
Thank You & Stay Together!
お陰様で25周年！

エッペンドルフジャパンはお陰様で創立25周年を迎えました！ これもひとえにエッペンドルフを支えてくだ
さったお客様のおかげです。エッペンドルフから感謝の気持ちを込めて25周年記念のキャンペーンを実施
します。お得で楽しい企画が盛りだくさんです。この機会をお見逃しなく！

エッペンドルフジャパン 25周年記念キャンペーン 2022年7月1日~ 12月28日
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2022年7月1日をもちまして、エッペンドルフ日本法人は創立25周年を迎えることになりました。
これもひとえにみなさま方の温かいご支援、ご愛顧の賜物と心より感謝申し上げます。

1997年、エッペンドルフ日本法人はドイツEppendorf
本社の日本支社として12人のメンバーでスタートいた
しました。2020年にはハイマック・テクノロジーズ社
をグループの一員に迎え、現在、日本では300人近く
の「エッペンドルフグループ社員」が、エッペンドルフ
ブランドの製品とサービスを生産、提供、サポートして
おり、より幅広いアプリケーションに対応できるライン
アップを取り揃えられるようになりました。

Eppendorf創業以来の理念であります“improving human living conditions（人々の暮らしをよ
り良いものへ）”に基づき、これまでの25年間、日本のお客様の研究のお役に立つべく邁進してまいりま
した。みなさまから頂いたサポート・経験・知識を基に、日本におけるライフサイエンス分野の発展に
貢献できるよう今後も尽力してまいります。

この度、感謝の気持ちをこめて、創立25周年記念キャンペーンを実施いたします。
引き続き変わらぬご愛顧のほどをよろしくお願い申し上げます。

2022年7月1日
エッペンドルフ株式会社

代表取締役社長
アンドレアス・クリューガー

創業時のメンバー

創立25周年のご挨拶
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注文案内
注文番号 品名・形式 希望小売価格 キャンペーン価格

3125000150 リサーチプラス Move It, 4チャンネル, 30-300 µL ¥192,000 ¥144,000
3125000184 リサーチプラス Move It, 4チャンネル, 120-1,200 µL ¥192,000 ¥144,000
3125000168 リサーチプラス Move It, 6チャンネル, 30-300 µL ¥200,000 ¥150,000
3125000192 リサーチプラス Move It, 6チャンネル, 120-1,200 µL ¥200,000 ¥150,000
3125000117 リサーチプラス Move It, 8チャンネル, 1-20 µL ¥208,000 ¥156,000
3125000133 リサーチプラス Move It, 8チャンネル, 5-100 µL ¥208,000 ¥156,000
3125000176 リサーチプラス Move It, 8チャンネル, 30-300 µL ¥208,000 ¥156,000
3125000206 リサーチプラス Move It, 8チャンネル, 120-1,200 µL ¥208,000 ¥156,000
3125000125 リサーチプラス Move It, 12チャンネル, 1-20 µL ¥222,000 ¥166,500
3125000141 リサーチプラス Move It, 12チャンネル, 5-100 µL ¥222,000 ¥166,500
4861000816 Xplorer plus Move It, 4チャンネル, 15-300 µL ¥289,000 ¥216,750
4861000833 Xplorer plus Move It, 4チャンネル, 50-1,200 µL ¥289,000 ¥216,750
4861000817 Xplorer plus Move It, 6チャンネル, 15-300 µL ¥298,000 ¥223,500
4861000834 Xplorer plus Move It, 6チャンネル, 50-1,200 µL ¥298,000 ¥223,500
4861000781 Xplorer plus Move It, 8チャンネル, 1-20 µL ¥307,000 ¥230,250
4861000794 Xplorer plus Move It, 8チャンネル, 5-100 µL ¥307,000 ¥230,250
4861000818 Xplorer plus Move It, 8チャンネル, 15-300 µL ¥307,000 ¥230,250
4861000835 Xplorer plus Move It, 8チャンネル, 50-1,200 µL ¥307,000 ¥230,250
4861000782 Xplorer plus Move It, 12チャンネル, 1-20 µL ¥325,000 ¥243,750
4861000795 Xplorer plus Move It, 12チャンネル, 5-100 µL ¥325,000 ¥243,750

