
価格一覧
製品番号 製品名 長さ 綿栓 入数 標準価格 キャンペーン価格
13-678-20A

ホウケイ酸ガラスパスツールピペット

146 mm なし 720 ¥7,200 ¥4,320
13-678-20C 229 mm なし 720 ¥7,900 ¥4,740
13-678-8A 146 mm あり 1000 ¥11,000 ¥6,600
13-678-8B 229 mm あり 1000 ¥12,900 ¥7,740

Fisherbrand  
ホウケイ酸ガラス 
パスツールピペット
化学薬品耐性に優れ、衝撃に強い 
ホウケイ酸ガラス製
• 取り出しに便利なイーゼルボックス入り
• 146 mm：ASTM E732 TypeⅠ 規格適合
• 229 mm：ASTM E732 TypeⅡ 規格適合

Fisherbrand  
直口ホウケイ酸ガラスチューブ
熱膨張率が低く、化学薬品耐性に優れた 
ホウケイ酸ガラス製
• 細胞培養、生化学試験、クロスマッチテストなどに適している
• 形状：直口（リム無）、丸底

価格一覧
製品番号 製品名 サイズ 入数 標準価格 キャンペーン価格
14-961-25

直口ホウケイ酸ガラスチューブ

10×75 1,000 ¥8,160 ¥4,896 
14-961-26 12×75 1,000 ¥9,200 ¥5,520 
14-961-27 13×100 1,000 ¥12,000 ¥7,200 
14-961-28 15×85 1,000 ¥15,860 ¥9,516 
14-961-29 16×100 1,000 ¥17,100 ¥10,260 
14-961-30 16×125 1,000 ¥19,400 ¥11,640 
14-961-31 16×150 1,000 ¥20,400 ¥12,240 
14-961-32 18×150 500 ¥14,800 ¥8,880 
14-961-33 20×150 500 ¥22,900 ¥13,740 
14-961-34 25×150 500 ¥41,900 ¥25,140 

キャンペーン期間
2020年 6月22日 月  ～ 8月31日 月  受注分まで

ご注文方法について
FAXでご注文の際はキャンペーンを備考欄に記載ください。

また、ECサイトやメールでもご注文を承っております。 
ぜひご活用ください。

ECサイトからのご注文  https://wexer-store.com/

メールアドレスからのご注文  �sher.order@wexer.co.jp



Fisherbrand PESフィルターユニット
培地や液体試薬のろ過に最適な 
ディスポーサブルタイプのフィルターユニット
• PESメンブレン
• 0.45 µm / 0.20 µmの 2種類
• 液体培地のろ過や粒子除去などに最適
• 滅菌済み

• Non-pyrogenic / Non-cytotoxic
• ロット番号などがフィルターに 
記載されているので管理も簡単

• ディスポーサブル

価格一覧
製品番号 製品名 容量 ポアサイズ 入数 標準価格 キャンペーン価格
FB12566500

PESフィルターユニット

150 mL 0.20 µm 12 ¥15,700 ¥9,420 
FB12566501 150 mL 0.45 µm 12 ¥15,700 ¥9,420 
FB12566502 250 mL 0.20 µm 12 ¥16,900 ¥10,140 
FB12566503 250 mL 0.45 µm 12 ¥16,900 ¥10,140 
FB12566504 500 mL 0.20 µm 12 ¥23,800 ¥14,280 
FB12566505 500 mL 0.45 µm 12 ¥25,400 ¥15,240 
FB12566506 1,000 mL 0.20 µm 12 ¥30,700 ¥18,420 
FB12566507 1,000 mL 0.45 µm 12 ¥33,100 ¥19,860 

Fisherbrand メジューム瓶
高品質でお求めやすい低価格を実現した、広口汎用保存瓶
• 耐熱性と化学薬品耐性に優れたガラスを使用
• アルカリ含有量を低く抑えた高品質ガラス
• 液ダレと欠けを防ぐポアリング付
• 白エナメルの目盛りと書き込み面付
• 口内径：約 30 mm
• ネジ規格：ISO/GL45・オートクレーブ可（最高 140℃）

価格一覧
製品番号 製品名 容量 入数 標準価格 キャンペーン価格
FB-800-100

メジューム瓶

100 1 ¥600 ¥360 
FB-800-250 250 1 ¥620 ¥372 
FB-800-500 500 1 ¥820 ¥492 
FB-800-1000 1,000 1 ¥1,150 ¥690 
FB-800-2000 2,000 1 ¥2,420 ¥1,452 

