
チラシ・フライヤーのデザインテンプレート
(A4 210 mm×297 mm )

折りパンフレット
左開き
表紙（1ページ目）

キャンペーン期間

～2019年9月30日

➊ミニ・コードレス
グラインダー

➋ホモジナイゼーション
ペッスル

➌マイクロ
チューブ

+ +
※電池は別途お求め下さい

（単3乾電池4本）。

ブルー，グリーン，レッド，オレンジ，
バイオレットが各2本ずつ

商品コード：4-040-091
包装：1 kit

通常価格：￥6,800

Pipet-Aid® Refresh Kit for XP / Xpress / PA-400 

内部消耗品の交換用パーツ4種類のセットです。

※本体およびTCハウジング

は付属していません。

[Webページ番号：80098]

ラバーインサート（1個）

バッテリー（1個）

TCガスケット（2個）
TCフィルター（1個）

[メーカー：DRM]

811312222キャンペーンの詳細はWebページ番号

売れ筋の消耗品オススメの機器 ＆

【期間限定】ミニコードレスグラインダー・
ペッスル・チューブ（1.5 ml）のお得なセット

キャンペーン特別価格

ピペットエイド®リフレッシュキット

キャンペーン価格

✓ バッテリーの持ちが悪い…
✓ 吸引力が弱くなった…
✓ ピペットから液漏れする…

これらの症状は，
消耗部品を交換することで
新品同様に改善することがあります！

商品コード：CG-4A-SET
包装：1 set

[メーカー：BRT]

非滅菌品

1.5 mlペッスル：10個
1.5 mlチューブ
：500個1個

今年はオススメの機器も対象です！ キャンペーン対象製品（全370品目）は
フナコシWebでチェック！

フナコシ夏のキャンペーンといえば，売れ筋消耗品…

セ
ッ
ト
で
お
得

大
人
気
！

※参考
＋➊ミニ・コードレスグラインダー（定価¥7,800）
＋➋ペッスル（定価¥1,000）
＋➌マイクロチューブ（定価¥1,500）

＝通常価格 ¥10,300

！



チラシ・フライヤーのデザインテンプレート
(A4 210 mm×297 mm )

[メーカー：SSI]

サイズ 商品コード 包 装
通常価格

(￥)
キャンペーン
価格(￥)

0.5 ml 非滅菌 1110-10 500 tubes 2,300 → 1,725

1.5 ml 非滅菌 1210-10 250 tubes 1,400 → 1,050

2.0 ml 非滅菌 1310-10 250 tubes 1,700 → 1,275

マイクロチューブ

軽い力で装着！高品質な低付着チップ

低価格を実現！低付着チップ

豊富なバリエーションのピペットチップ

折りパンフレット
左開き
2ページ目

Vertex Pipette Tip

Biotix uTIP

NEPTUNE NP/S3 Tip

低付着素材使用

ニュースp.6
Web 8776

ニュースp.7
Web 63928

ニュースp.8-9
Web 68581

低付着素材使用

ニュースp.16
Web 1487

ニュースp.16
Web 53118

[メーカー：CLP]

サイズ 商品コード 包 装
通常価格

(￥)
キャンペーン
価格(￥)

0.65 ml
非滅菌 MT-0065-BC 1,000 pieces 4,200 → 3,150

滅菌 MT-0065-BCS 500 pieces 2,400 → 1,800

1.5 ml
非滅菌 MT-0150-BC 500 pieces 2,200 → 1,650

滅菌 MT-0150-BCS 250 pieces 2,500 → 1,875

2.0 ml
非滅菌 MT-0200-BC 500 pieces 2,400 → 1,800

滅菌 MT-0200-BCS 250 pieces 2,600 → 1,950

［Webページ番号：8776］

［Webページ番号：63928］

［Webページ番号：68581］

 安価な低付着チューブ  優れた透明度のクリアチューブ

 スタンダードチップのNP
（Natural Polypropylene）シリーズと
低吸着のS3 シリーズの
2つのラインナップ

クリアチューブ

［Webページ番号：53118］

低付着チューブ

［Webページ番号：1487］

SSI111011
SSI121011
SSI131011

CLP006503
CLP006521
CLP015003
CLP015021
CLP020003
CLP020021

10μl XL フィルター付き NPチップ，ラック入り
滅菌

キャンペーン価格

¥5,850
#Bt10XL (10×96 pieces)

[メーカー：CLP] 
通常価格：￥7,800

CLP000103

CLP210000
200μl フィルターなし S3（低付着）チップ，
バルク包装 非滅菌

キャンペーン価格

¥1,125#2100 (1,000 pieces)
[メーカー：CLP] 