表示価格に消費税は含まれておりません

手動・電動タイプがございます。
 > リサーチプラス：手動ピペット
 > Xplorer plus：電動ピペット

チップ間隔を調整できるマルチチャンネルピペット「Move It」 25 ％ off

* Xplorer plus 下部のみ、Research plus は全体をオートクレーブ可能

調整ノブ
 > チップ間隔はノブを手動で 
回すだけで調整可能
 > 直感的に操作可能
 > 電動式のように振動しないため、
液体がポタポタ落ちずに移送可能

間隔コントロール
 >  分注元と分注先のフォーマットを 
あらかじめ設定可能
 > 384、96、48、24 または  
12 ウェルプレートへの容易な分注
 > フォーマットに合わせてすばやく 
切り替えることができます

360° 回転可能なピペットヘッド
 > ディスプレイが読みやすく快適
 > 人間工学的でリラックスした 
体の姿勢が保てます
 > パラメータの迅速な確認が可能

チューブレスシステム
 > エアクッション容積が小さくなり、 
上部パーツにまでつながっていないので、
手の熱の影響を受けず精度が安定
 > 継続した高い信頼性と堅牢性、 
精度を実現
 > 簡単にオートクレーブ可能*
 > チューブの摩耗や裂けのリスクが無く、 
頻繁なメンテナンスが不要

調整可能なチップ間隔
 > マイクロプレート、チューブサンプル、
ホルダー内のチューブ、 
アガロースゲルへの分注に
 > チップ間隔は 4.5～ 33 mmの間で 
自由に選択可能

新しいピペット「Move It」とは 
チューブラックに立てたチューブから抽出キットへ、
96 ウェルから 24 ウェルへのピペッティングに時間
がかかっていませんか？「Move It」なら様々な容器
の種類に合わせてチップ間隔を調整できるため、より
短時間で容易に分注操作を行うことができます。

詳しくはこちら動画はこちら
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注文案内
注文番号 品名・形式 希望小売価格 キャンペーン価格

3122000078 リサーチプラス 16チャンネル, 1-20 µL ¥130,000 ¥97,500
3122000094 リサーチプラス 16チャンネル, 5-100 µL ¥130,000 ¥97,500
3122000086 リサーチプラス 24チャンネル, 1-20 µL ¥139,000 ¥104,250
3122000108 リサーチプラス 24チャンネル, 5-100 µL ¥139,000 ¥104,250
4861000778 Xplorer plus, 16チャンネル, 1-20 µL ￥228,000 ￥171,000
4861000792 Xplorer plus, 16チャンネル, 5-100 µL ￥228,000 ￥171.000
4861000779 Xplorer plus, 24チャンネル, 1-20 µL ￥252,000 ￥189,000
4861000793 Xplorer plus, 24チャンネル, 5-100 µL ￥252,000 ￥189,000

表示価格に消費税は含まれておりません

384ウェルプレートに最適な 16 または 24 チャンネルピペット 25 ％ off

384 ウェルプレートも1分で分注可能 
エッペンドルフの新しい 16-, 24- チャンネルピペットと epT.I.P.S.® 
384 によって、384 ウェルプレートでの作業がより早く、身体への負担も
軽減できます。
自動分注システムの不具合時のためのバックアップ、96 から 384 ウェル
へのスループット向上にも最適です。

チャンネル標記
 >   両端のチャンネル番号のラベリング
 >  ピペットを常に同じ向きで使用可能

epT.I.P.S. 384の 
SOFTattach テクノロジー
 >   スムーズで均一なチップ着脱により、
負担を軽減します
 > 高いチップフィットと密閉性
 >  同一線上に並んだ完璧なチップの配列
 >  極めて優れたチップの成型により 
384 ウェルに完全にマッチします

SOFTeject チップエジェクション
 >  連続したチップエジェクションも 
スムーズ
 >  チップエジェクションに必要な力を
50%削減 

完璧な同一直線状にチップが並ぶため
384 ウェルでのハンドリングが容易

NEW：epT.I.P.S. 384
ピペットチップに弾力をもたせる溝を初めて導入しまし
た。装着にかかる力を最小限に抑えつつ、完璧なフィット
を可能にします。

メリット：
 > チップのフィットと密閉性の信頼性が向上
 > チップの着脱にかかる力を削減

製品カタログはこちら

手動・電動タイプがございます。
 > リサーチプラス：手動ピペット
 > Xplorer plus：電動ピペット
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注文案内
注文番号 品名・形式 希望小売価格 キャンペーン価格 備　考

