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アカデミックキャンペーン2022
ワークフローをまるっと提案！ビュッヒの蒸留・濃縮・精製装置

キャンペーン期間
2022年8月末まで

ロータリーエバポレーター　
+

ダイヤフラム真空ポンプ

分取クロマトグラフィーシステム
Pureシリーズ

多検体パラレルエバポレーター
マルチベーパー

ビュッヒのロータリーエバポレー
ターは、真空制御が秀逸。
大切なサンプルを確実に濃縮

UVとELSDの2検出器を搭載！
UVでは検出できないサンプルも
取りこぼしなく分取します

ロータリーエバポレーター12台
分を1台で！
“エバポ待ち”の解消をお手伝い
します

～20%OFF

～51%OFF

30%OFF

キャンペーン詳細は中面をご覧ください

【対象となるお客様】 日本国内の大学、大学院、短期大学、高等専門学校、高等学校、
中等教育学校（中高一貫校）などを対象とさせていただきます



ロータリーエバポレーター

ロータリーエバポレーター R-300
高性能制御/電動リフトセット（I-300Pro付）

ダイヤフラム真空ポンプ V-300

ダイヤフラム真空ポンプ V-100

通常価格￥1,491,000  アカデミック価格 ¥760,000
（税込￥836,000）

通常価格￥1,458,000  アカデミック価格 ¥710,000
（税込￥781,000）

通常価格￥346,000  アカデミック価格 ¥205,000
（税込￥225,500）

通常価格￥368,000  アカデミック価格 ¥218,000
（税込￥239,800）

¥250,000
（税込￥275,000）

¥154,000
（税込￥169,400）

¥425,000
（税込￥467,500）

¥315,000
（税込￥346,500）

¥535,000
（税込￥588,500）

¥415,000
（税込￥456,500）

【特長】
• チャートを確認することで減圧蒸留の理解が早い
• 真空制御が秀逸。大切なサンプルを確実に濃縮
• 用途に応じてバスサイズの選択が可能。少量合成には1Lバス、全合成には5Lバス

【特長】
• シンプルユースに
• 回転フラスコ50～4000mL使用可能

5Lバスタイプ  品番：11SR300251VP02

1Lバスタイプ  品番：11SR300211VP02

品番：11100V102

品番：11100V112　　※プラスチックコーティングあり

通常価格￥400,000 

通常価格￥216,000 

通常価格￥832,000 

通常価格￥411,000 

通常価格￥962,000 

通常価格￥540,000 

アカデミック価格

アカデミック価格

アカデミック価格

アカデミック価格

アカデミック価格

アカデミック価格

品番：11V300000

品番：11V100000

V-300

V-100

品番：11V300300

品番：11V100110

品番：11V300310

品番：11V100111

インターフェース溶媒回収セット
V-303Pro

インターフェース溶媒回収セット
V-103

インターフェースセット
V-302Pro

インターフェースセット
V-102

ロータリーエバポレーター R-100

【動画】

【動画】
設置に関する
解説動画

【動画】

【動画】
メンテナンス

P+G

納得の機能と価格！ 『溶媒を飛ばすだけ！』と思っていませんか?
使いやすさとビュッヒ独自の機能でサポート！

※上記金額には設置費は含まれておりません。基本設置はお客様にてお願いいたします



分取クロマトグラフィーシステムPure

C-850セット

C-815セット

C-810セット

FlashPure
中圧フラッシュカートリッジ

PrepPure
高圧HPLC用分取カラム

分離カラムもビュッヒ！！

通常価格￥7,498,000  アカデミックセット価格 ¥5,980,000～
（税込￥6,578,000～）

通常価格￥5,010,940  アカデミックセット価格 ¥4,190,000～
（税込￥4,609,000～）

通常価格￥3,400,940  アカデミックセット価格 ¥2,990,000～
（税込￥3,289,000～）

※移動相溶媒と廃液受はお客様にてご用意ください　※オプションによっては価格が前後いたします

【特長】
• 大量精製にも精密分離にも対応。中圧FlashとHPLCの一体型
• UV吸収がなくても見逃さない、ELSD内蔵
• コンパクトなのに高スペック
【内容】
C-850本体 / ドライエア・サプライ / 溶媒容器台 / ガラス試料管 / 試料管ラック×2 / 
FlashPure Select（Si 4g ×2 または C18 4g ×1） / 設置検収費

【特長】
• コスパ最高！ 中圧Flash専用システム
• UV吸収がなくても見逃さない、ELSD内蔵
• スリムですっきり。より狭いスペースにも対応
【内容】
C-815本体 / ドライエア・サプライ / 溶媒容器台 / ガラス試料管 / 試料管ラック×2 / 
FlashPure EcoFlex（Si 4g ×2 または C18 4g ×1） / 設置検収費

