィッシャー（フィン）、メトラートレド（レイニン）、
ザルトリウス（バイオヒット）、ニチリョーです。

詳細は上記バリデーションサポートサービスページをご覧いただくか、
info@eppendorf.jp までお問い合わせください。

測定回数

ピペット下取りキャンペーン

キャンペーン期間：2018年11月30日まで

ピペット下取りキャンペーン

43% OFF!

古いピペットを下取りに出していただくと、ピペット等の対象製品を下取り特別価格 43% OFF で購入いただけます。
本キャンペーンでは、エッペンドルフ製品だけでなく、一部他社ブランドのピペットも下取り対象です。
この機会に信頼と使いやすさのエッペンドルフ製品を導入しませんか？

キャンペーン申込方法
下記 URL または右の QR コードからキャンペーン特設ページにアクセスし、
専用申込書 PDF に必要事項をご記入の上、下取り用ピペットと共に販売店様にお渡しください。

www.eppendorf.com/JP-ja/pip-tradein
STEP 1
キャンペーン特設ページから
申込書をダウンロード

キャンペーンページはこちら

STEP 2
申込書に必要事項を記入

STEP 3

STEP 4

申込書と下取りピペット *1 を
エッペンドルフ販売店に渡し
てご注文

弊 社にて下 取り対 象品であ
ることを確認後、ピペットを
お届け

*1 エッペンドルフ、ギルソン、サーモフィッシャー（フィン）、メトラートレド（レイニン）、ザルトリウス（バイオヒット）、ニチリョー製のピペットまたは連続分注器に限ります。
ピペットの新旧、動作状態は問いません。ご不明な点はエッペンドルフ販売店またはエッペンドルフまでお問い合わせください。ご注文数と同数の下取り品が必要です。

※ ピペット精度管理スタートアップキャンペーンとの併用はできません。

キャンペーン購入対象製品
マイクロピペット
リサーチプラス

* 下記製品以外にも対象製品がございます。下取り品の種類によらず、購入製品の種類は自由にお選びいただけます。
詳細はキャンペーン特設サイトをご覧ください。

マイクロピペット
リファレンス 2

電動ピペット
Xplorer
Xplorer plus

連続分注器
Multipette E3/x（電動）
Multipette M4（手動）

電動ピペット
コントローラー
Easypet 3

希望小売価格、料金、キャンペーン価格に消費税は含まれておりません。製品の仕様やサービスの内容、価格等は予告無く変更する場合がありますのでご了承ください。
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