
「 のnewモデルがこの価格で 」
IKA ロータリーエバポレーター1台と推奨の周辺機器どれか1台を

併せてお買求め頂きますと、ロータリーエバポレーターを

通常定価の40％OFFにてご提供致します。（先着30台限定）

【キャンペーン期間】2009年5月11日～6月末(※限定台数が終了次第、終了となります)

RV10 digitalRV10 basic

ユーザー様向け

排気装置

￥129,600
（バス付き）

®

冷却装置

￥173,400
（バス付き）



定価（円）品名・型式商品コード

216,000→129,600
ロータリーエバポレーター

RV10 basic D（標準型）セット
10-0021-8●

216,000→129,600
ロータリーエバポレーター

RV10 basic V（縦型）セット
10-0022-8●

653,000KNF 耐食型真空ポンプシステム SC92047-0477-7●

197,000KNF ダイアフラム型真空ポンプ N820.3FT.1847-0438-5●

620,000ビュッヒ バキュームシステム V-703 セット47-0970-9●

510,000ビュッヒ バキュームシステム V-702 セット47-0969-9●

375,000ビュッヒ バキュームシステム V-701 セット47-0968-9●

250,000
ビュッヒ PTFEダイアフラム真空ポンプ

V-700 ECO
47-0943-7●

280,000SANSYO 卓上型循環恒温水槽 SA-10043-0101-6●

209,000SANSYO 冷却水循環装置 SCA-1143-0041-6●

289,000→173,400
ロータリーエバポレーター

RV10 digital V（縦型）セット
10-0024-8●

289,000→173,400
ロータリーエバポレーター

RV10 digital D（標準型）セット
10-0023-8●

キャンペーン定価（円）品名・型式キャンペーンコード

先着30台限定のキャンペーンです！！

お早めのご注文お待ちしております☆

■ロータリーエバポレーター

■周辺機器
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ユーザー様向け

23,700 → 11,8502000.225SAN25PL10-1705-8●

45,100 → 22,5505000.110SAN10PL10-1704-8●

17,290 → 8,6452000.15SAN05PL10-1703-8●

11,700 → 5,8502000.012SAN02PL10-1702-8●

25,600 → 12,8005000.011SAN01PL10-1701-8●

キャンペーン価格（円）入数（本）目盛（ml）容量（ml）型式キャンペーンコード

■ プラスチック包装

■ ピーリング包装（プラスチック＋紙）

31,900 → 15,9501000.550SAN50PP10-1711-8●

23,700 → 11,8502000.225SAN25PP10-1710-8●

18,000 → 9,0002000.110SAN10PP10-1709-8●

17,200 → 8,6002000.15SAN05PP10-1708-8●

29,400 → 14,7005000.012SAN02PP10-1707-8●

51,300 → 25,65010000.011SAN01PP10-1706-8●

キャンペーン価格（円）入数（本）目盛（ml）容量（ml）型式キャンペーンコード

無毒性で、パイロジェンフリー。アダプター部は容量ごと

に色が異なっており、容易に識別可能(1ml、2mlを除く)。
包装はごみの分別に便利なプラスチック包装と開封が簡

単なピーリング包装（プラスチック＋紙）の2形態をご用意。

● 精度：±1％以内

● 材質：本体 PS、アダプター部 PE

● γ線滅菌済

● 製品保証書発行可能

※価格はすべて税抜き価格です。消費税は含まれておりません。

特長
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拝啓

貴社ますますご盛栄のこととお慶び申し上げます。平素は格別のお引き立てを頂き、厚く御礼申し上げます。

この度、日頃のご愛顧にお応えして、SGボトルのキャンペーンを下記の通り行います。
是非この機会にお買い求め下さい。

《キャンペーン期間》 2009年5月11日～6月末

《キャンペーン内容》

総合カタログP.1218 掲載のSGボトル白・茶をケース単位でご購入
頂きますと１０％OFFのキャンペーン特価となります。

SGボトルケース売りキャンペーンのご案内
お客様各位

＊＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊

ユーザー様向け

※単品カタログもございます。ご入用の際はお申し付け下さい。

本 体 ： DURAN ホウケイ酸ガラス3.3(JR‐1) キャップ ： PPS（ポリフェニレンサルファイド樹脂）
パッキン ： ノーマルタイプ クロロプレンゴム/PTFEライナー、 Dタイプ シリコンゴム/PTFEライナー

材 質

敬具

®

※必ず、下記のキャンペーンコードでご発注下さいます様お願い致します。

20,800  →18,720D‐38100010-1456-3●

9,100  → 8,190D‐3820010-1452-3●

10,200  → 9,180D‐3830010-1453-3●

11,700  →10,530D‐38500Dタイプ10-1454-3●

11,700  →10,530D‐4550010-1455-3●

20,300  →18,27038100010-1307-3●

20,300  →18,27045100010-1305-3●

7,400  → 6,660D‐3310010-1451-3●

ノーマルタ
イプ

規格

20,800  →18,720

11,200  →10,080

11,200  →10,080

9,700  → 8,730

8,600  → 7,740

6,900  → 6,210

キャンペーン価格
（ 10本入/円）

3820010-1302-3●

10-1457-3●

10-1304-3●

10-1306-3●

10-1303-3●

10-1301-3●

キャンペーン
コード

33100

D‐451000

45500

38500

38300

キャップ
（mm）

容量
（ml）

36,500  →32,850D‐38100010-1466-3●

16,500  →14,850D‐3820010-1462-3●

18,500  →16,650D‐3830010-1463-3●

22,000  →19,800D‐38500Dタイプ10-1464-3●

22,000  →19,800D‐4550010-1465-3●

36,000  →32,40038100010-1317-3●

36,000  →32,40045100010-1315-3●

13,900  →12,510D‐3310010-1461-3●

ノーマルタ
イプ

規格

36,500  →32,850

21,500  →19,350

21,500  →19,350

18,000  →16,200

16,000  →14,400

13,400  →12,060

キャンペーン価格
（ 10本入/円）

3820010-1312-3●

10-1467-3●

10-1314-3●

10-1316-3●

10-1313-3●

10-1311-3●

キャンペーン
コード

33100

D‐451000

45500

38500

38300

キャップ
（mm）

容量
（ml）

■SGボトル 白 ■SGボトル 茶
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