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新発売！ 秤量不要のプレミックス バッファー 
pHast Pack™ バッファーキャンペーン

50%OFF!希望販売価格が

NO WEIGH!

便利なプレミックス バッファー
● 秤量や計算の手間が不要
●  希釈しやすく、 

廃棄も少ない小スケール

効率アップ
● バッファー調製の時間短縮
● 作業ミスの防止
● 複数の試薬購入・管理コストを削減

高品質・再現性
●  DNase、RNase、プロテアーゼ、 ニッカーゼの 

酵素フリー
● 細胞培養試験済み
● 金属含有量：鉄 <10 ppm、鉛 <5 ppm
● pH、溶解性、パウチ重量測定
● 試薬の劣化や不純物混入の防止

分子生物学実験、細胞培養のどちらにも使えます キャンペーン
希望販売価格カタログ番号 製品名

組成（500 mL 溶液用） 希望販売価格

PPB001-20PAK TBS-Tris Buffered Saline 1X, pHast Pack
50 mM Tris, 138 mM NaCl, 2.7 mM KCl, pH 8.0 ￥13,500 ￥6,750

PPB006-20PAK PBS-Phosphate Buffered Saline 1X, pHast Pack
10 mM Na2HPO4, 1.8 mM KH2PO4, 138 mM NaCl, 2.7 mM KCl, pH 7.4 ￥13,500 ￥6,750

PPB008-20PAK TAE-Tris Acetate EDTA Buffer 1X, pHast Pack
40 mM Tris Acetate, 1 mM EDTA, pH 8.3 ￥13,500 ￥6,750

PPB009-20PAK TBE-Tris Borate EDTA Buffer 1X, pHast Pack
89 mM Tris Borate, 2 mM EDTA, pH 8.3 ￥13,500 ￥6,750

PPB010-20PAK TE (10X)-Tris EDTA Buffer, pHast Pack
100 mM Tris, 10 mM EDTA, pH 8.0 ￥13,500 ￥6,750

キャンペーン期間

2020年10月5日
～12月25日

まで

https://www.sigmaaldrich.com/catalog/search?term=phast+pack&interface=All&N=0&mode=match%20partialmax
https://www.sigmaaldrich.com/catalog/search?term=phast+pack&interface=All&N=0&mode=match%20partialmax
https://www.sigmaaldrich.com/catalog/search?term=phast+pack&interface=All&N=0&mode=match%20partialmax
https://www.sigmaaldrich.com/catalog/search?term=phast+pack&interface=All&N=0&mode=match%20partialmax
https://www.sigmaaldrich.com/catalog/search?term=phast+pack&interface=All&N=0&mode=match%20partialmax


OmniPur® 滅菌ボトル水
キャンペーン

ルーチンの作業やラボアプリケーションにご利用いた
だける、用途の広い滅菌水です。
OmniPur滅菌ボトル水は、米国薬局方（USP）のWFIガイ
ドラインに従って調製されています。
滅菌溶液の調製、分子生物学的研究、微生物学研究など、
幅広いアプリケーションに適しています。
この機会に是非ご利用ください。

・USPガイドラインに沿って調製
・DNase フリー
・Protease フリー
・RNase フリー
・全有機炭素（TOC）が 500 ppb 未満
・エンドトキシンレベルが0.025 EU/mL 以下

キャンペーン 
希望販売価格キャンペーン対象製品 容量 カタログ番号 希望販売価格

OmniPur Water 
WFI Quality, Sterile Purified Water, 
Cell Culture Tested 

1 L 4.86505.1000 ¥3,210 ¥2,400
注意：本製品は米国薬局方（USP）の試験要件を満たしていますが、USP / EP の認定は受けていません。 研究および製造用途のみにご利用いただけます。 ヒトまたは
動物への注射、診断および治療用にはご利用いただけません。

キャンペーン期間：2020年8月17日～12月25日まで

特長

Preparation, Separation, 
Filtration & Monitoring Productus

〒 153-8927 東京都目黒区下目黒 1-8-1 アルコタワー 5F
製品の最新情報はこちら www.sigmaaldrich.com/japan
製品に関するお問い合わせは、テクニカルサービスへ
E-mail: jpts@merckgroup.com  Tel: 03-6756-8245
在庫照会・ご注文に関するお問い合わせは、カスタマーサービスへ
E-mail: sialjpcs@merckgroup.com  Tel: 03-6756-8275  Fax: 03-6756-8301
シグマ アルドリッチ ジャパン合同会社はメルクのグループ会社です。

リサーチ事業部

CHM086-2010-pdf-E

本紙記載の製品は試験・研究用です。ヒト、動物への治療、もしくは診断目的として使用しないようご注意ください。掲載価格は希望販売価格（税別）です。実際の価格は弊社製品取扱販売店へご確認ください。なお、品目、製品情報、価格等は予告なく変更さ
れる場合がございます。予めご了承ください。 記載内容は2020年10月時点の情報です。 Merck, the vibrant M, Sigma-Aldrich and Millipore are trademarks of Merck KGaA, Darmstadt, Germany or its affiliates. All other trademarks are the property of 
their respective owners. Detailed information on trademarks is available via publicly accessible resources. ©2020 Merck KGaA, Darmstadt, Germany. All rights reserved.

かんたんカタログ検索
カタログ 
ファインダー

サイエンス系
お役立ちメディア

M-hub メルク ライフサイエンス公式 
SNS、動画コンテンツをご覧ください。

メルク ライフサイエンス - メールニュース
www.merckmillipore.com/wm

https://www.merckmillipore.com/JP/ja/product/OmniPur-Water-WFI-Quality-Sterile-Purified-Water-Cell-Culture-Tested-CAS-7732-18-5-Calbiochem,EMD_BIO-4.86505
https://www.sigmaaldrich-jp.com/catalog/?utm_source=catalog-ftr&utm_medium=qrcode
https://m-hub.jp/?utm_source=catalog-ftr&utm_medium=qrcode
https://facebook.com/merckmilliporej/
https://line.me/R/ti/p/%40merck
https://twitter.com/MerckMilliporeJ
https://www.youtube.com/channel/UC6W-qmy8zpOe3nmHf9jiOlw
http://www.merckmillipore.com/JP/ja/about-us/news-media-room/email-news-milligram/ALqb.qB.7HYAAAFHGP0XX5IM,nav?RedirectedFrom=http%3A%2F%2Fwww.merckmillipore.jp%2Fwm