6731010015 CellXpert C170i, 右ハンドル ¥1,300,000 ¥975,000 高温滅菌機能付（180°C、2時間）
表示価格に消費税は含まれておりません

製品カタログはこちら

CellXpert C170i 25 ％ off

Fanless
庫内にファンや HEPA フィルターはありませ
ん。
交換のコスト・手間を省き、また蒸発の多寡を
気にせず全てのスペースを活用できます。

Seamless
表面全体が凹凸・バリ無く滑らかに仕上げられ
ています。
汚染源の隠れ場所を無くし、拭き残しを目視で
確認できます。

Homogeneity
自然対流が発生するヒーティングエレメントの
レイアウトにより、常に均一な庫内環境を保ち
ます。

Easy Handling
シェルフ、シェルフラック、水トレイは 40 秒
以内に庫内から取り出すことができ、クリーニ
ング作業をより快適に行えます。

コンタミネーションリスクの低減と、高い操作性を両立するCO2インキュベーター 
CellXpert C170i を 25% off でご提供します。

全ての棚を最大限活用できるスペース活用性
と、日ごろの拭き取り洗浄を簡単かつ確実に
行っていただける基本仕様に加えて、180 
℃・2 時間の高温滅菌も標準装備。徹底的な
洗浄も実施いただけます。
タッチパネル式ディスプレイでストレスの無
い操作、データ管理を行っていただけます。
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注文案内
注文番号 品名・形式 希望小売価格 キャンペーン価格 備　考

6331000033 マスターサイクラーnexus gradient ¥777,000 ¥582,750 温度グラジエント機能付き
6333000030 マスターサイクラーnexus ¥716,000 ¥537,000

表示価格に消費税は含まれておりません
Proflex® is a registered trademark of Life Technologies Corp., USA. SimpliAmp® is a registered trademark of Life Technologies Corp., USA.

  

精度・静音性を備えた 
PCR 装置のフラッグシップモデル
PCR 装置に温度グラジエント機能を初めて装備したのがエッペンドルフで
あることをご存じですか？
現行モデルの マスターサイクラー nexus / nexus gradient は高いブ
ロック温度均一性と動作時の静音性を併せ持ち、快適な実験環境で再現性の
高い結果を得ていただけます。

製品カタログはこちら

温度グラジエント機能付きの マスターサイクラー nexus gradient と、 
グラジエント無しの nexus をそれぞれ 25% off でご提供します。

機種名 総運転時間 
(hh:mm:ss)

Max.
ramp rate

Mastercycler nexus 
gradient 0:51:15 3 ℃ /s

Proflex® (96-well) 0:50:54 6 ℃ /s

SimpliAmp® 0:56:44 4 ℃ /s

Bio-Rad® T100 1:03:52 4 ℃ /s

マスターサイクラー nexus / nexus gradient 25 ％ off

 > 温度均一性 (左上)：nexusシリーズは、±0.3℃（設定温度
20-72℃）と動作時のブロックの温度均一性が非常に高いで
す。

 > 静かな動作音 (左)：nexusシリーズは会議室と同レベルの静
かさです。

 > PCR時の総運転時間と最高加熱速度 (上)：温度変化が早い＝
ランタイムが短い、ではありません。nexusシリーズは設定
温度付近でのオーバーシュートを抑えることで、トータルラン
タイムを短縮しています。
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注文案内
注文番号 品名・形式 希望小売価格 備　考

5382000023 サーモミキサー C ¥404,000 期間中購入で消耗品プレゼント
表示価格に消費税は含まれておりません

製品カタログはこちら

反応作業をより快適に
ドライバスシェーカー　サーモミキサー C
酵素反応、細胞小スケール培養、凍結細胞解凍・・。
ミキシングを伴う温度コントロールが必要なシーンで多く用いられている
ウォーターバス方式は、コンタミネーションやカビ・サビなど水が原因の問
題がしばしば発生していました。
サーモミキサー C は水を介さない方式のため、上記のリスクを懸念する必
要はありません。ストレスフリーな環境で実験を行ってください。

サーモミキサー C キャンペーン①：本体購入いただいた方に消耗品 1 箱プレゼント
期間中サーモミキサー C 本体 (品番: 5382000023) をご購入いただいた方全員に、実験をより快適に行っていただける弊社
消耗品を 1箱プレゼントいたします。
プレゼント品は下記リストから 1 点ご選択ください。