通常価格：￥1,500

1,250μl フィルター付きチップ，ラック入り
滅菌

キャンペーン価格

¥8,625
#M-1250-9FC96 (10×96 pieces)

[メーカー：CLP] 
通常価格：￥11,500

1,250μl フィルターなしチップ，ラック入り
滅菌

キャンペーン価格

¥4,425
#M-1250-9SC96 (10×96 pieces)

[メーカー：CLP] 
通常価格：￥5,900

CLP125197

CLP125198

200μlXL フィルター付きチップ，ラック入り
滅菌

キャンペーン価格

¥8,250
#4287NSFS (5×2×96 pieces)

[メーカー：SSI] 
通常価格：￥11,000

200μl フィルターなしチップ，バルク包装
非滅菌

キャンペーン価格

¥1,200
#4230N00S (1,000 pieces)

[メーカー：SSI] 
通常価格：￥1,600

SSI428702

SSI423031

0.5 ml
#1110-10

1.5 ml
#1210-10

2 ml
#1310-10

0.65 ml
#MT-0065-BC

1.5 ml
#MT-0150-BC

2 ml
#MT-0200-BC

製品例

製品例

製品例

 ラック入りフィルターチップと
フィルターなしチップのバルク包装／
ラック入りがあります

低付着素材使用



チラシ・フライヤーのデザインテンプレート
(A4 210 mm×297 mm )

[メーカー：SSI]

タイプ
商品
コード

包 装
通常価格

(￥)
キャンペーン
価格(￥)

個別キャップ付き
8連PCRチューブ

0.2 ml, ドーム, SnapStrip 3240-00 120 strips 7,300 → 5,475

0.2 ml, フラット, SnapStrip 3245-00 120 strips 7,300 → 5,475

0.2 ml, フラット, UltraFlux i 3247-00 120 strips 7,300 → 5,475

0.1 ml, フラット, UltraFlux i 3248-00 120 strips 7,500 → 5,625

0.2 ml 8連PCRチューブ
+8連キャップ

ドームキャップ 3132-00 125 strips 8,200 → 6,150

フラットキャップ 3135-00 125 strips 8,200 → 6,150

0.2 ml PCRシングル
チューブ

フラットキャップ，フロスト 3220-00 1,000 tubes 4,000 → 3,000

フラットキャップ，クリアー 3225-00 1,000 tubes 4,000 → 3,000

各種プレートシーリングフィルム

PCR チューブ

マルチチャンネルピペット対応リザーバー

折りパンフレット
左開き
3ページ目

AeraSeal

ローラー

10 ml 25 ml 25 ml Divided

100 ml50 ml 100 ml
with lid

ニュースp.18
Web 67629

ニュースp.22
Web8077

ニュースp.21
Web1095

ELISA プレート用フィルム SealPlate 非滅菌
キャンペーン価格

¥4,575
細胞培養プレート用フィルム AeraSeal 滅菌

キャンペーン価格

¥5,400

#100-SEAL-PLT (100 pieces)

#BS-25 (50 pieces)

製品例

ニュースp.23
Web65716

SealPlate

1箱300枚入りで省スペース！

XS/S/M/Lサイズ
300 pieces キャンペーン価格

¥1,875
XS/S/M/L/XLサイズ
10×300 pieces キャンペーン価格

¥16,875

EDGEラボグローブ
（ニトリル製）

［Webページ番号：65716］

［Webページ番号：1095］

［Webページ番号：8077］

 液量が少なくなっても液体が玉状にならず，マルチチャンネルピペットでも最後まで吸引可能
 滅菌品は，DNase / RNase / アニマルフリー / パイロジェンフリー
 ポリスチレン製

UltraFlux iSnapStrip

接合部が1箇所

ロボット用ピアシングフィルム X-Pierce  非滅菌
キャンペーン価格

¥9,975
プレートシーリングフィルム圧着用ローラー

キャンペーン価格

¥3,000

#XP-100 (100 pieces)

#RL-PLT-01 (1 piece)

X-Pierce

0.2 ml 8連PCRチューブ
+8連キャップ

［Webページ番号：67629］

SSI324000
SSI324500
SSI324700
SSI324800
SSI313201
SSI313502
SSI322000
SSI322500

25 mlリザーバー 滅菌
キャンペーン価格

¥8,320#3054-1002 (10×10 pieces)

25 mlリザーバー（個別包装） 滅菌

キャンペーン価格

¥8,880#3054-1003 (50 pieces)

