
新春 大感謝 
キャンペーン
LC、GCおよび 
サンプル前処理製品

キャンペーン期間： 2022年4月29日まで 
 キャンペーンコード：CATDC22

詳しくはこちら 
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Phenomenex    |      TEL: 0120-149-262    |     FAX: 050-3153-1623    |     Eメール: jpinfo@phenomenex.com    |     WEB: www.phenomenex.com

ぜひ私たちにサポートさせてく
ださい！
成功するサイエンティストには、素晴らしいサ
ポートシステムがあります。Phenomenexは、お
客様に出来る限りのクロマトグラフィーのサポ
ートをご提供したいと考えています。

数多くのオンデマンドウェビナーをぜひご覧く
ださい。 
www.phenomenex.com/webinars

すべてのユーザーの皆様を応援
します！
Phenomenexは、高品質で高性能な消耗品と皆様
をサポートする最高のサービスをご提供致しま
す。 必要なときに簡単にアクセス出来る、24時間
年中無休のサービスをぜひご利用ください。

お気軽にチャットしてください。 
私達がサポートします！  
www.phenomenex.com/Chat

Phenomenexは40周年を迎えま
す！ 
ラボで頑張る皆様に、高品質の消耗品をお届けし
ます。 Phenomenexでは、すべてのお客様のお仕
事を応援するために毎年LC、GC、サンプル前処理
のテクノロジー、アクセサリーを追加しています。 

最新の製品情報をご覧ください。 
www.phenomenex.com/Catalog



キャンペーン対象製品
PhenomenexブランドのLCカラム、GCカラム、およびサンプル前処理製品がお買い得！ 
まとめ買いにご利用ください。

Phenomenex    |      TEL: 0120-149-262    |     FAX: 050-3153-1623    |     Eメール: jpinfo@phenomenex.com    |     WEB: www.phenomenex.com

HPLC/UHPLC Columns

www.phenomenex.com/hplc
1 企業 5 製品までとさせて頂きます。初めてご購入される企業に限ります。 ガードカラムは対象外とさせて頂きます。 なお、オファーはKinetex, Biozen, Luna, Gemini, Synergi, Aeris, 
Lux, Yarra、および内径7.8 mm以下（Rezex および Phenogelカラムの場合は内径10mm以下）が対象となります。

Phenomenexブランド のHPLC、GC、 
サンプル前処理製品が20% off 

20% OFF

pH Flexible LCCore-Shell Technology Full Range Selectivity LC Columns

Bio Core-Shell Technology
Chiral LC ColumnsCarbohydrate and Organic Acid LC

Ultra-High E�ciency GFC/SEC

Organic GPC/SEC

アクセサリー

キャンペーン対象製品Phenex™、 シリンジフィルタ
ー、Verex™バイアル、Verexフィルターバイアル 

www.phenomenex.com/Accessories
1 企業 5 製品までとさせて頂きます。 初めてご購入される企業に限ります。 なおオファーはPhenexおよびVerex製品に限ります。

Phenomenexの担当者へ
ご連絡ください。

NEW
Verexフィル

ターバイアル

規約と条件 
オファーは対象となるお客様に対してのみ有効です。初めてご購入される企業に限ります。すべての割引は、Phenomenexで製造された製品にのみ有効です。なおオファーは、注文時に指定しなけれ
ばならず、他のディスカウント やキャンペーン品目と合わせることはできません。 初めて購入した製品番号にのみ有効なオファーです。Phenomenexが定める諸条件が適用されます。詳しくは、www.
phenomenex.com/TermsAndConditions をご覧ください。

キャンペーン期間：2022年4月29日まで     キャンペーンコード：CATDC22



www.phenomenex.com
Phenomenexの製品は世界中どこでもお求めいただけます。 他の国・地域の販売代理店については、Phenomenex USA 海外事業部  
(jpinfo@phenomenex.com) までお問い合わせください。
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規約と条件 
オファーは対象となるお客様に対してのみ有効です。初めてご購入される企業に限ります。すべての割引は、Phenomenexで製造された製品にのみ有効です。なおオファーは、注文時に指定しなければならず、他のデ
ィスカウント やキャンペーン品目と合わせることはできません。初めて購入した製品番号にのみ有効なオファーです。キャンペーンコードが明記されていない場合、キャンペーン適用になりませんので、ご注意くださ
い。 Phenomenexが定める諸条件が適用されます。詳しくは、www.phenomenex.com/TermsAndConditions をご覧ください。
商標 
KinetexとPhenomenex BiozenはPhenomenexの登録商標です。Gemini、Luna、Lux、Aeris、BE-HAPPY、Phenex、Phenogel、Rezex、Synergi、VerexおよびYarraはPhenomenexの商標です。
GeminiとKinetexEVOは、Phenomenexが特許を取得しています。米国特許第7,563,367号、第8,658,038号および外国対応特許。
研究利用に限定。臨床診断法への利用禁止。
© 2022 Phenomenex, Inc. All rights reserved.

