マイクロプレートリーダーディスカウントキャンペーン
Multiskan FC アドバンス ＆ Wellwash Versa 最大 40％OFF
ラボに 1台、ぜひこの機会に 2 台セットで 40%OFF

Thermo Scientific™ Multiskan™ FCアドバンス吸光マイクロプレートリーダーとThermo
Scientific™ Wellwash™ Versaマイクロプレートウォッシャーの組み合わせにより、簡便に
ELISA測定ができます。
Thermo Scientific™ Multiskan™ FC アドバンス

Multiskan FC アドバンス

吸光マイクロプレートリーダー
● 吸光度測定とデータ処理が簡単に実行可能
● ワイドなカラー液晶ディスプレー
● 日本語を含む多言語表示 ● 庫内の温度制御が可能
● 96 well プレートだけでなく、384 well プレートにも対応

吸光マイクロプレートリーダー

Thermo Scientific™ Wellwash™ Versa マイクロプレートウォッシャー
● ELISA の洗浄用にデザインされ、洗浄液 2 種類とリンス液を設置可能
●
●

プログラム設定が簡単 ● 日本語対応のインターフェース
細胞培養液の交換も可能（オプション）

製品名

Multiskan FC アドバンス 吸光マイクロプレートリーダー
Wellwash Versa マイクロプレートウォッシャー
Multiskan FC アドバンス 吸光マイクロプレートリーダー +
Wellwash Versa マイクロプレートウォッシャー

キャンペーン番号 ：

SPA2102-1

ご注文の際、弊社販売代理店に必ずお伝えください

Wellwash Versa

マイクロプレートウォッシャー

サイズ

製品番号

希望小売価格 キャンペーン価格

一式
一式

51119150
5165010

¥1,020,000
¥820,000

¥663,000
¥533,000

一式

51119150 + 5165010

¥1840,000

¥1,104,000

期間：2021 年 5 月 10 日
（月）
〜2021 年 9 月 29 日
（水）
弊社受注分まで

Varioskan LUX マルチモード マイクロプレートリーダー 40%OFF
吸光・蛍光・発光がこの 1台で

Thermo Scientific™ Varioskan™ LUX マルチモードマイクロプレートリーダー

吸光・蛍光・発光・時間分解蛍光など、さまざまな測定方式に対応
制御・解析には、日本語を含む9カ国語対応のThermo Scientific™ SkanIt™ ソフトウエアを使用
● ELISA、
タンパク質定量から核酸定量、カルシウムアッセイ、細胞毒性試験、抗酸化能測定な
どのアプリケーションに対応
●
●

セット 製品名

A
B
C

Varioskan LUX マルチモードマイクロプレートリーダー 上方蛍光吸光モデル
Varioskan LUX マルチモードマイクロプレートリーダー 上方蛍光吸光発光モデル
Varioskan LUX マルチモードマイクロプレートリーダー 上方下方蛍光吸光発光モ
デル ディスペンサー 2 台付

サイズ

製品番号

希望小売価格

キャンペーン価格

一式
一式

VL0000D0
VL0L00D0

¥4,850,000
¥5,500,000

¥2,910,000
¥3,300,000

一式

VLBL00D2

¥7,150,000

¥4,290,000

本体の操作には、
別途コンピューターが必要です。
また、
この他のモデルも多数ご用意しています。詳細については、
弊社営業担当もしくは販売代理店までお問い合わせください。

キャンペーン番号 ：

SPA2102-2

ご注文の際、弊社販売代理店に必ずお伝えください

SPA036-A2104OB_SPA_MPR_CP_DLS2021_Q2-Q3-001-0419.indd 2

期間：2021 年 5 月 10 日
（月）
〜2021 年 9 月 29 日
（水）
弊社受注分まで

2021/04/19 9:27

EW
N

Thermo Scientific™ Multiskan™ SkyHigh
吸光マイクロプレートリーダー

核酸・タンパク質をタッチスクリーンで簡単測定
モノクロメータータイプなので、フィルターの設定が不要です。ELISA、タンパク質
の定量だけでなく、オプションのThermo Scientific™ µDrop Duo Plateとの組み
合わせにより、32サンプルのDNA／RNA を同時測定できます。
タッチスクリーンで最少2ステップで測定開始
本体だけでなくPCからも測定可能

200 〜 1,000 nmの範囲で1 nm刻みで測定可能
日本語を含む多言語表示
庫内の温度制御が可能

6〜384 well プレートに対応
製品名

サイズ

Multiskan SkyHigh T（タッチスクリーン付）

一式

製品番号

希望小売価格

A51119600C ¥1,700,000

この他にタッチスクリーンなし、
キュベットポートや µDrop Duo Plate が付いたモデルもございます。

N

EW

製品の詳細はこちらから

thermofisher.com/multiskanskyhigh

Thermo Scientific™ KingFisher™ Apex
核酸・タンパク質・細胞自動抽出・精製装置
•
•
•
•

一度に最大96または24サンプルを精製
タッチスクリーンでプロトコルの作成・編集も可能
サンプルの状態を適切に保つために加熱・冷却制御可能
ストレージチューブに溶出することでサンプルを簡単に保存

製品の詳細はこちらから

thermofisher.com/kingfisherapex

研究用にのみ使用できます。診断用には使用いただけません。

© 2021 Thermo Fisher Scientific Inc. All rights reserved.
All trademarks are the property of Thermo Fisher Scientific and its subsidiaries unless otherwise specified.
記載の価格は、2021 年 5 月現在のメーカー希望小売価格です。消費税は含まれておりません。

販売店

実際の価格は、弊社販売代理店までお問い合わせください。
価格、製品の仕様、外観、記載内容は予告なしに変更する場合がありますのであらかじめご了承ください。
本誌掲載のキャンペーンは日本国内のお客様のみ有効です。また、同製品の他のキャンペーンと重複して
ご利用いただくことはできません。
標準販売条件はこちらをご覧ください。 thermofisher.com/jp-tc SPA036-A2104OB
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