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Fisherbrand™セルストレーナー

Fisherbrand™ガラスメジューム瓶

Fisherbrand™遠沈管シリーズ
製品番号 製品名 入数 標準価格 キャンペーン価格

05-539-5
コニカルチューブ PP 15 mL 
プラグシール 滅菌済 ラック入

500 ¥35,750 ¥14,300

05-539-12
コニカルチューブ PP 15 mL  
フラットトップ 滅菌済ラック入

500 ¥35,750 ¥14,300

05-539-6
コニカルチューブ PP 50 mL  
プラグシール 滅菌済ラック入

500 ¥40,480 ¥16,192

05-539-7
コニカルチューブ PP 50 mL  
プラグシール 滅菌済バルク

500 ¥39,710 ¥15,884

05-539-8
コニカルチューブ PP 50 mL  
フラットトップ 滅菌済ラック入

500 ¥40,480 ¥16,192

製品番号 製品名 入数 標準価格 キャンペーン価格

22-363-547 セルストレーナー 40 µm 50 ¥23,540 ¥9,416

22-363-548 セルストレーナー 70 µm 50 ¥23,540 ¥9,416

22-363-549 セルストレーナー 100 µm 50 ¥23,540 ¥9,416

製品番号 製品名 入数 標準価格 キャンペーン価格

FB-800-100 ガラスメジューム瓶 100 mL 1 ¥770 ¥462

FB-800-250 ガラスメジューム瓶 250 mL 1 ¥880 ¥528

FB-800-500 ガラスメジューム瓶 500 mL 1 ¥1,080 ¥648

FB-800-1000 ガラスメジューム瓶 1 L 1 ¥1,430 ¥858

FB-800-2000 ガラスメジューム瓶 2 L 1 ¥4,730 ¥2,838

検索は
コチラから

詳細は
コチラから

検索は
コチラから

注＊FB-800-5000、FB-800-10000は輸入が安定しないため、今回のキャンペーンの対象外となります。



Fisherbrand™プラスチックディスポピペット

Fisherbrand™アロエコートニトリルグローブ

Dual Solution デュアルリザーバー
製品番号 製品名 標準価格 キャンペーン価格

11-978-084 Dual Solution デュアルリザーバー ￥11,700 ￥4,680

製品番号 製品名 入数 標準価格 キャンペーン価格

13-676-10G PSディスポピペット 個包装（オールプララップ）1 mL 1000 ¥40,200 ¥20,100
13-675-3C PSディスポピペット 個包装（オールプララップ）2 mL 500 ¥23,900 ¥11,950

13-676-10H PSディスポピペット 個包装（オールプララップ）5 mL 200 ¥12,300 ¥6,150

13-676-10J PSディスポピペット 個包装（オールプララップ）10 mL 200 ¥12,600 ¥6,300
13-676-10K PSディスポピペット 個包装（オールプララップ）25 mL 200 ¥29,800 ¥14,900
13-676-10R PSディスポピペット 個包装（オールプララップ）50 mL 100 ¥44,400 ¥22,200
13-678-11B PSディスポピペット 個包装（紙 ･プララップ） 1 mL 1000 ¥38,700 ¥19,350
13-678-11C PSディスポピペット 個包装（紙 ･プララップ） 2 mL 500 ¥23,300 ¥11,650
13-678-11D PSディスポピペット 個包装（紙 ･プララップ） 5 mL 200 ¥12,300 ¥6,150
13-678-11E PSディスポピペット 個包装（紙 ･プララップ） 10 mL 200 ¥12,600 ¥6,300
13-678-11 PSディスポピペット 個包装（紙 ･プララップ） 25 mL 200 ¥32,000 ¥16,000
13-678-11F PSディスポピペット 個包装（紙 ･プララップ） 50 mL 100 ¥44,400 ¥22,200
13-676-10B PSディスポピペット マルチパック（バルク） 1 mL 1000 ¥38,800 ¥19,400
13-675-2C PSディスポピペット マルチパック（バルク） 2 mL 500 ¥24,900 ¥12,450
13-676-10C PSディスポピペット マルチパック（バルク） 5 mL 500 ¥30,300 ¥15,150
13-676-10F PSディスポピペット マルチパック（バルク） 10 mL 500 ¥31,600 ¥15,800
13-676-10M PSディスポピペット マルチパック（バルク） 25 mL 200 ¥29,800 ¥14,900

製品番号 製品名 入数 標準価格 キャンペーン価格

19-050-550A パウダーフリーニトリルグローブ アロエコート S 100 ¥7,800 ¥3,120

19-050-550B パウダーフリーニトリルグローブ アロエコート M 100 ¥7,800 ¥3,120

19-050-550C パウダーフリーニトリルグローブ アロエコート L 100 ¥7,800 ¥3,120

詳細は
コチラから

検索は
コチラから

検索は
コチラから



Fisherbrand™ドライバスインキュベーター

Fisherbrand™機器

Tempshield™ Cryo-Gloves™/クライオグローブ

製品番号 製品名 標準価格 キャンペーン価格

88860021 Isotemp デジタルドライバスインキュベーター本体（1ブロック） ¥70,180 ¥35,090

88860022 Isotemp デジタルドライバスインキュベーター本体（2ブロック） ¥77,660 ¥38,830

88860023 Isotemp デジタルドライバスインキュベーター本体（4ブロック） ¥94,050 ¥47,025

製品番号 製品名 標準価格 キャンペーン価格

FB15013 センサー式ボルテックスミキサー ¥54,510 ¥27,255

14-955-149 超薄型マグネットスターラーデジタル ¥36,800 ¥18,400

製品番号 製品名 標準価格 キャンペーン価格

11-394-200 Tempshield Cryo-Gloves 耐水 L ミッドアーム／ 350-390 mm ¥36,840 ¥11,052

11-394-305 Tempshield Cryo-Gloves 耐水 M ミッドアーム／ 350-390 mm ¥36,840 ¥11,052

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

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

Order infomation

10.2022

詳細は
コチラから

詳細は
コチラから

無断複写・転写を禁じます。
ここに記載されている会社名、製品名は各社の商標または登録商標です。
研究用品にのみ使用が出来ます。これら製品は一般的なラボでの使用を目的としています。
製品の性能がお客様の用途に適しているかは、お客様ご自身でご確認ください。
記載の価格は2022年9月現在のメーカー希望小売価格です。消費税は含まれません。
製品の仕様、外観、記載内容および価格は予告なく変更することがあります。
販売条件はこちらをご覧ください。https://wexer-store.com/�sher_product/tradelaw

検索は
コチラから

注＊ブロックは別売りになります。
検索は
コチラから

※在庫限り限定


