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GCオートサンプラシリンジ

● オートサンプラのストロークメカニズムとマッチし、より正確な容量を注入可能。
●セプタムの芯抜けを減らし、システムのダウンタイムを減らす滑らかなニードル。
●用途に合わせ、PTFEチップ付プランジャまたは金属製プランジャから選択可能。

ブルーラインオートサンプラシリンジは、従来のシリンジより、プランジャの
寿命を延ばし、ダウンタイムを低減することで生産性を高めます。

GC, GC/MS

キャンペーン対象製品例

部品番号 品名 個数 価格（円、税別）

5183-4757-100 ノンスティックブリード /温度最適化（BTO）セプタム
11 mm, 100個、注入口最高使用温度 : 400℃ 100/pk 希望販売価格 ¥21,000

→キャンペーン価格 ¥17,850

5183-4759-100 ノンスティック高性能グリーンセプタム , 
11 mm, 100個、注入口最高使用温度 : 350℃ 100/pk 希望販売価格 ¥19,000

→キャンペーン価格 ¥16,150

5183-4761-100 ノンスティックロングライフセプタム , 
11 mm, 100個 , 注入口最高使用温度 : 350℃ 100/pk 希望販売価格 ¥24,000

→キャンペーン価格 ¥20,400

5080-8894-100 汎用セプタム、シリコンラバー製
11 mm, 100個 , 注入口最高使用温度 : 350℃ 100/pk 希望販売価格 ¥15,000

→キャンペーン価格 ¥12,750

セルフタイトカラムナット新製品

●信頼性の高い接続 : カラムナット内部にスプリングが内蔵されていることにより、フェラルが
  常にカラム接続部に密着され、リークのないシールを実現します。
●時間のロスを回避 : オーブン昇温プログラム後に、カラムナットを締めなおす必要がありません。
●使いやすさ : 指で締められるため、スパナなどの工具が必要ありません。
  どなたでも一貫性の高い確実なカラム接続が可能です。

工具のいらない GCカラム接続　簡単・確実に接続できる手締めナットが
新しくなりました。ナットを固定するためのセプタムが必要ありません。

部品番号 品名 価格（円、税別）

セルフタイトナット（アジレント用）

G3440-81011 <New> セルフタイトナット , カラー付 , 注入口および検出器用 希望販売価格 ¥11,000 →キャンペーン価格 ¥9,350

G3440-81013 <New>セルフタイトナット , カラー付 , MSトランスファライン用 希望販売価格 ¥12,000→キャンペーン価格 ¥10,200

GC注入口セプタム

●推奨温度範囲内で使用する。定期的に交換する。
●可能であればセプタムパージを使用する。オートインジェクタを使用する。

アジレントはさまざまなアプリケーションに適合する、異なる耐温性のセプタムを提供します。推奨温度以上でセプタム
を使用すると、リークしたり劣化することがあります。問題を最小限に抑えるには、次の事項について留意してください。

※掲載製品以外にもキャンペーン対象製品があります。詳しくはお問い合わせください。

※掲載製品以外にもキャンペーン対象製品があります。詳しくはお問い合わせください。

ブル―ライン
オートサンプラシリンジ

BTOセプタム

部品番号 品名 個数 価格（円、税別）

G4513-80209 ストレートニードルシリンジ , ニードル固定型 ,
10 μL, 23/42/HP 1/pk 希望販売価格 ¥6,600

→キャンペーン価格 ¥5,610

G4513-80218 テーパーニードルシリンジ , ニードル交換型 ,
10 μL, 23-26s/42/HP, 23/42/HP 1/pk 希望販売価格 ¥9,100

→キャンペーン価格 ¥7,735

※掲載製品以外にもキャンペーン対象製品があります。詳しくはお問い合わせください。
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GC, GC/MS

キャンペーン対象製品例

キャンペーン対象製品例

部品番号 品名 個数 価格（円、税別）

G7005-60061 フィラメント , GCMS用高温 EI 1/pk 希望販売価格 ¥21,000 →キャンペーン価格 ¥17,850

G7005-60072 フィラメント , GCMS用 CI 2/pk 希望販売価格 ¥54,000→キャンペーン価格 ¥45,900

MSDフィラメント

MS用ロータリポンプオイル

●溶媒ピークが溶出している間はアナライザが ONにならないように溶媒待ち時間を設定します。
●エミッション電流を大きくするとフィラメント寿命は短くなります。
● 3か月ごとに一方のフィラメントからもう一方のフィラメントに切り替えて使用すると便利です。
　 一方のフィラメントが切れると、他方もすぐに切れることが予測できるため、同時に両方のフィ
ラメントを交換出来ます。

