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Milliflex® PLUS吸引ポンプ
Milliflex PLUS Vacuum Pump

ミリフレックスPLUS吸引ポンプ

Milliflex® PLUS 
ポンプシングルヘッド

メンブレンフィルター法によるろ過システム
メンブレンフィルター法を使用した微生物試験による品質管理
は、医薬品、食品、半導体等、いずれの製造工程においても数々の
ステップの試験によって行われます。小型のミリフレックス プラ
ス吸引ポンプではろ過ステップが簡素化され、試料採取が迅速に
なります。便利なミリフレックスろ過ファネルと一緒に使用する
ことで、高流量、高い信頼性、正確な結果を得ることのできる、さ
らに優れたシステムになります。
日常的な試料採取では、設定された試験プログラムによりすべて
のろ過ステップを自動的に制御します。抗生物質や粘度の高い溶
液のような特別な扱いが必要な溶液では、手動モードにすること
により、ポンプは設置場所を取らないので、小さな作業スペース
で使用でき、コンパクトなのでラミナーフロー下で用いる際にも
便利です。

●自動ろ過なので、試験にかかる時間を節約することが可能。
●サニタリー設計のオートクレーブ滅菌可能なポンプヘッド。
●ろ過装置によってポンプヘッドが交換可能な柔軟性。
●内蔵のプログラムにより、高精度な試験が可能。

■ミリフレックス プラス ポンプ仕様
材質  フレーム：30%グラスファイバー混入ポリエステル　ディスプレイを含めた

キーパット：ポリエステル　スリーブプロテクター：ポリエステル
寸法  ヘッドを除いた高さ：130mm　ヘッドを含めた高さ：135mm　幅：170mm　

奥行き：270mm　ヘッドを除いた重さ：2.65kg　ヘッドを含めた重さ：3.60kg
電力 DC24〜30V, 25W

製品名 数量 カタログ番号 商品コード 価 格
Milliflex PLUS ポンプ シングルヘッド 1 MXPP LUS 01 MXPP LUS 01 ¥  436,300

ダブルヘッド 1 MXPP LUS 02 MXPP LUS 02 ¥  865,400
トリプルヘッド 1 MXPP LUS 03 MXPP LUS 03 ¥1,308,700

Milliflex PLUS プリンター 1 MXPRINT01 MXPRINT01 ¥  113,600
プリンター用感熱紙 1 ATBPRNT22 ATBPRNT22 ¥   19,000

製品名 孔径（μm） 材　質 色 表　面 滅　菌 入数/箱 カタログ番号 商品コード 価 格
ミリフレックス フィルターファネルユニット、
100mLファネル

0.45 MCE 白色 格子入り 滅菌済 24 MXHA WG1 24 MXHA WG1 24 ¥18,800
0.45 MCE 黒色 格子入り 滅菌済 24 MXHA BG1 24 MXHA BG1 24 ¥18,800
0.45 MCE 白色 格子入り 滅菌済 24 MXHA WG1 LS MXHA WG1 LS ¥28,000
0.45 PVDF 白色 無地 滅菌済 24 MXHV WP1 24 MXHV WP1 24 ¥19,900
0.22 MCE 白色 格子入り 滅菌済 24 MXGS WG1 24 MXGS WG1 24 ¥18,800

ミリフレックス フィルターファネルユニット、
250mLファネル

0.45 MCE 白色 格子入り 滅菌済 24 MXHA WG2 24 MXHA WG2 24 ¥27,500

（注）上記の価格には、消費税は含まれておりません。●荷造・運送・搬入・据付費は別途申し受けます。

（注）上記の価格には、消費税は含まれておりません。●荷造・運送・搬入・据付費は別途申し受けます。

（注）上記の価格には、消費税は含まれておりません。●荷造・運送・搬入・据付費は別途申し受けます。

製品名 対象微生物 カタログ番号 商品コード 価 格
ミリフレックス充填済み培地カセット　48カセット/箱
m-Endo LES 大腸菌 MXSM END 48 MXSM END 48 ¥37,500
Plate Count Agar （Tryptone Glucose Yeast Agar）標準カンテン培地 総好気性菌 MXSM PCA 48 MXSM PCA 48 ¥28,700
R2A Agar 製造用水中の従属栄養細菌 MXSM CRA 48 MXSM CRA 48 ¥28,900
Sabouraud Dextrose Agar カビ、酵母 MXSM CSD 48 MXSM CSD 48 ¥28,700
Sabouraud Dextrose with Chloramphenicol カビ、酵母 MXSM CSP 48 MXSM CSP 48 ¥37,500
Tryptone Glucose Extract Agar TGEカンテン培地 好気性従属栄養微生物 MXSM TGE 48 MXSM TGE 48 ¥30,500
SCDA 好気性従属栄養微生物 MXSM CTS 48 MXSM CTS 48 ¥28,700
Yeast and Mold Agar カビ、酵母 MXSM CYM 48 MXSM CYM 48 ¥29,600
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