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トキシノメーターET-6000/ET-7000
品名

内容

定価

IQOQサービス
（設置時適格性検査、
稼働性能適格性検査）

・設置場所確認 ・環境温度確認 ・電源電圧確認 ・納入物品
確認 ・外観検査 ・接続確認 ・装置状態、設置状態確認
・初期動作確認 ・システム構成確認 ・トレーサビリティー証
明書 ・IQドキュメント（計画書、実施報告書、実施手順書）
・OQサービス

¥200,000

OQサービス※１
（稼働性能適格性検
査）

・外観、設置環境確認 ・初期動作確認 ・温度制御機能確
認 ・光学系性能確認 ・オートスタート/スイッチ動作確認
・タイマー精度確認
・タイムコース確認 ・演算処理機能確
認 ・トレーサビリティー証明書
・OQドキュメント（計画書、実施報告書、実施手順書）

１システム※２
¥150,000

光学系オーバーホール
（分解清掃）※４

・測定ブロック分解清掃 ・温度チェック、温度調整
・光量チェック、光量調整 ・実用テスト

¥90,000

光学系オーバーホール
（光源LED交換）※４

・光源LED交換 ・測定ブロック分解清掃 ・温度チェック、温
度調整 ・光量チェック、光量調整 ・実用テスト

¥190,000

年間保守サービス

・年一回のOQサービス実施 ・故障時の代替装置優先貸出し
・修理無償サービス（部品代含む。但し消耗品は除く）
サービス詳細は、別途定める条件書にてご確認ください。

¥250,000～

２システム※3
￥250,000

※１ OQサービスはIQOQ実施済みのお客様にご提供させていただきます。
※２ 1システムとは、１台のパソコンとそのパソコンのUSBポートに接続される全てのモジュールを含みます。
※３ OQサービスの2システム価格は、同一施設において同一日実施の場合に限ります。ただし、モジュールの合計が8台を
超える場合は適用されません。
※４ 装置引取りでの対応となります。
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MPRエンドトキシン測定システム for BT
品名

内容

定価

IQOQサービス※１
（設置時適格性検査、
稼働性能適格性検査）

・設置場所確認 ・環境温度確認 ・納入物品確認
・装置状態/設置状態確認 ・システム構成確認
・初期動作確認 ・BioTekプレートリーダーIQ
・トレーサビリティ証明書 ・IQドキュメント（計画書、実施報
告書、実施手順書） ・OQサービス

¥300,000

OQサービス※２
（稼働性能適格性検
査）

・外観、設置環境確認、システム構成確認 ・温度制御確認
・タイマー精度確認 ・演算処理機能確認
・システム通信制御確認 ・BioTekプレートリーダーOQ
・トレーサビリティー証明書 ・OQドキュメント（計画書、実施
報告書、実施手順書）

¥150,000

年間保守サービスＡ

・年一回のOQサービス実施
・修理サービス（部品代を含む。消耗品は除く）
サービス詳細は、別途定める条件書にてご確認ください。

¥450,000

年間保守サービスＢ

・年一回のOQサービス実施
・修理サービス（部品代は特別価格（半額）でのご提供。消耗品
は除く）サービス詳細は、別途定める条件書にてご確認ください。

¥400,000

※１ 移設時点検など2回目以降のIQOQサービスをご利用いただく場合は¥200,000になります。
※２ OQサービスはIQOQ実施済みのお客様にご提供させていただきます。

MPRエンドトキシン測定システム for Sunrise※1
品名

内容

定価

IQOQサービス
（設置時適格性検査、
稼働性能適格性検査）

・設置場所確認 ・環境温度確認 ・納入物品確認
・装置状態/設置状態確認 ・システム構成確認
・初期動作確認 ・トレーサビリティー証明書
・IQドキュメント（計画書、実施報告書、実施手順書）
・OQサービス

¥200,000

OQサービス※2
（稼働性能適格性検
査）

・外観、設置環境確認、システム構成確認 ・QCPAC２テストプ
レートによる検査 ・温度制御確認 ・タイマー精度確認
・演算処理機能確認
・システム通信制御確認
・トレーサビリティー証明書
・OQドキュメント（計画書、実施報告書、実施手順書）

¥150,000

※１ MPRエンドトキシン測定システム for Sunriseの販売は終了しております。
※2 OQサービスはIQOQ実施済みのお客様にご提供させていただきます。