白熱電球のフィラメントと同様に、イオン源フィラメントもやがては焼ききれます。
在庫を準備するとともに、さまざまな対策をとることで、早期の不具合を減らすことが可能です。

ロータリポンプ中のオイルは、用途にもよりますが、平均 6か月ごとに
交換してください。
ポンプオイルには触れないようにご注意ください。サンプル由来の残留
物が有害な場合があります。使用済みオイルは適切に廃棄してください。

※掲載製品以外にもキャンペーン対象製品があります。詳しくはお問い合わせください。

部品番号 品名 個数 価格（円、税別）

5191-5851 真空オイル , 45 Platinum, 0.95 L (1クオート )
※ Pfeiffer Duo 2.5/3.0, Edwards E1M18, E2M28用 1/pk 希望販売価格 ¥10,200

→キャンペーン価格 ¥8,670

5191-5852 真空オイル , 45 Platinum, 3.79 L (1ガロン )
※ Pfeiffer Duo 2.5/3.0, Edwards E1M18, E2M28用 1/pk 希望販売価格 ¥32,000

→キャンペーン価格 ¥27,200

6040-1444 真空オイル , AVF 60 Gold
※MS40+, MS120用 1/pk 希望販売価格 ¥10,400

→キャンペーン価格 ¥8,840

X3760-64004 真空オイル , AVF platinum, 1 L
※ ICP-MSポンプ用 1/pk 希望販売価格 ¥14,000

→キャンペーン価格 ¥11,900

※掲載製品以外にもキャンペーン対象製品があります。詳しくはお問い合わせください。

キャンペーン対象製品をお買い上げいただけますと、
キャンペーン期間中何度でも定価より15 %OFF でご提供いたします。

※ご注文をお申し付けいただく際、キャンペーンコード 1966とご連絡ください。

キャンペーン内容

キャンペーン期間 : 2021年 7月1日～ 2021年 10月15日まで

キャンペーン
対象製品はこちら

http://www.agilent.co.jp/chem/2021summerlist
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部品番号 品名 価格（円、税別）

122-7032UI DB-WAXウルトライナート , 30 m, 0.25 mm, 0.25 μm 　希望販売価格 ¥86,000
→キャンペーン価格 ¥68,800

G3903-63007 DB-FATWAXウルトライナート , 20 m, 0.18 mm, 0.18 μm 　希望販売価格 ¥73,000
→キャンペーン価格 ¥58,400

122-5562UI DB-5msウルトライナート , 60 m, 0.25 mm, 0.25 μm 　希望販売価格 ¥157,000
→キャンペーン価格 ¥125,600

123-0132UI DB-1msウルトライナート , 30 m, 0.32 mm, 0.25 μm 　希望販売価格 ¥98,000
→キャンペーン価格 ¥78,400

122-1364UI DB-624 ウルトライナート , 60 m, 0.25 mm, 1.4 μm 　希望販売価格 ¥148,000
→キャンペーン価格 ¥118,400

CP8912 VF-1ms, 30 m, 0.25 mm, 0.25 μm 　希望販売価格 ¥86,000
→キャンペーン価格 ¥68,800

CP8944 VF-5ms, 30 m, 0.25 mm, 0.25 μm 　希望販売価格 ¥86,000
→キャンペーン価格 ¥68,800

CP8960 VF-5ms, 60 m, 0.25 mm, 0.25 μm 　希望販売価格 ¥146,000
→キャンペーン価格 ¥116,800

CP9205 VF-WAXms, 30 m, 0.25 mm, 0.25 μm 　希望販売価格 ¥83,000
→キャンペーン価格 ¥66,400

CP9213 VF-WAXms, 60 m, 0.32 mm, 1.0 μm 　希望販売価格 ¥155,000
→キャンペーン価格 ¥124,000

CP9154 VF-1701ms, 60 m, 0.25 mm, 0.25 μm 　希望販売価格 ¥147,000
→キャンペーン価格 ¥117,600

GC, GC/MS

J&W GC ウルトライナートカラム、VFカラム

● ウルトライナートキャピラリGCカラムは、これまでにない高いカラム不活
性化技術を実現したカラムです。このカラムを使えば、これまで分析が困難
だった酸、塩基、および他の活性化合物の微量分析を、最高の信頼性で実
現することが可能です。

● 超低ブリードと不活性化を同時に達成したキャピラリGCカラムです。
● バックグラウンドノイズを最小限に抑えることにより、感度と S/N比を向上
しました。どの検出器を使用しても、この特長を得ることができます。

