カスタム製品
会員様限定

Roche® ブランド製品が

お得なキャンペーン
キャンペーン特典

カスタム製品会員様限定で
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（新規登録含む）

Roche ブランド製品

新規会員登録お申込期間

2019 年 8 月 26 日（月）～
2019 年 9 月 20 日（金）まで

既存会員の方のお申込方法

		

新規会員の方のお申込方法

30 % OFF
キャンペーン価格適用期間

2019 年 8 月 26 日（月）～
2019 年 9 月 30 日（月）ご注文分まで

❶ 別 途、メールにて会員登録済みのアドレスに特典 1 専用の3 桁の
プロモーションコードをご案内いたします。
❷ そのプロモーションコードと合わせて、販売店様へご注文ください。
裏面をご覧ください。

期間中に
！
に
さら
新規会員登録のお客様は
カスタム DNA オリゴ
（0.025 µmol スケール）が

新規会員登録お申込期間

キャンペーン特典
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¥30 / mer
（カートリッジ精製込）

キャンペーン価格適用期間

2019 年 8 月 26 日（月）～
20 1 9 年 8月 26日（月）～
2019 年 9 月 20 日（金）まで 2020年 4月30日（木）ご注文分まで
お申込方法

裏面をご覧ください。

キャンペーン詳細はこちら

http://bit.ly/2ZhlZVI

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

Biology

新規会員のご登録方法とご注文の流れ
新規会員のご登録方法と 特典 1 、特典 2 のご注文の流れ
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Web サイトからキャンペーン専用フォームをダウンロード http://bit.ly/2ZhlZVI

キャンペーン専用フォームに必要事項を記入のうえ、
ご利用の販売店様 もしくは genosysjp@merckgroup.com へ送信ください。

弊社にてフォームを受け取り後、会員登録完了までに 4 ～ 5 営業日 お時間を頂戴しております。何卒ご容赦ください。
（ご登録完了後、メールが届きます。
）受注手続きは、会員登録完了後となります。
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特典 1 のご注文の流れ

Roche ブランド製品 30%OFF

❶	登録完了のご案内とともに、特典専用の
プロモーションコードが届きます。

❷	そのプロモーションコードと合わせて、
販売店様へご注文ください。

特典 2 のご注文の流れ

カスタム DNA オリゴ

❶	ご登録手続き完了のメールにてご注文方法のご案内を差し

上げます。もしくはこちらからご確認いただけます。
		初回のカスタム製品ご注文の際は、弊社にて受注入力後、
ご指定の販売店様に注文内容の確認メールを送信させていた
だきます。※ 2 回目以降のご注文後の確認メールはございません。

❷	販売店様にて、初回のご注文内容の承認をいただいた後、

Roche ブランド製品のお問い合わせ
TEL : 03-6756-8245
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合成を開始いたします。
合成から出荷まで、納期は、50 mer 以下：1 ～ 2 営業日、51 mer 以上：4 ～

		

※ 51 mer を超える長鎖オリゴを 5 本以上ご依頼の場合、納期は別途ご相談となります。

FAX : 03-6756-8302

5 営業日※となります。

Email : jpts@merckgroup.com

カスタム DNA オリゴのご注文・お問い合わせ
ウェブ注文：

sigma-aldrich.com/oligos-jp（19 時まで）
メール注文：

デザインや仕様など技術的なお問合せはテクニカルサービスへ
Email : customjp.ts@merckgroup.com Tel : 03-6756-8260
お見積や会員登録などのお問合せはカスタマーサービスへ

genosysjp.order@merckgroup.com（16 時まで） Email : genosysjp@merckgroup.com Tel : 03-6756-8270
サイエンス系

メルク公式アカウント

お役立ちメディア

友だち追加は
コチラ

M-hub

メルクライフサイエンス公式 Facebook ページ
メルク ライフサイエンス - Merck で検索

メルクライフサイエンス公式 Twitter アカウント
メルク ライフサイエンス - Merck で検索

かんたんカタログ検索

カタログ
ファインダー

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

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。
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。
記載内容は2019年8月時点の情報です。Merck, the vibrant M, and Sigma-Aldrich 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. ©2019 Merck KGaA, Darmstadt, Germany. All rights reserved.

リサーチ事業部

〒 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.sigma-aldrich.com/oligos-jp

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: customjp.ts@merckgroup.com Tel: 03-6756-8260 Fax: 03-6756-8306

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: genosysjp@merckgroup.com Tel: 03-6756-8270 Fax: 03-6756-8306
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。
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