プレゼント対象品リスト
品名 内容

エッペンドルフチューブ 5.0 mL スナップキャップ
スターターパック

4袋×100本, 約17 mmφ, PCR clean
ユニバーサルアダプター 8 個
チューブラック 5.0/15 mL 2 個

エッペンドルフチューブ 5.0 mL スクリューキャップ
スターターパック

4袋×100本, 約17 mmφ, PCR clean
ユニバーサルアダプター 8個
チューブラック5.0/15 mL 2個

エッペンドルフコニカルチューブ 25 mL スナップキャップ
スターターパック

200本,  約30 mmφ, PCR clean
遠心アダプター 6個
シングルチューブスタンド 25/50 mL 4個

エッペンドルフコニカルチューブ 25 mL スクリューキャップ
スターターパック

200本,  約30 mmφ, PCR clean
遠心アダプター 6個
シングルチューブスタンド 25/50 mL 4個

エッペンドルフコニカルチューブ SnapTec 50　eppendorf quality 8袋×30本, 約30 mmφ

プレゼント応募方法
ご購入いただいたサーモミキサー C 本体の箱に応募フォームへのURLとQRコードが記載されています。
応募フォームに必要事項を記入ください。後日プレゼント品をお送りいたします。

A : (左から) 5.0 mL チューブ (スクリューキャップ、スナップキャップ)、25 mL  (スナップキャップ、スクリューキャップ)、SnapTec 50
B : (左から) 5.0 mL チューブ用ユニバーサルアダプター、5.0 / 15 mL チューブラック (チューブは別売)
C : (左から) 25 mL チューブ用シングルチューブスタンド、遠心アダプター (スクリューキャップ用、 スナップキャップ用)

A B C

サーモミキサー C 本体購入で消耗品プレゼント | ブロック各種 25 % off
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注文案内
注文番号 品名・形式 希望小売価格 キャンペーン価格 備　考

6133000010 バイオフォトメーター D30 ¥617,000 ¥462,750 在庫限り, 固定波長測定
6135000905 バイオスペクトロメーター 微量測定セット ¥1,010,000 ¥757,500 在庫限り, バイオスペクトロメーターベ

ーシック×1台, µCuvette G1.0×1個
6136000010 バイオスペクトロメーターカイネティック ¥1,100,000 ¥825,000 在庫限り, 連続波長測定, 温度制御付
6136000851 バイオスペクトロメーターカイネティック

微量測定セット
¥1,220,000 ¥915,000 在庫限り, 連続波長測定, 温度制

御付, ーカイネティック×1台, 
µCuvette G1.0×1個

6137000014 バイオスペクトロメーターフルオレセンス ¥1,260,000 ¥945,000 在庫限り, 連続波長測定, 蛍光測定

注文案内
注文番号 品名・形式 希望小売価格 キャンペーン価格 備　考

6346000021 マスターサイクラーnexus SX1 ¥1,000,000 ¥750,000 在庫限り, シルバーブロック
6345000028 マスターサイクラーnexus GSX1 ¥1,100,000 ¥825,000 在庫限り, シルバーブロック, 

グラジエント付

注文案内
注文番号 品名・形式 希望小売価格 キャンペーン価格 備　考

5360000038 スマートブロック1.5 mL ¥74,600 ¥55,950 1.5 mLチューブ×24本
5361000031 スマートブロック0.5 mL ¥74,600 ¥55,950 0.5 mLチューブ×24本
5362000035 スマートブロック2.0 mL ¥74,600 ¥55,950 2.0 mLチューブ×24本
5309000007 スマートブロック5.0 mL ¥74,600 ¥55,950 エッペンドルフチューブ 5.0 

mL×8本
5366000021 スマートブロック15 mL ¥74,600 ¥55,950 コニカルチューブ 15 mL×8本
5365000028 スマートブロック50 mL ¥74,600 ¥55,950 コニカルチューブ 50 mL×4本
5364000024 スマートブロック12 mm ¥92,700 ¥69,525 外径12 mm チューブ×24本
5367000025 スマートブロックcryo ¥74,600 ¥55,950 在庫限り、1.5-2.0 mL Cryoチュ