J&W ウルトライナートカラム

J&W  VF カラム

キャンペーン対象 GCカラムをお買い上げいただけますと、
キャンペーン期間中何度でも定価より20 %OFF でご提供いたします。

※ご注文をお申し付けいただく際、キャンペーンコード 1964とご連絡ください。

キャンペーン内容

キャンペーン期間 : 2021年 7月1日～ 2021年 10月15日まで

キャンペーン
対象製品はこちら

http://www.agilent.co.jp/chem/2021summerlist

キャンペーン対象製品例

※掲載製品以外にもキャンペーン対象製品があります。詳しくはお問い合わせください。
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GC, GC/MS

オイルフリーでクリーン　静かな環境を実現
GC/MS用 IDP-3、IDP-10オイルフリー真空ポンプ

IDP-3、IDP-10ポンプをお買い上げいただけますと、
キャンペーン期間中何度でも定価より15 %OFF でご提供いたします。

※ご注文をお申し付けいただく際、キャンペーンコード 1966とご連絡ください。

キャンペーン内容

キャンペーン期間 : 2021年 7月1日～ 2021年 10月15日まで

キャンペーン
対象製品はこちら

http://www.agilent.co.jp/chem/2021summerlist

●クリーンな環境とコスト削減を実現 : 
　 スクロールポンプはオイルを使用しないため、作業環境へのオイルの流出や 
漏出がありません。

●革新的なスクロール設計 : 
　 低ノイズと低振動で、より静かで快適な作業環境を実現
します。また、MS内へのハイドロカーボン汚染がなく、
オイルミストフィルタも不要です。

●既存のロータリーポンプと置換可能 : 
　 アジレント GC/MSDのロータリーポンプと置き換えて、
すぐに使用できます。 ※使用可能機種参照

オイルを使用しているロータリポンプは、最適な分析結果を継続的に得
るために、日常的なオイルレベルのチェック、定期的なオイル交換など
のメンテナンス作業が不可欠です。また、使用済みオイルの廃棄コスト
など、メンテナンスに伴うコストも考慮する必要があります。

部品番号 品名・仕様 価格（円、税別）

G6696A

IDP-3ドライスクロールポンプ
IDP-3ポンプ , 電源 , フォアラインホース , フィッティングを含みます。

〈使用可能機種〉：アジレント 5977, 5975, 5973GC/MSDシステム
下記の仕様は対象外です。
ディフュージョンポンプが搭載された機器
NH3試薬ガスを使用する CI機器

※据付調整についてはご相談ください。

　希望販売価格 ¥602,000
→キャンペーン価格 ¥511,700

G6697A

IDP-10ドライスクロールポンプ
IDP-10ポンプ , フォアラインホース , フィッティングを含みます。

〈使用可能機種〉 ：アジレント7000, 7010シリーズ トリプル四重極 GC/MSシステム
下記の仕様は対象外です。
ディフュージョンポンプが搭載された機器
NH3試薬ガスを使用する CI機器

※据付調整についてはご相談ください。

　希望販売価格 ¥954,000
→キャンペーン価格 ¥810,900
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HPLC

InfinityLab クイックチェンジインラインフィルタ

InfinityLab 溶媒フィルタ

●  粒子を効率的にろ過してカラムを保護し、カラム寿命を延長
●工具を使用せずに、フィルタ交換
●音がしたら取り付け完了 - カチッという音でフィルタが 適切に締められ、
　耐圧 1300 bar で使用可能です
● 100 回以上のフィルタディスク交換に耐える堅牢なフィルタハウジング
● 5 種類のフィルタディスクから選択可能 
　-内径 2.1 mm : ポアサイズ 0.2 μm/0.5 μm
　-内径 4.6 mm : ポアサイズ 0.2 μm/0.5 μm/2.0 μm

HPLC分析において、移動相のろ過と脱気は、寿命を延ばすためのシンプルで経済的な
方法です。機器のダウンタイムを削減し、HPLC機器の精度を維持します。

キャンペーン対象 LCサプライをお買い上げいただけますと、
キャンペーン期間中何度でも定価より20 %OFF でご提供いたします。

※ご注文をお申し付けいただく際、キャンペーンコード 1964とご連絡ください。

キャンペーン内容

キャンペーン期間 : 2021年 7月1日～ 2021年 10月15日まで

キャンペーン
対象製品はこちら

http://www.agilent.co.jp/chem/2021summerlist

新製品

新製品

部品番号 品名 価格（円、税別）

 5067-1603
InfinityLabクイックチェンジインラインフィルタアセンブリ
（内径 2.1 mm, 0.2 μmのフィルタディスク 5個を含む）, 
0.12 mm× 90 mmのフレキシブルキャピラリ付