あなたのために設計されたWebツール
アプリケーション検索（化合物名）
測定したい化合物の名前がお分かりの方は、この
ツールで化合物名 (または別称) を入力するだけ
でHPLC、 GC、固相抽出のアプリケーションを検
索できます。.
www.phenomenex.com/myapp

アプリケーション検索 (構造式)
測定したい化合物の構造がお分かりの方は、この
ツールで構造と官能基を描くだけでHPLC、 GC、
固相抽出のアプリケーションを検索できます。
www.phenomenex.com/mydrawing

デジタルコンテンツ
クロマトグラフィーに関するブログとポッドキャス
トをお楽しみください。
www.phenomenex.blog

簡単に検索
インタラクティブなWebツールをご利用いた
だき、すぐにメソッド開発、お探しの製品をお
求めいただけます。
www.phenomenex.com/mytoolkit

アプリケーションを保存・共有
自分でアプリケーションを保存し、共有出来るクロ
マトグラフィークラウド。
www.phenomenex.com/mydocs

あなたの幸せが私たちの幸せです。弊社の商品
をご使用になり、万が一ご満足いただけない場
合は、商品到着後45日以内にご連絡ください。 
www.phenomenex.com/behappy

アイルランド
t:  +353 (0)1 247 5405

eireinfo@phenomenex.com

アメリカ（米国）
t: +1 (310) 212-0555

 info@phenomenex.com

イギリス（英国）
t:  +44 (0)1625-501367

ukinfo@phenomenex.com

イタリア
t: +39 051 6327511

 italiainfo@phenomenex.com

インド
t: +91 (0)40-3012 2400

indiainfo@phenomenex.com

インドネシア
t: +62 21 5010 9707

indoinfo@phenomenex.com

オーストラリア
t: +61 (0)2-9428-6444 

auinfo@phenomenex.com

オーストリア
t: +43 (0)1-319-1301

anfrage@phenomenex.com

オランダ
t: +31 (0)30-2418700 

nlinfo@phenomenex.com

カナダ
t: +1 (800) 543-3681

info@phenomenex.com

シンガポール
t: +65 800-852-3944

sginfo@phenomenex.com

スイス
t: +41 (0)61 692 20 20

swissinfo@phenomenex.com

スウェーデン
t: +46 (0)8 611 6950

nordicinfo@phenomenex.com

スペイン
t: +34 91-413-8613

esp info@phenomenex.com

スロバキア
t: +420 272 017 077

sk-info@phenomenex.com

タイ
t: +66 (0) 2 566 0287

thaiinfo@phenomenex.com

チェコ共和国
t: +420 272 017 077

cz-info@phenomenex.com

デンマーク
t: +45 4824 8048

nordicinfo@phenomenex.com

ドイツ
t: +49 (0)6021-58830-0

anfrage@phenomenex.com

ニュージーランド
t: +64 (0)9-4780951

 nzinfo@phenomenex.com

ノルウェー
t: +47 810 02 005

nordicinfo@phenomenex.com

フィンランド
t: +358 (0)9 4789 0063

nordicinfo@phenomenex.com

フランス
t: +33 (0)1 30 09 21 10 

 franceinfo@phenomenex.com

ベルギー
t: +32 (0)2 503 4015 (フランス語)
t: +32 (0)2 511 8666  (オランダ語)

beinfo@phenomenex.com

ポーランド
t: +48 22 104 21 72

 pl-info@phenomenex.com

ポルトガル
t: +351 221 450 488

 ptinfo@phenomenex.com

メキシコ
t: 01-800-844-5226

tecnicomx@phenomenex.com

ルクセンブルク
t: +31 (0)30-2418700 

nlinfo@phenomenex.com

台湾
t: +886 (0) 0801-49-1246

twinfo@phenomenex.com

中国
t: +86 400-606-8099

cninfo@phenomenex.com

日本
t: +81 (0) 120-149-262

jpinfo@phenomenex.com

香港
t: +852 6012 8162

hkinfo@phenomenex.com

その他の国/地域：  
米国本社

t: +1 (310) 212-0555
 info@phenomenex.com
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