ーブ×24本
5318000001 スマートブロックcryo thaw ¥74,600 ¥55,950 1.5-2.0 mL Cryoチューブ×24本

（スマートブロックcryoの後継機種） 
5363000039 スマートブロックPlates ¥92,700 ¥69,525 プレート用
5306000006 スマートブロックPCR 96 ¥92,700 ¥69,525 PCRプレート96ウェル用
5307000000 スマートブロックPCR 384 ¥92,700 ¥69,525 PCRプレート384ウェル用
5316000004 スマートブロックDWP 500 µL ¥92,700 ¥69,525 ディープウェルプレート96/500用
5310000002 スマートブロックDWP 1000 µL ¥92,700 ¥69,525 ディープウェルプレート96/1000用

表示価格に消費税は含まれておりません

表示価格に消費税は含まれておりません

在庫残りわずか！
マスターサイクラー nexus SX1/GSX1：マスターサイクラー X50 が後継モデルとなります
(製品カタログは 7 ページ目のQRコードよりダウンロードください)

分光光度計：国内在庫限りにて販売終了します
製品カタログはこちら

サーモミキサー C キャンペーン②：スマートブロック 14 種を 25 % off でご提供
サーモミキサー C はスマートブロックを装着することで、
マイクロチューブ、コニカルチューブ、クライオチューブ、
プレートなどを 1台で処理できる装置です。
スマートブロックはそれぞれの容器にフィットするよう、
ウェルの径・深さが成形されています。
今回はこのスマートブロック全種を25 % off でご提供い
たします (右図。ただしチューブ、プレートは製品に含ま
れません) 。
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注文案内
注文番号 品名・形式 単位 希望小売価格 キャンペーン価格

0030118405 コニカルチューブ 25 mL スナップキャップ Eppendorf Quality 200本 ¥8,200 ¥6,150
0030118413 コニカルチューブ 25 mL スナップキャップ PCR clean*1 200本 ¥8,900 ¥6,675
0030118421 コニカルチューブ 25 mL スナップキャップ Sterile*2 150本 ¥7,300 ¥5,475
0030118502 コニカルチューブ 25 mL スナップキャップ スターターパック*3 1セット ¥14,500 ¥10,875
0030122410 コニカルチューブ 25 mL スクリューキャップ Eppendorf Quality 200本 ¥8,100 ¥6,075
0030122429 コニカルチューブ 25 mL スクリューキャップ PCR clean*1 200本 ¥8,700 ¥6,525
0030122437 コニカルチューブ 25 mL スクリューキャップ Sterile*2 200本 ¥9,200 ¥6,900
0030122500 コニカルチューブ 25 mL スクリューキャップ スターターパック*3 1セット ¥13,900 ¥10,425
0030118650 コニカルチューブ SnapTec 50 Eppendorf Quality 240本 ¥12,600 ¥9,450
0030118669 コニカルチューブ SnapTec 50 PCR clean*1 240本 ¥13,100 ¥9,825
0030118677 コニカルチューブ SnapTec 50 Sterile*2 200本 ¥11,200 ¥8,400

詳しくはこちら

詳しくはこちら

コニカルチューブの新しい選択肢
15 mLと50 mL間の量のサンプルを取り扱う場合にちょうど良
いサイズがございます。
 >長さが短いことで、保管スペースを減らせます。
 >少容量のピペットやチップでも簡単にサンプルにアクセスでき
ます。
 >マイクロピペットを介した汚染リスクを低減できます。
 >可塑剤、スリップ剤、殺生物剤不使用。
 > -86℃～ 100℃で使用可能。
 > ACTラベル取得で環境にも配慮。

片手で簡単開閉、作業の効率化に
 >片手で簡単開閉
 >キャップがチューブにしっかりと連結されているた
め、キャップの取り違えが起こらず汚染リスクを低減。
 >従来の50 mLコニカルチューブと同等サイズなので
既存の機器にピッタリフィット。
 >可塑剤、スリップ剤、殺生物剤不使用。
 > -86℃～ 100℃で使用可能。
 >公称容量: 45 mL
 > 121℃ 20分までオートクレーブ可。

*1 Human DNA-, DNase-, RNase-, PCR inhibitor-free
*2 滅菌済み、Human and bacterial DNA-, DNase-, RNase-, Pyrogen-free
*3 セット内容：チューブ 200 本（PCR clean）、シングルチューブスタンド 4 個、遠心アダプター 6 個
製品の仕様、価格、外観等は予告なしに変更することがあります。希望小売価格は2022年7月現在の価格です。希望小売価格およびキャンペーン価格に消費税は含まれておりません。