　希望販売価格 ¥56,000
→キャンペーン価格 ¥44,800

5067-1602
InfinityLabクイックチェンジインラインフィルタアセンブリ
（内径 4.6 mm, 0.5 μmのフィルタディスク 5個を含む）, 
0.17 mm× 90 mmのフレキシブルキャピラリ付

　希望販売価格 ¥56,000
→キャンペーン価格 ¥44,800

部品番号 品名 価格（円、税別）

5191-6776 InfinityLab溶媒フィルタアセンブリ
（250 mLファネル , ファネルベース , アルミニウム製クランプ , 1リットルフラスコ付）

　希望販売価格 ¥70,000
→キャンペーン価格 ¥56,000

5191-6781 InfinityLab溶媒フィルタ用フラスコ , 2リットル
　希望販売価格 ¥29,000
→キャンペーン価格 ¥23,200

メンブレンフィルタ　※直径 47 mmのメンブレンフィルタが使用可能です。

5191-4339 メンブレンフィルタ , PTFE, 47 mm, 0.20 μm, 100個 　希望販売価格 ¥44,000
→キャンペーン価格 ¥35,200

5191-4341 メンブレンフィルタ ,ナイロン , 47 mm, 0.20 μm, 100個 　希望販売価格 ¥21,000
→キャンペーン価格 ¥16,800

5191-4340 メンブレンフィルタ ,セルロース , 47 mm, 0.2 μm, 100個 　希望販売価格 ¥23,000
→キャンペーン価格 ¥18,400
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HPLC

InfinityLab フィッティング
●  手締めのフィッティングのため、スパナなどの工具が必要ありません。
●  すべてのタイプの UHPLCカラムで使用可能です。
●   200回以上使用可能な耐久性、キャピラリのみ、フェラルのみの交換が可能です。
※キャピラリとフェラルは専用。

InfinityLabクイックコネクトフィッティングは、手締めで接続した後、
レバーを閉じることで 130 MPaまで使用可能です。

InfinityLabクイックターンフィッティング（60 MPa耐圧）
※ 1300 barまで耐圧がありますが、工具での増し締めが必要です。

キャンペーン対象製品例

※掲載製品以外にもキャンペーン対象製品があります。詳しくはお問い合わせください。

部品番号 品名 価格（円、税別）

InfinityLab クイックコネクトフィッティング（130 MPa耐圧）

5067-5961 クイックコネクトフィッティングアセンブリ 0.075 x 105 mm 　希望販売価格 ¥38,000
→キャンペーン価格 ¥30,400

5067-5957 クイックコネクトフィッティングアセンブリ 0.12 x 105 mm 　希望販売価格 ¥38,000
→キャンペーン価格 ¥30,400

5067-5958 クイックコネクトフィッティングアセンブリ 0.12 x 150 mm 　希望販売価格 ¥38,000
→キャンペーン価格 ¥30,400

※アセンブリは、フィッティング、キャピラリ、フェラルのセットになります。

InfinityLab クイックターンフィッティング（60 MPa耐圧）、専用キャピラリ

5067-5966 クイックターンフィッティング
※別途ロングソケットのキャピラリが別途必要です。

　希望販売価格 ¥15,000
→キャンペーン価格 ¥12,000

5500-1188 ステンレスキャピラリ , 0.12 mm x 105 mm, ロングソケット 　希望販売価格 ¥5,300
→キャンペーン価格 ¥4,240

5500-1189 ステンレスキャピラリ , 0.12 mm x 150 mm, ロングソケット 　希望販売価格 ¥5,300
→キャンペーン価格 ¥4,240

5500-1193 ステンレスキャピラリ , 0.17 mm x 105 mm, ロングソケット 　希望販売価格 ¥5,300
→キャンペーン価格 ¥4,240

5500-1194 ステンレスキャピラリ , 0.17 mm x 150 mm, ロングソケット 　希望販売価格 ¥5,300
→キャンペーン価格 ¥4,240

※クイックターンフィッティングは、別途ロングソケットキャピラリの購入が必要です。

キャンペーン対象 LCサプライをお買い上げいただけますと、
キャンペーン期間中何度でも定価より20 %OFF でご提供いたします。

※ご注文をお申し付けいただく際、キャンペーンコード 1964とご連絡ください。

キャンペーン内容

キャンペーン期間 : 2021年 7月1日～ 2021年 10月15日まで

キャンペーン
対象製品はこちら

http://www.agilent.co.jp/chem/2021summerlist
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アジレント・テクノロジー株式会社
〒 192-8510 東京都八王子市高倉町 9-1
フリーダイアル 0120-477-111
www.agilent.com/chem/jp
DE44368.4770486111

