
超純水が超安い
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18.2MΩ超純水マーケットの中で破格の安さ！
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CascadaTMシリーズ

DuoTMシリーズ
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NEW



CascadaTMシリーズ

DuoTMシリーズ
アカデミア向けのバリューマシン！
最小構成：577,800円～

NEW

プロフェッショナルの為の最上級機！
最小構成：999,900円～

18.2MΩ超純水の価格革命！



サブスクリプ
ションで

お得なクーポ
ンをGET！

Duo 10/20 システム
超純⽔ ＆ 純⽔製造装置

2020年JASIS・WebExpo
開催期間中の契約者対象

NEW
Cascadaツーワンシステム
超純⽔ ＆ 純⽔製造装置



サブスクとは？
Ø「定額サービス」のこと、新聞の定期購読
や、Amazon Prime Videoなどと一緒

Ø資産管理の省略（承認不要の少額決済）や
柔軟な予算運用（複数の予算を組み合わせ
て利用）が可能になります

Øコラボメーカー （株）とのコラボ商品です



レンタル・リースとの違いは？
Ø消耗品、メンテナンスも“コミコミ”
（モノではなくサービスの提供）

Ø設置費用・撤去費用もかかりません
・６ヶ月未満の短期のご契約の場合は応相談
・東京を起点とした派遣費が別途必要です





お得なサブスク その１
Ø使えば使うほど安くなる！

Duo 10 システム＋３０Lタンク
18.2MΩ超純⽔
純⽔製造装置（毎時１０Lの製造速度）
希望⼩売価格577,800円（最⼩構成プラン）

【年間契約】
１年目 月額39,600円
２年目 月額31,700円
３年目以降 月額19,800円
年間消耗品、メンテナンス、設置費用、撤去費用含む
※訪問時の派遣費用は含まれておりません



お得なサブスク その２
Ø購入に使える割引クーポンのゲット

2020年JASIS・WebExpo
開催期間中、JASISのアカウント
でお問い合わせの契約者対象



例えば
！

Duo 10システム＋３０Lタンク
（希望⼩売価格合計 57万7,800円）
サブスク１年契約・⽉額39,600円
⇨３万５,６４０円値引

12ヶ月の
ご利用で

クーポンが12枚貯まって
４２万７,６８０円割引
ご利⽤のシステムの購⼊価格
57万7,800円 ‒ 42万9,840円
実質価格１５万０,１２０円
※割引の上限は90％までです
※⽀払総額は625,320円になります
※派遣費は計算に含まれてません

なんと、システムを約１５万円で買える！

１２ヶ⽉サブスクしてお買い上げの場合 2020年JASIS・WebExpo
開催期間中、JASISのアカウント
でお問い合わせの契約者対象

90％OFF



純水・超純水製造装置のラインナップ
18.2MΩ超純水クラスＡ３純水

Picoシリーズ
35ℓタンク内臓の⼩型
オールインワンタイプ。
低コスト化を実現

Genoシリーズ
外部タンクが使える標準モ
デル。⼤容量が選べる。

Duoシリーズ
クラスA4/A3の純⽔を製造。
⼤容量・低価格を実現。 Altoシリーズ

クラスA4の超純⽔を製造。
クラスA3製造装置と組み合
わせて利⽤する。

おススメ！

Cascada II.Iシリーズ
クラスA4/A3の純⽔を製造。
毎時３０ℓの⼤容量でプロの期待に応える。

Cascada ゼロワンシリーズ
クラスA4の超純⽔を製造。
プロ⽤のフルスペックマシン

おススメ！
NEW NEW



純水・超純水製造装置の機種選択フローチャート

スタート

18.2MΩ
超純水

純水を製造
（水道管直結型）

ハイグレード実験
・バイオ実験
・精密実験
・薬品調整

ローグレード実験
・器具の洗浄
・⼀般科学実験
・教育⽤理科実験

純水・超純水を製造
（水道管直結型）

高水圧供給
（>1ber）

低水圧供給
（<1ber）

プロフェッショナル用途

アカデミック用途超純水を製造
（純水供給型）

アカデミック用途

プロフェッショナル用途

アカデミック用途

大容量モデル

オールインワンモデル

Cascada II.I 10L
Cascada II.I 20L
Cascada II.I 30L

Duo10UF 10L 統合ディスペンサー
Duo20UF 20L 統合ディスペンサー
Duo10UFR 10L リモートディスペンサー
Duo20UFR 20L リモートディスペンサー

Cascada I（ゼロワン）

AltoUF Standard 統合ディスペンサー
AltoUFR Standard リモートディスペンサー

AltoUFT T-model 統合ディスペンサー
AltoUFTR T-model リモートディスペンサー

Geno50 50L
Geno20 20L（教育用モデル）

Pico20T2UV 20L 
Pico10T2UV 10L（教育用モデル）
（35Lタンク内蔵）

⾼機能モデル

ベーシック

⾼機能モデル

ベーシック

セントラル配管

タンク供給

供給⽔圧：1 〜 2 bar
（圧⼒調整機設置で最⼤ 4 barまで対応）

供給⽔圧：0.5 〜 6 bar

供給⽔圧：1 〜 5 bar

供給⽔圧：0.1 〜 5 bar

供給⽔圧：0.1 〜 1 bar

供給⽔圧：0.1 〜 5 bar

供給⽔圧：0.1 〜 5 bar



サブスクリプション価格の決まり方
オプションなどを追加したらいくらになるの？

年契約 １年目：初年度導入費用の７５％相当額

年契約 ２年目：初年度導入費用の２５％相当額＋年間維持費相当額

年契約 ３年目：年間維持費相当額＋管理料（数％）
明朗会

計



システム Duoシステム
10Lモデル

Cascada II.I
10Lモデル

Cascada II.I
30Lモデル Altoシステム Genoシステム

50Lモデル
６ヶ⽉契約 ¥79,100/⽉ ¥150,500/⽉ ¥233,000/⽉ ¥63,000/⽉ ¥79,100/⽉
１年契約 ¥39,600/⽉ ¥75,300/⽉ ¥116,500/⽉ ¥31,500/⽉ ¥39,600/⽉
年契２年⽬ ¥31,700/⽉ ¥62,000/⽉ ¥77,800/⽉ ¥23,500/⽉ ¥26,500/⽉
年契３年⽬以降 ¥19,800/⽉ ¥39,500/⽉ ¥41,600/⽉ ¥13,900/⽉ ¥14,200/⽉

サ
ブ
ス
ク
利
⽤
料

・表記の価格は２０２０年9月時点の税抜き価格です
・システムは最小構成（Duo10は３０Lタンク、Cascada10/30は35L/70Lタンク）
・ご希望に応じてアップグレード可能です
・利用料には「消耗品代」「定期メンテナンス費用」「設置／撤去費用」を含みます
・別途エリアに応じた派遣費用（設置/撤去時、メンテナンス訪問時）が生じます
（派遣費参考額：関東エリア3,000円～12,000円、関西エリア40,000円～50,000円）

サブスクリプション 価格表



こんなお客様にお勧めです！
・時限プロジェクトなどの予算を柔軟に使いたい！
・固定資産を持ちたくない企業のお客様！
・ローリスクで“お試し”で使ってみたい！

お得なクーポンは2020 JASIS/WebExpo期間中に
御商談を開始されたお客様が対象です！

まずはお問い合わせを！



お問い合わせはこちらへ



本動画の著作権はAvidity Science株式会社に帰属します


