
The life science business of Merck operates as MilliporeSigma in the U.S. and Canada

キャンペーン対象製品 容量 入数 カタログ番号 希望販売価格

キャンペーン
Plan A

希望販売価格

キャンペーン
Plan B

希望販売価格

Water for Molecular Biology 1,000 mL 1 箱（1 本） H20MB1001 ¥5,100 ￥4,080 ¥3,570

1 箱（6 本） H20MB1006 ¥27,200 ￥21,760 ¥19,040

500 mL 1 箱（1 本） H20MB0501 ¥2,800 ￥2,240 ¥1,960

1 箱（6 本） H20MB0506 ¥15,000 ￥12,000 ¥10,500

125 mL 1 箱（6 本） H20MB0106 ¥12,800 ￥10,240 ¥8,960

1 箱（24 本） H20MB0124 ¥44,100 ￥35,280 ¥30,870

RNase free
DNase free
Protease free
カルシウムフリー
マグネシウムフリー
滅菌（無菌テスト済み）
RT-PCR テスト済み

分子生物学用水

保証の付いたボトル水を
お得にゲット！
キャンペーン

Water for Cell Culture 1,000 mL 1 箱（1 本） H20CC1001 ¥5,100 ¥4,080 ¥3,570

1 箱（6 本） H20CC1006 ¥27,200 ¥21,760 ¥19,040

500 mL 1 箱（1 本） H20CC0501 ¥2,800 ¥2,240 ¥1,960

1 箱（6 本） H20CC0506 ¥15,000 ¥12,000 ¥10,500

125 mL 1 箱（6 本） H20CC0106 ¥9,300 ¥7,440 ¥6,510

1 箱（24 本） H20CC0124 ¥27,500 ¥22,000 ¥19,250

パイロジェンフリー
エンドトキシンフリー
マイコプラズマフリー
カルシウムフリー
マグネシウムフリー
滅菌（無菌テスト済み）
細胞培養テスト済み

細胞培養用水

期間：2017 年 11 月 6 日～ 2018 年 3 月 30 日
Milli-Q で精製した水をボトリング！！

先
着

100名様限定
!最大

30 %
OFF!

＊ 1

• ご注文方法の詳細は裏面をご覧ください。
＊1. 先着順のご対応、100 名様のご発注にて終了させていただきます。

 弊社ご発注分まで

 Plan A おためし購入で 20%OFF!
特価条件：数量 1 or 2 での購入  Plan B おまとめ購入で 30%OFF!

特価条件：数量 3 以上での購入



ライフサイエンス  ラボラトリーウォーター事業部
〒 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.merckmillipore.jp/LW 
お問合せ▶ On-Line:www.merckmillipore.jp/jpts  Tel: 03-4531-3939  Fax: 03-5434-4875

本紙記載の製品構成は諸般の事情により予告なく変更となる場合がありますのでご了承ください。記載価格に消費税は含まれておりません。本文中のすべてのブランド名または製品名は特記なき場合、Merck KGaA の登録商標もしくは商標です。
本紙記載の内容は 2017 年 11 月時点の情報です。© 2017 Merck KGaA, Darmstadt, Germany. All rights reserved.

LWM154-1710-10K/H

「保証の付いたボトル水をお得にゲット！」キャンペーン ご注文書

　　　　　　　　アンケート
アンケートにご協力願います。 該当するものに □ チェック、または記入欄にご記入ください。
• 月平均でボトル水を何本くらい購入されますか？（弊社／他社製品問わず）
□ 今回初めて　　□ 1 本未満　　□ 1-2 本　　□ 3-5 本　　□ 5-10 本　　□ その他（　　　　　　本）
• 水の利用状況を教えてください
□ ボトル水のみ使用　　  □ 純水（超純水）装置のみ使用　　  □ 純水（超純水）装置とボトル水を併用　　  □ これまで水を使ったことがない

【 販売店様へのお願い】 本紙以外を用いたご注文はキャンペーン対象となりませんのでご注意ください。

お客様 販売店様

ご注文の流れ
① アンケート、② 特価一覧（注文数）、③ お客様情報
を記入いただき、お取り扱い販売店にお渡しください。

④ 販売店様情報 を記載して弊社まで 
FAX 注文（03-5434-4875）をお願いします。

Water for Cell Culture 1,000 mL 1 箱（1 本） H20CC1001 ¥5,100 ¥4,080 ¥3,570 箱 箱
1 箱（6 本） H20CC1006 ¥27,200 ¥21,760 ¥19,040 箱 箱

500 mL 1 箱（1 本） H20CC0501 ¥2,800 ¥2,240 ¥1,960 箱 箱
1 箱（6 本） H20CC0506 ¥15,000 ¥12,000 ¥10,500 箱 箱

125 mL 1 箱（6 本） H20CC0106 ¥9,300 ¥7,440 ¥6,510 箱 箱
1 箱（24 本） H20CC0124 ¥27,500 ¥22,000 ¥19,250 箱 箱

個人情報の保護について：ご提供いただきました情報につきましては、弊社の製品や 
サービスに関しての情報をお客様に提供する以外の目的では利用いたしません。お客様 
からお預かりした個人情報はメルク株式会社で管理し、弊社 Web サイトにて公表してる個人
情報保護方針に従い取り扱いをいたします。www.merckmillipore.jp/privacy_statement

　　　　　　　　お客様情報ご記入欄　※ アンケート＆希望数量記載後、販売店にお渡しください。

御社名：

部署：

お名前：

E-mail（必須）：　　　　　　　　　　　　 @ 

ご住所： 〒

TEL：

御社名：

支店・営業所，部署：

お名前：

ご住所： 〒

TEL： FAX：

E-mail：　　　　　　　　　　　　　　　　@                             

商品配送先情報（ご指定なき場合は、左記住所へ出荷させていただきます）：

貴社ご注文番号：

出荷希望日（メルク出荷希望日）：

販売店様情報記入欄　※ 本紙を注文書とさせていただきますので本紙を FAX 願います。

キャンペーン対象製品 容量 入数 カタログ番号 希望販売価格

キャンペーン
PlanA

希望販売価格

キャンペーン
PlanB

希望販売価格
Plan A Plan B

（数量 3 以上）（数量１,2 のみ）

Water for Molecular Biology 1,000 mL 1 箱（1 本） H20MB1001 ¥5,100 ￥4,080 ¥3,570 箱 箱
1 箱（6 本） H20MB1006 ¥27,200 ￥21,760 ¥19,040 箱 箱

500 mL 1 箱（1 本） H20MB0501 ¥2,800 ￥2,240 ¥1,960 箱 箱
1 箱（6 本） H20MB0506 ¥15,000 ￥12,000 ¥10,500 箱 箱

125 mL 1 箱（6 本） H20MB0106 ¥12,800 ￥10,240 ¥8,960 箱 箱
1 箱（24 本） H20MB0124 ¥44,100 ￥35,280 ¥30,870 箱 箱

分子生物学用水

細胞培養用水

お客様

お客様

販売店様

1

3

4

　　　　　　　　特価一覧　※太枠内に希望数量を記入してください。お客様2

03-5434-4875
FAX