VST301002

VST301003

[メーカー：VST] 通常価格：￥10,400

[メーカー：VST] 通常価格：￥11,100

#3240-00

#3135-00

#3220-00
#3225-00

#3132-00

0.2 ml
キャップ付き8連PCRチューブ

［Webページ番号： 1705］

[メーカー：HFP] 
通常価格：￥2,500

[メーカー：HFP] 
通常価格：￥22,500

[メーカー：EXS] 通常価格：￥6,100

[メーカー：EXS] 通常価格：￥7,200 [メーカー：EXS] 通常価格：￥4,000

[メーカー：EXS] 通常価格：￥13,300

製品例

接合部が3箇所



チラシ・フライヤーのデザインテンプレート
(A4 210 mm×297 mm )

※ 本紙に掲載されている価格は，2019年8月1日現在です。

※ 本紙に掲載されている製品はすべて研究用です。医薬品，診断用医薬品，食品，食品検査等の

用途には使用できません。

※ 印の製品には安全にご利用いただくための警告ラベルが貼られています。表示に従って

安全対策を実施して下さい。

※ 表示価格には消費税等は含まれていません。また価格は予告なく変更される場合がありますので，あらかじめご了承下さい。

※ 仕様は改善のため，予告なく変更することがあります。

※ #以下の英数字は，商品コードを示します。

※ ご注文の際は，[品名，メーカー，商品コード，包装，数量]をお知らせ下さい。

※ 記載されている会社及び商品名は，各社の商標または登録商標です。

NOTE

販売店 フナコシ株式会社
〒113-0033 東京都文京区本郷2丁目9番7号

https://www.funakoshi.co.jp/   e-mail : info@funakoshi.co.jp

機器に関する技術的なお問い合わせ
TEL 03-5684-1619  FAX 03-5684-5643
kiki@funakoshi.co.jp

デモ・在庫・納期などについて
TEL 03-5684-1615  FAX 03-5684-1634
sales@funakoshi.co.jp FUN-6603（2019.8)

折りパンフレット
左開き
4ページ目

@Funakoshi_CoLtd
Twitter

ゲル撮影装置

キャンペーン価格

PC内蔵，タッチパネルで
解析まで可能

［Webページ番号：65195］

中波長タイプ

3UVタイプ

UVクロスリンカー

キャンペーン価格

• 照射時間・照射エネルギー量を設定可能
• 254 nm，302 nm，365 nmの3モデル

［Webページ番号：1317］

ビーズ式破砕装置

キャンペーン価格

［Webページ番号：34790］

破砕用ビーズを含む
チューブを高速8の字運動
させ，組織や細胞を迅速に
破砕

Qsep100

Qsep1

［Webページ番号：
63076］

［Webページ番号：
65176］

多検体処理ならコチラ
測定試料数：1～96

少サンプルならコチラ
測定試料数：1～8

キャピラリー式電気泳動装置
（フラグメントアナライザー）

キャンペーン価格

マイクロインジェクター
［Webページ番号：3465］

［Webページ番号：65776］

オゾン/UV殺菌装置

核酸精製装置
（自動化セット）

磁気ロッドで磁気ビーズと
試料を撹拌し高純度の
核酸を精製

（オートスタンド付属）

［Webページ番号：65775］

炎の出ない電気式バーナー

［Webページ番号：5516］

プレートウォッシャー

プログラム設定数：101
［Webページ番号：7222］
通常価格：￥483,000

Inteliwasher 3D-IW8

Intelispeed Washer IW-8

デジタル卓上遠心機

キャンペーン価格

［Webページ番号：1793］

1.5 ml/2.0 ml
チューブを
24本収容

通常価格：￥2,600,000

[メーカー：BOP] 

通常価格：￥1,800,000

[メーカー：TAN] 

[メーカー：MPB] 

通常価格：
￥690,000

通常価格：
￥1,300,000
￥1,400,000

[メーカー：UVQ] [メーカー：UVP] 

通常価格：￥260,000

通常価格：￥980,000

[メーカー：ARG] 

通常価格：￥87,000

[メーカー：GTS] 

通常価格：￥191,000

[メーカー：LNT] 

通常価格：￥250,000

[メーカー：DRM] 

[メーカー：BSN] 

通常価格：￥579,000NanojectⅡ Kit

NanojectⅢ Kit
キャン
ペーン
価格

通常価格：￥738,000

Qsep1

Qsep100

プログラム設定数：50
［Webページ番号：3826］
通常価格：￥520,000

IW-83D-IW8
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！

！

！！

！

！

！

！

！

！

！

！

4CHWロガーは別売です。

キャン
ペーン
価格

キャンペーン価格

#6005-500

#302018

キャンペーン価格
#C100100

#C100001

#C-2400-B-100 #E330110

Nova Microincinerator

UVP GelSolo

Fastprep-24 5G

キャンペーン価格

キャンペーン価格
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