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Simplicity UV

Direct-Q UV 3

 キャンペーン希望販売価格    ¥299,000~

キャンペーン希望販売価格

¥360,000~

超純水・超特価！
Direct-Q® UV 3 / Simplicity UV 
キャンペーン
日頃のご愛顧への感謝を込めて 
Direct-Q UV 3 とSimplicity UV を 
キャンペーン価格にて提供いたします。 
この機会に是非お申込みください。

今だけ！ 次回交換分の消耗品がセットでお得 
消耗品スマートバスケット  
+ ¥65,000

今だけ！ 次回交換分の消耗品がセットでお得 
消耗品スマートバスケット + ¥51,000

キャンペーン期間

2020 年 10月 1 日 （木） 
〜2021 年3月19 日 （金）

ご注文分まで

キャンペーン詳細はこちら   www.merckmillipore.jp/cam

46% 
OFF!!

30万円 
以下！！

（※）

※ 希望販売価格に対する割引を示しています

39%  
OFF!!

40%  
OFF!!

* 消耗品単品の希望販売価格合計からの割引率です。

* 消耗品単品の希望販売価格合計からの割引率です。

http://www.merckmillipore.jp/cam
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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

超純水・超特価！
Direct-Q® UV 3 / Simplicity UV  
キャンペーン

締切： 2021 年 3月 19 日 
お申込みはお近くの販売店まで

+ お得 消耗品スマートバスケット
装置の性能を維持するために、消耗品交換が重要です。単品購入
よりもお得な消耗品スマートバスケットをさらに超特価でご提供！
●  次回交換分をセットに
●  Direct-Q UV 3/Simplicity UV は消耗品交換が楽
●  交換忘れ、買い忘れ防止

装置名 カタログ番号 希望販売価格 キャンペーン
希望販売価格

Direct-Q UV 3 LCSMDRQ3V* ￥105,000 ¥65,000
Simplicity UV LCSMSPLV0V** ￥84,000 ¥51 ,000

* 構成品：SmartPak DQ3、Millipak Express 20、185 nm UV ランプ
** 構成品：SimpliPak、SimFilter、185 nm UV ランプ

手軽に超純水を使いたい

一日の使用量は少量

こんな研究室に最適
研究室が手狭

分析用水を購入している

+ 安心 漏水検知器
天災や万が一の故障などによる、  
装置の漏水被害を最小限に抑えます
水を感知すると水道元栓を止め、 
漏水の拡大を防ぎます

水道水から供給する場合 純水から供給する場合

水道水から超純水を直で精製！
水道水直結型  超純水製造装置
Direct-Q UV 3

純水装置をお持ちの方に
キャリータンク給水型  超純水製造装置
Simplicity UV

価格

希望販売価格 キャンペーン希望販売価格 希望販売価格 キャンペーン希望販売価格
本体一式 + 初期消耗品：￥670,000 ¥360,000

本体一式 + 初期消耗品：￥422,000 ¥299,000
漏水検知器：￥80,500   ¥46,500

特長 / 
こんな方に 
おすすめ

●  水道水から超純水を Direct-Q 1 台で精製
●  超純水、純水、蒸留水グレードを 1 台で精製
●  JIS K 0557 A4 グレードの水質が必要
●  分析用水を購入している
●  超純水使用量が 1 日 10L 以下

●  純水から超純水を精製
●  タンク脱着式で純水を簡単給水
●  研究室に水道水がない
●  超純水をタンクに貯めて使用している
●  超純水使用量 が 1 日 5L 以下

タンク 内蔵タンク：4.5 L 装置脱着式：2 L

寸法 幅 290 × 奥行 420 × 高 540 mm 幅 290 × 奥行 360 × 高 510 mm

仕様詳細
http://bit.ly/Direct-Q2020
または装置カタログ P38, 64 をご覧ください

http://bit.ly/Simplicity2020
または装置カタログ P41, 65 をご覧ください

販売店の皆様へ：  本キャンペーンは Web 仕様書登録フォームでの登録が必須となります。 
登録の際には、ユーザー様のメールアドレスが必須となります。

水銀使用製品に該当するUVランプを含みます。
UVランプの廃棄は該当する法令や自治体の指示に従ってください。

シンク横のデットスペースを有効活用し、
コンパクトに設置できます。

New!

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
http://bit.ly/Direct-Q2019
http://bit.ly/Simplicity-2019

