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ibidi Pump System 関連製品の販売に関する協業のご案内 

拝啓 時下ますますご清祥の段、お喜び申し上げます。 

平素は格別のご高配を賜り、ありがたく厚く御礼申し上げます。 

 

さて、この度、弊社が総代理店を務めますドイツ ibidi GmbH社の一部製品に関しまして、 

ワケンビーテック株式会社と国内販売協業契約を締結いたしましたので、ご案内申し上げます。 

 

これに伴い、2020 年 4 月 1 日より一部販売元が変更となっております。 

何卒ご理解賜りますよう、よろしくお願い申し上げます。 

敬具 

 

記 

 

■対象製品 

ドイツ ibidi GmbH 社  

灌流条件下での細胞観察システム ibidi Pump Stystem 及びその関連消耗品 

 

■変更開始日 

2020 年 4 月 1 日より 

 

■変更点 

 製品カテゴリに応じて国内販売元が以下のいずれかとなります。 

 

 製品カテゴリ 国内販売元   

A 
ibidi Pump System 本体

および専用消耗品 
ワケンビーテック社のみ 

デモの実施、同行訪問による顧客サポ

ート、修理および保守対応は同社が実

施致します。 

B 
ibidi Pump System・マ

ニュアル兼用消耗品 

日本ジェネティクス及びワケ

ンビーテック社の二社体制 

顧客サポート等は二社のいずれも実施

致します。 

上記以外の ibidi 社製品 日本ジェネティクスのみ  

 
上記内容は弊社ウェブサイトからもご確認頂けます。 

  https://www.n-genetics.com/products/search/detail.html?product_id=4523 

 
※各製品カテゴリの対象型番詳細は次ページに記載 

http://www.n-genetics.com/
https://www.n-genetics.com/products/search/detail.html?product_id=4523


■対象製品 

 

製品カテゴリ A）ibidi Pump System 本体および専用消耗品 

 

国内販売元：ワケンビーテック社のみ 

デモの実施、同行訪問による顧客サポート、修理および保守対応は同社が実施 
  

型番 製品名 

ib10902 ibidi Pump System(ポンプ本体、シリンジ固定ユニット、PC） 

ib10903 オプション 追加用シリンジ固定ユニット(Fluidic Unit) 

ib10906 ibidi Pump System(ポンプ本体、Quad シリンジ固定ユニット、PC） 

ib10904 オプション 追加用シリンジ固定ユニット(Fluidic Unit Quad) 

ib10961 Perfusion Set blue,15cm,ID 0.8mm ,10ml 

ib10962 Perfusion Set red,15cm,ID 1.6mm ,10ml 

ib10963 Perfusion Set White,50cm,ID 0.8mm ,10ml 

ib10964 Perfusion Set yellow/green,50cm,ID 1.6mm ,10ml 

ib10965 Perfusion Set yellow,15cm,ID 0.5mm ,2ml 

ib10966 Perfusion Set black,50cm,ID 0.5mm ,2ml 

ib10971 フィルター/リザーバーセット,10ml 

ib10972 フィルター/リザーバーセット,2ml 

ib10974 フィルター/リザーバーセット,50ml 

ib10976 リザーバーホルダー10ml 用 

ib10977 リザーバーホルダー2ml 用 

ib10978 リザーバーホルダー50ml 用 

ib10982 ibidi Pump Demo Set 

 

 

製品カテゴリ B）ibidi Pump System・マニュアル兼用消耗品 

 

国内販売元：日本ジェネティクス及びワケンビーテック社の二社体制 

顧客サポート等は二社のいずれも実施 

 

型番 製品名 

ib80161 μ-SlideⅠ 0.2 Luer 未コーティング 

ib80162 μ-SlideⅠ 0.2 Luer CollagenⅣ 

ib80166 μ-SlideⅠ 0.2 Luer ibiTreat 

ib80171 μ-SlideⅠ 0.4 Luer 未コーティング 

ib80172 μ-SlideⅠ 0.4 Luer CollagenⅣ 

ib80176 μ-SlideⅠ 0.4 Luer ibiTreat 

ib80181 μ-Slide I 0.6 Luer 未コーティング 

ib80182 μ-Slide I 0.6 Luer CollagenⅣ 

ib80186 μ-SlideⅠ0.6 Luer ibiTreat 

ib80191 μ-Slide I 0.8 Luer 未コーティング 

ib80192 μ-Slide I 0.8 Luer CollagenⅣ 

ib80196 μ-SlideⅠ0.8 Luer ibiTreat 

ib80040 Clamp for sticky-Slides 



ib80126 μ-Slide y-shaped ibiTreat 

ib81128 Sticky-SlideⅠ0.1Luer   

ib80168 Sticky-SlideⅠ0.2Luer   

ib80178 Sticky-SlideⅠ0.4Luer   

ib80188 Sticky-SlideⅠ0.6Luer   

ib80198 Sticky-SlideⅠ0.8Luer   

ib80608 Sticky-Slide VI 0.4 

ib80661 μ-SlideⅥ 0.1 未コーティング 

ib80662 μ-SlideⅥ 0.1 CollagenⅣ  

ib80666 μ-Slide VI 0.1 ibiTreat 

ib80601 μ-Slide VI flow 未コーティング 

ib80602 μ-Slide VI flow CollagenIV 

ib80604 μ-Slide VI 0.4 Poly-L-Lysine 

ib80606 μ-Slide VI 0.4 flowibiTreat 

ib81101 μ-Slide I Luer バラエティー 未コーティング 

ib81106 μ-Slide I Luer バラエティー ibiTreat 

ib80043 Adapter for sticky-Slide VI 0.4 

ib10812 
sticky Slide 用カバースリップ（№1.5H (170 +/- 5 μm), 未滅菌, 

25x75mm） 

ib80042 Adapter for sticky-Slide I Luer 

ib10830 Serial Connector for μ-Slides  

 
 

上記以外の ibidi 社製品に関しましては、これまで通り弊社が国内総販売元となります。 
  
 
 

以上 

 
 

ご不明な点がございましたら、お手数とは存じますが弊社までお問合せください。 