【特長】
• 中圧Flash専用システム
• 必要最低限の機能を詰め込んでこの価格
• 横幅は40cm未満。作業スペースが広く確保できます
【内容】
C-810本体 / 溶媒容器台 / ガラス試料管 / 試料管ラック×2 / 
FlashPure EcoFlex（Si 4g ×2 または C18 4g ×1） / 設置検収費

設置した日から使える！ 必要なオプションがすべて含まれる、
とっても便利でおトクなセットをご用意しました

お試しカラムをご用意しています。
分離についてもご相談ください。

充てん剤 Silica, Amino, Diol, Alumina, C18

粒子径 15～50μm

サイズ 4g～5000g

充てん剤 Silica, C18, C18-AQ, C4（Wide Pore）

粒子径 30～50μm

サイズ 内径：4.6~70mm, 長さ：150,250mm

【Pure動画】

設置した日から使える！ 必要なオプションがすべて含まれる、
とっても便利でおトクなセットをご用意しました
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Quality in your hands

 〒110-0008  東京都台東区池之端 2-7-17  IMONビル 3F
  TEL： 03-3821-4777 FAX： 03-3821-4555
 〒532-0011  大阪市淀川区西中島 5-6-16新大阪大日ビル 4F
  TEL： 06-6195-9241  FAX： 06-6195-9251
エリア担当者駐在：九州エリア／中部エリア

nihon@buchi.com  |   www.buchi.com/ja

本 社

大阪営業所

日本ビュッヒ株式会社
お問い合わせ：

● このカタログに記載の価格および仕様、外観は2022年6月現在のものです。
● 製品改良のため、仕様および外観が予告なく変更されることがありますので、ご了承ください。
● カタログの色と実際の製品の色とは、多少異なる場合があります。
● 本カタログに記載以外の、運送費、設置費などについては別途お問い合わせください。
● 追加アクセサリーや仕様についてご不明な点は別途お問い合わせください。
● ご使用の前に、必ず取扱説明書をお読みください。
● 有機溶媒を使用される際は、適切な排気装置が付いた部屋でご使用ください。

多検体パラレルエバポレーター マルチベーパー

ブラインドアダプター

¥1,200,000
（税込￥1,320,000）

¥1,200,000
（税込￥1,320,000）

¥2,260,000
（税込￥2,486,000）

¥2,220,000
（税込￥2,442,000）

【特長】
• 12検体、または6検体同時に減圧蒸留できるので、分析時間短縮
• 移し替え不要！ 濃縮／蒸留前の容器そのままで減圧蒸留可能なので、
作業効率向上

• ジクロロメタンや酢酸エチルをご使用の方にはPEEK仕様をご用意
【仕様】

使用しない箇所に栓をすることで、素早く減圧

P-6（標準仕様）  品番：MP22101R00 P-6（PEEK仕様）  品番：MP22100R00、 11058091、049784（3点セット）

P-12（標準仕様）  品番：MP12101R00 P-12（PEEK仕様）  品番：MP12100R00、 11058093、048842（3点セット）

通常価格
￥1,718,000 

通常価格
￥1,718,000 

通常価格
￥3,241,000 

通常価格
￥3,188,000 

アカデミック
価格

アカデミック
セット価格

アカデミック
価格

アカデミック
セット価格

P-6 P-12

振とう回転数 0～ 370 rpm 0～485 rpm

試料管サイズ 外径 16～ 58 mm、長さ 70～150 mm 外径 15～30 mm、長さ 15～150 mm 

処理量 10～160 mL 0.5～30 mL

材質（接液部） PETP、PTFE、PFA、ガラス（オプションでPEEKも可）

寸法（W x D x H） 270 x400 x400 mm

P-6用（1個）

標準仕様 品番：11055811 通常価格￥17,300  アカデミック価格  ¥12,000
（税込￥13,200）

PEEK仕様　 品番：11058342　 通常価格￥92,900  アカデミック価格 ¥65,000
（税込￥71,500）

P-12用（1個）

標準仕様 品番：11055812 通常価格￥11,900  アカデミック価格  ¥8,300
（税込￥9,130）

PEEK仕様　 品番：11058341　 通常価格￥92,900  アカデミック価格  ¥65,000
（税込￥71,500）

【動画】

製品別の
電子カタログ
はこちらへ

A4チラシ2枚分のスペース！ わずか27×40cmのスペースを空けていただく
だけで、すぐに他検体の蒸留が可能

SSTUSER
新規スタンプ