サーモステーションTS-37S/24
品名

内容

IQOQサービス
（設置時適格性検査、
稼働性能適格性検査）

・設置場所確認 ・環境温度確認 ・電源電圧確認 ・納入物品確
認 ・外観検査 ・接続確認 ・装置状態、設置状態確認
・トレーサビリティー証明書 ・IQドキュメント（計画書、実施
報告書、実施手順書） ・OQサービス

¥125,000

OQサービス※1
（稼働性能適格性検
査）

・外観、設置環境確認 ・初期動作確認
・温度制御機能確認 ・トレーサビリティー証明書
・OQドキュメント（計画書、実施報告書、実施手順書）

１台
¥100,000
2台
¥160,000

点検サービス※2

・温度立ち上がり時間確認
度計表示値の確認

¥53,000

・30分経過後の温度、温度分布、温

※１ OQサービスはIQOQ実施済みのお客様にご提供させていただきます。
※２ 装置引取りでの対応となります。
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定価

トキシノメーターET-Mini
品名

内容

定価

IQOQサービス
（設置時適格性検査、
稼働性能適格性検査）

・設置場所確認 ・環境温度確認 ・電源電圧確認 ・納入物
品確認 ・外観検査 ・接続確認
・装置状態、設置状態確認 ・初期動作確認
・システム構成確認 ・トレーサビリティー証明書
・IQドキュメント（計画書、実施報告書、実施手順書）
・OQサービス

¥200,000

OQサービス※１
（稼働性能適格性検
査）

・外観、設置環境確認 ・初期動作確認
・温度制御機能確認 ・光学系性能確認
・オートスタート/スイッチ動作確認 ・タイマー精度確認
・タイムコース確認 ・演算処理機能確認 ・トレーサビリ
ティー証明書
・OQドキュメント（計画書、実施報告書、実施手順書）

¥150,000

温度キャリブレーショ
ン ※２

・温度チェック、温度調整 ・光量チェック
・温度キャリブレーション成績書発行

¥80,000

年間保守サービス

・年一回のOQサービス実施 ・故障時の代替装置優先貸し出
し ・修理無償サービス（部品代含む。但し消耗品は除く。）
サービス詳細は、別途定める条件書にてご確認ください。

¥250,000～

※１ OQサービスはIQOQ実施済みのお客様にご提供させていただきます。
※２ 温度キャリブレーションは装置引取りでの対応となります。

簡易型エンドトキシン測定システム Endosafe-PTS※1/nexgen-PTS
品名

内容

定価

IQOQサービス※2
（設置時適格性検査、稼
働性能適格性検査）

・据付時要求事項確認 ・自己診断テスト ・cartridge lot
numberの認識確認 ・バッテリーでの動作確認 ・ポンプ動
作確認 ・サンプル検知確認 ・ベースライン安定性確認
・テストカートリッジでの確認試験 ・トレーサビリティー証
明書
・IQOQドキュメント（計画書、実施要領書、実施報告書）

1台
¥150,000
2台※3
¥250,000

温度キャリブレーション

・ブロック温度確認、調整
・Calibration Certificate 発行
・バッテリー充電能力確認
・ポンプ動作確認

¥100,000

温度キャリブレーション
＆分解清掃パック※4

・ブロック温度確認、調整
・Calibration Certificate 発行
・バッテリー充電能力確認
・ポンプ動作確認
・装置分解清掃

¥120,000

温度キャリブレーション
＆バッテリ交換・清掃
パック※4

・ブロック温度確認、調整
・Calibration Certificate 発行
・バッテリー交換※5及び充電能力確認
・ポンプ動作確認
・装置分解清掃

¥150,000

※4

※1 Endosafe-PTSの保守サポートは2019年12月で終了となります。
※2 ３ヶ月以内に温度キャリブレーションを実施した装置のみIQOQサービスを行います。
※3 IQOQサービスの2台価格は、同一施設において同一日実施の場合に限ります。
※4 装置引取りでの対応となります。
※5 バッテリー交換作業のみをご依頼の場合は¥83,000（作業費、送料込）となります。
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MEMO

●お問い合わせ
[TEL]受付時間/9:00～17:30(土・日・祝日除く)
大阪 06-6203-3819
東京 03-6225-2130

[FAX]24時間受付
大阪 06-6201-5965
東京 03-3270-8582

※2018年9月現在のサービス内容、価格となります。掲載の内容は予告なく変更となる場合があります。