ディスポーサブル 
フェイスガードシート
• 高透明性ポリプロピレン製
• 帯電防止加工のため、埃や飛沫を引き寄せにくい
• 食品に使用する素材のため安心
• サイズも変更可能 ※ハサミで簡単に切れます
• ディスポーサブル

価格一覧
製品番号 製品名 入数 標準価格 キャンペーン価格
3500 ディスポーサブル 

フェイスガードシート
300 ¥150,000 ¥90,000 

3500‐10 10 ¥6,000 ¥3,600 
230 mm 320 mm

720 mm

245 mm

200 mm



8連 PCRチューブ
• 材質：バージン・ポリプロピレン
• 容量：0.2 mL（Max：0.25 mL）
• カラー：ナチュラル
• デザイン：ドームキャップ /フラットキャップ
• Human DNA, RNase,  

DNase, endotoxins free

価格一覧
製品番号 製品名 容量 キャップタイプ 入数 標準価格 キャンペーン価格
14-230-210

8連PCRチューブ
0.2 mL ドーム 250 ¥23,700 ¥14,220

14-230-215 0.2 mL フラット 250 ¥25,800 ¥15,480

ディスポーサブル 
滅菌シリンジ
• ガンマ線滅菌済み
• Non-pyrogenic

価格一覧
製品番号 製品名 容量 デザイン 入数 標準価格 キャンペーン価格
14-955-450

ディスポーサブル滅菌シリンジ

1 mL

ルアースリップ

100 ¥2,400 ¥1,440
14-955-451 3 mL 100 ¥2,500 ¥1,500
14-955-452 5 mL 100 ¥2,600 ¥1,560
14-955-453 10 mL 100 ¥3,500 ¥2,100
14-955-454 20 mL 50 ¥2,400 ¥1,440
14-955-455 60 mL 50 ¥5,400 ¥3,240
14-955-456 1 mL

ルアーロック

100 ¥3,400 ¥2,040
14-955-457 3 mL 100 ¥2,300 ¥1,380
14-955-458 5 mL 100 ¥2,700 ¥1,620
14-955-459 10 mL 100 ¥3,500 ¥2,100
14-955-460 20 mL 50 ¥2,400 ¥1,440
14-955-461 60 mL 50 ¥5,400 ¥3,240

ディスポーサブル 
滅菌シリンジフィルター
• 滅菌済みと未滅菌
• 本体：ポリプロピレン製
• メンプレン：PES製

価格一覧
製品番号 製品名 滅菌 ボアサイズ 入数 標準価格 キャンペーン価格
09-720-510

ディスポーサブル滅菌シリンジフィルター
未滅菌

0.22 µm 1500 ¥384,900 ¥230,940
09-720-512 0.45 µm 150 ¥46,700 ¥28,020
09-720-511

滅菌
0.22 µm 50 ¥19,200 ¥11,520

09-720-514 0.45 µm 50 ¥19,200 ¥11,520



ちょっと製品紹介

※本製品はキャンペーン対象外です。

価格一覧
製品番号 製品名 容量 入数 標準価格
FBMB30

PETGメディアボトル

30 48 ¥16,200
FBMB60 60 48 ¥18,600
FBMB125 125 24 ¥14,700
FBMB250 250 24 ¥17,900
FBMB500 500 12 ¥13,000
FBMB1000 1000 12 ¥17,500
FBMB30A 30 48 ¥17,300
FBMB60A 60 48 ¥20,200
FBMB125A 125 24 ¥16,200
FBMB250A 250 24 ¥19,800
FBMB500A 500 12 ¥14,400
FBMB1000A 1000 12 ¥20,400

Fisherbrand  
PETGメディアボトル
• PETG製なので耐衝撃性に優れている
• 軽量タイプ・Non-Pyrogenic/Non-Cytotoxic

• 電子線滅菌済み（SAL 10-6, USP Class VI）
• 末尾 A品番はキャップ保護シール付き

価格一覧
製品番号 製品名 長さ 綿栓 入数 標準価格
13-678-6A ソーダライムガラスパスツールピペット 146 mm なし 1000 ¥7,520
13-678-6B 229 mm なし 1000 ¥9,070

Fisherbrand  
ソーダライムガラスパスツールピペット
• 取り出しやすい傾斜付カートン入り • 先端内径：0.8～ 1.2 mm • ASTM E732-80規格適合

価格一覧
製品番号 製品名 容量 入数 標準価格
3510-1 スプレーボトル 500 mL 1 ¥600 

スプレーボトル
• 材質：HDPE • 容量：500 mL • カラー：黄色

ウィザーライフサイエンス株式会社

代理店

ECサイトは 
コチラから

TEL：052-659-2900　FAX：052-659-2905 
Mail：info@wexer.co.jp

Order infomation