スペクトロスコピー

原子吸光・ICP-OES・MP-AES・ICP-MS用消耗品

部品番号 品名 個数 価格（円、税別）
5610102700 鉄 -Fe,元素識別機能付 ,ホロカソードランプ 1個 希望販売価格 ¥59,000→キャンペーン価格 ¥50,150

5610106800 亜鉛 -Zn,元素識別機能付 ,ホロカソードランプ 1個 希望販売価格 ¥59,000→キャンペーン価格 ¥50,150

2010090400 一体型石英トーチ ,アキシャル ,内径 2.4 mmインジェクタ 1個 希望販売価格 ¥84,000→キャンペーン価格 ¥71,400

G8010-60293 OneNeb シリーズ 2, 不活性 ICP ネブライザ 1個 希望販売価格 ¥110,000→キャンペーン価格 ¥93,500

G3280-67040 77/79/88用ニッケル・サンプリングコーン 1個 希望販売価格 ¥65,000→キャンペーン価格 ¥55,250

G3280-67036 77/79/88用白金サンプリングコーン（10 φインサート） 1個 希望販売価格 ¥323,000→キャンペーン価格 ¥274,550

G3280-67041 77e/x/88x用ニッケル・スキマコーン 1個 希望販売価格 ¥55,000→キャンペーン価格 ¥46,750

G3280-67064 77s/79s/88s用白金スキマコーン 1個 希望販売価格 ¥222,000→キャンペーン価格 ¥188,700

G3280-67142 77s/79s/88s用ニッケルめっき白金サンプリングコーン 1個 希望販売価格 ¥352,000→キャンペーン価格 ¥299,200

部品番号 品名 個数 価格（円、税別）

G8020-68001 Easy-fitフルデマンタブルトーチキット、0.8 mm
内径 0.8 mmインジェクタ、短い外部チューブ（スロットなし）付 1個 希望販売価格 ¥190,000

→キャンペーン価格 ¥161,500

G8020-68002 Easy-fitフルデマンタブルトーチキット、1.4 mm
内径 1.4 mmインジェクタ、スロット付拡張外部チューブ付 1個 希望販売価格 ¥190,000

→キャンペーン価格 ¥161,500

G8020-68007 <New> Easy-fitフルデマンタブルトーチキット、1.4 mm
内径 1.4 mmインジェクタ、スロットなし拡張外部チューブ付 1個 希望販売価格 ¥190,000

→キャンペーン価格 ¥161,500

G8020-68003 Easy-fitフルデマンタブルトーチキット、イナート
内径 1.8 mmイナート（アルミナ）インジェクタ、スロット付拡張外部チューブ付 1個 希望販売価格 ¥226,000

→キャンペーン価格 ¥192,100

G8020-68004 Easy-fitフルデマンタブルトーチキット、高 TDS
内径 2.4 mmインジェクタ、スロット付拡張外部チューブ付 1個 希望販売価格 ¥190,000

→キャンペーン価格 ¥161,500

G8020-68005 Easy-fitフルデマンタブルトーチキット、標準
内径 1.8 mmインジェクタ、スロット付拡張外部チューブ付 1個 希望販売価格 ¥190,000

→キャンペーン価格 ¥161,500

※掲載製品以外にもキャンペーン対象製品があります。詳しくはお問い合わせください。

キャンペーン対象スペクトロスコピー消耗品をお買い上げいただけますと、
キャンペーン期間中何度でも定価より15 %OFF でご提供いたします。

※ご注文をお申し付けいただく際、キャンペーンコード 1966とご連絡ください。

キャンペーン内容

キャンペーン期間 : 2021年 7月1日～ 2021年 10月15日まで

キャンペーン
対象製品はこちら

http://www.agilent.co.jp/chem/2021summerlist

ICP-OES用フルデマンタブルトーチ新製品

● アジレント ICP-OES用のトーチに、フルデマンタブル（全分解型）トーチが発売になりました。
　アウターチューブだけでなく、インジェクタもとりはずして交換・洗浄が可能です。
● 違う内径のインジェクタ、またはイナート（アルミナ）インジェクタと交換することで、
　1本のトーチをさまざまなアプリケーションで使用することが可能です。

※ 在庫状況により、納入までにお時間を頂く場合がございます。納期に
余裕を見てご発注のご検討をお願いします。
※ 本リーフレット記載の『希望販売価格』『キャンペーン価格』は参考価
格であり、販売店からの実際の販売価格ではございません。ご注文
の際には販売店様へご確認くださいますようお願い申し上げます。

お願い/注意事項