エッペンドルフコニカルチューブ 25 mL各種　25 % OFF

新製品　エッペンドルフコニカルチューブ SnapTec 50各種　25% OFF

エッペンドルフコニカルチューブ25 mL ＋ SnapTec 50 25 ％ off
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募集期間
2022年7月1日（金）～ 2022年8月31日（水）23:59まで
 
アンバサダーの活動
 >エッペンドルフコニカルチューブをご利用いただき、実感いただいたご感想をSNSを通じて発信してください。
 >ご同僚やお知り合いの方に、積極的にエッペンドルフ製品をお勧めください。
 >期間中にコニカルチューブの新製品が発売になる場合は、製品をご提供いたしますので、使用レポートをご提出
ください。
 >弊社が発信するニュースレター、広告等に「お客様の声」としてのご感想ならびにお客様情報を掲載することを
依頼する場合もございます。

アンバサダー特典
 >製品（コニカルチューブ）の無償提供・・・新製品発売時及び定期的な製品提供（世界的なプラスチック消耗品
需要増の影響でご提供に時間がかかる場合がございます。）
 >ノベルティグッズ進呈
 >会員証（アクリルプレート盾）

応募方法
募集期間中にエントリーフォームより必要事項をご記入のうえご応募ください。
 
アンバサダー活動期間
2022年10月1日～ 1年間
 
募集要項、規約についてはこちらをご参照ください。

エントリーフォーム

アンバサダー規約
https://eppendorf.group/ambassador

エッペンドルフコニカルチューブアンバサダープログラム

みなさまのおかげでエッペンドルフジャパン創立25周年。
これからもまだまだ皆さまのお世話になりたく、この度“エッペンドルフコニカル
チューブアンバサダー ”を募集いたします！

エッペンドルフコニカルチューブをご利用いただき、実感いただいたご感想をSNSで発信して下さる方のご
応募をお待ちしております。
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スナップキャップフェス 開幕「25」フォトコンテスト
「25」にまつわる画像を募集します！
シーンは問いません。研究に関わらないことでもOKです。
たくさんの「25」で、25周年を一緒に祝ってください！！

応募方法：エントリーフォームより、「25」にまつわ
る画像を添付して必要事項をご記入のうえご応募く
ださい。
例1：チューブで「25」！

例2：みんなでニコニコ（2525）！

“ポンッ ”
コニカルチューブスナップキャップタイプを開けた
時の音、シャンパンを開けた時の音みたい…な気が
するので、この音を使って、25周年を一緒に祝って
ください！！

対象製品：スナップキャップタイプのチューブ
応募方法： スナップキャップを開けて音を出している

様子を動画で撮影し、エントリーフォーム
より動画ファイルを添付して必要事項を
ご記入のうえご応募ください。

エントリーフォームはこちら
https://bit.ly/25photocon

募集期間：2022年7月1日～ 9月30日
応募方法：それぞれエントリーフォームよりご応募ください。
注意事項： ご応募いただいた画像や動画は弊社SNSやHP、

ニュースレター等に掲載させていただく場合がご
ざいます。

賞　品（下記２イベントそれぞれにご用意いたします！
 >最優秀賞 お名前入りピペット* 3 本パック
 >優 秀 賞 お名前入りピペット* 1 本
 >副 賞 参加された方の中から抽選で 30 名様に 
  オリジナルサコッシュ＆Tシャツ

*リサーチプラス シングルチャンネルとなります

www.eppendorf.com
エッペンドルフ株式会社 101-0031 東京都千代田区東神田2-4-5　Tel: 03-5825-2361　Email: info@eppendorf.jp
Eppendorf® and the Eppendorf Brand Design are registered trademarks of Eppendorf SE, Germany. All other trademarks and registered trademarks are property of their respective owners.
U.S. Design Patents are listed on www.eppendorf.com/ip. All rights reserved, including graphics and images. Copyright© 2022 by Eppendorf SE. 3D0207P Printed in Japan

エントリーフォームはこちら
https://bit.ly/snapcapfes

動画例はこちら

??

みなさんも25 周年を祝って下さい！！　イベント2種！！

みなさんも一緒に 25 周年を祝ってくださいませんか？
お名前入りピペット、ダサコッシュ with Tが当たる

参加型イベントを開催いたします。


