384. Ready. Set. Pipette!
384ウェルプレートへのピペッティングをより簡単に
NEW: 16/24-channel pipettes and epT.I.P.S.® 384

16 and 24 Wells in Just One Step
384ウェルプレートへのピペッティングを容易に
384ウェルプレートへの分注に、より効率的な手動での
ピペッティング方法をご紹介します。
エッペンドルフの新しい16-, 24-チャンネルピペットと
epT.I.P.S.® 384が、384ウェルプレートでの作業を
より便利で、身体にやさしく、安全にします。

384ウェルを1分で分注
> 8-, 12-チャンネルピペットでの分注によってかかる

時間やミスを大幅に抑えることができます。
> 自動化システムに不具合があった場合のバックアップに。
> スループットの向上のために、96から384ウェルへの移行
をご検討中の方はぜひお試しください！

SOFTeject チップエジェクション

> 連 続し た チップ エジェクション も

スムーズ
> チップエジェクションに必要な力を

50%削減

チャンネル標記
> 両 端 のチャンネル 番 号 の
ラベリング
> ピペットを常に同じ向きで
使用可能

スプリング式ノーズコーン*
> チップ 装 着 に 必 要 な 力 を
最小限に
> 揺り動 かしたり、叩きつけ
たりする必要がありません
> チップのフィッティングが
手に伝わる感覚で
わかります
* 1 mL 以下の全てのエッペンドルフピペットに
備わっています

16-, 24-チャンネルピペットは、

世界中で使用されている手動タイプの
リサーチプラスと、電動タイプの
Xplorer plusがあります。

丸みを帯びたノーズコーン
> 16-, 24- チャンネル用チップが
なめらかに装着できます

epT.I.P.S. 384の
SOFTattachテクノロジー

> スムーズで均一なチップ着脱により、
負担を軽減します
> 高いチップフィットと密閉性
> 同一線上に並んだ完璧な
チップの配列
> 極めて優れたチップの成型により
384ウェルに完全にマッチします

Ergonomics – Practiced Innovation
重要なイノベーション―

epT.I.P.S. 384 のSOFTattachテクノロジー

ピペットチップに弾力をもたせる溝を初めて導入しました。
チップが伸縮し、装着にかかる力を最小限に抑えつつ、
完璧なフィットを可能にします。
メリット：

> チップのフィットと密閉性の信頼性が向上
> チップの着脱にかかる力を削減
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身体に優しく安全な作業のためのスプリング式ノーズコーン
> チップ装着にかかる力を削減
> チップのフィッティングが手に伝わる感覚でわかります
> 液体を均一に吸引
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チップエジェクトにかかる力を抑えるSOFTeject
まず外側のチップをエジェクトしてから、内側のチップが
エジェクトされます。これによりチップエジェクトにかかる
力を50％抑えられます。

マイクロピペットの注文案内
機種

手動ピペット リサーチプラス

電動ピペット

チャンネル数

16 チャンネル
24 チャンネル
16 チャンネル

Xplorer plus

ピペットチップの注文案内
製品名

24 チャンネル

純度

操作ボタンの色
ライトピンク

ライトイエロー
ライトピンク
ライトイエロー
ライトピンク
ライトイエロー
ライトピンク
ライトイエロー

トレーの色

容量範囲

1-20 µL
5-100 µL
1-20 µL
5-100 µL
1-20 µL
5-100 µL
1-20 µL
5-100 µL

容量範囲

￥129,000
￥129,000
￥219,000
￥219,000
￥243,000
￥243,000

0.5-100 µL

0030076036

￥38,200

ライトピンク

0.1-20 µL
3,840 本
0.5-100 µL （384 本× 10 トレー）
0.1-20 µL
〃
0.5-100 µL
0.1-20 µL
3,840 本
0.5-100 µL （384 本× 10 箱）

0030076044
0030076052
0030076001
0030076010
0030078853
0030078861

￥64,700

epT.I.P.S. リロード 384

Eppendorf
Quality

ライトイエロー

PCR clean*1

希望小売価格

￥121,000

ライトイエロー

0.1-20 µL

滅菌済、

Order no.

￥121,000

￥38,200

ライトピンク

ep Dualfilter T.I.P.S. 384

希望小売価格

0030076028

Eppendorf
Quality

PCR clean*1

販売単位

Order no.
3122000078
3122000094
3122000086
3122000108
4861000778
4861000792
4861000779
4861000793

1,920 本
（384 本× 5 トレー）、
チップボックス 1 箱

epT.I.P.S. セット 384

epT.I.P.S. リロード 384
PCR clean

最小可変単位

0.02 µL
0.1 µL
0.02 µL
0.1 µL
0.02 µL
0.1 µL
0.02 µL
0.1 µL

ライトピンク
ライトイエロー
ライトピンク
ライトイエロー

￥64,700
￥70,900
￥70,900
￥120,000
￥120,000

*1 PCR clean: Human DNA, DNase, RNase, PCR inhibitor free をロット毎に試験しています。
製品の仕様、価格、外観等は予告なしに変更することがあります。希望小売価格は 2021 年 8 月現在の価格で、消費税は含まれておりません。

Workflow
Complete Solutions from Eppendorf
マイクロプレートやサーマルサイクラー、サーモミキサー、
遠心機など、384ウェルのワークフローに必要な製品を
ご提供いたします。

384-well plates

ThermoMixer ® FP

Mastercycler ® X50h

Centrifugation

詳しくはこちら：www.eppendorf.com
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