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キャンペーン対象製品例

フリット付ライナ

部品番号 品名 価格（円、税別）
5190-5105 スプリットレス , UI, ミッドフリットライナ , 4 mm, 1本   ¥6,800→キャンペーン価格 ¥5,780

5190-5105-005 スプリットレス , UI, ミッドフリットライナ , 4 mm, 5本 ¥26,000→キャンペーン価格 ¥22,100

5190-5112 スプリットレス , UI, ローフリットライナ , 4 mm, 1本   ¥6,800→キャンペーン価格 ¥5,780

5190-5112-005 スプリットレス , UI, ローフリットライナ , 4 mm, 5本 ¥26,000→キャンペーン価格 ¥22,100

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 ¥20,000→キャンペーン価格 ¥17,000

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 ¥18,000→キャンペーン価格 ¥15,300

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 ¥23,000→キャンペーン価格 ¥19,550

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 ¥14,000→キャンペーン価格 ¥11,900

新製品

●焼結ガラスフリットを中央、または下部に設置したライナになります。
　ガラスウールを使用していないため、ウールの繊維が GCフローパスに流れ込む心配がありません。
●ガラスウールを使用する時と同等の気化特性を持ち、性能と品質の一貫性があります。
●ミッドフリットシングルテーパライナ : 一般的なスプリット /スプリットレス分析や、塩基性薬物の分析に最適です。
●ローフリットシングルテーパライナ : SVOCおよび OC/OP農薬のスプリットレス分析に最適です。

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 ¥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 ¥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。

※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。

BTOセプタム
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GC, LC

GCオートサンプラシリンジ

カラーマニュアルシリンジ

● 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。

● シリンジ容量で色分けされており、読み取りやすい垂直方向のスケール（目盛り）。
● さまざまな容量のシリンジをご提供。
● 適合証明書によりロットを追跡可能。

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注入口セプタム・ライナ・セルフタイトカラムナット・GCオートサンプラ
シリンジ・マニュアルシリンジ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 1712とご連絡ください。

キャンペーン内容

キャンペーン期間 : 2020年 9月 30日まで

キャンペーン対象製品例

キャンペーン対象製品例

キャンペーン
対象製品はこちら

http://www.agilent.co.jp/
chem/2020supplylist

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 ¥6,400→キャンペーン価格 ¥5,440

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 ¥8,800→キャンペーン価格 ¥7,480

G4513-80236 交換用ニードル 3/pk ¥7,900→キャンペーン価格 ¥6,715

G4513-80220 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, PTFEチップ付プランジャ 1/pk ¥7,800→キャンペーン価格 ¥6,630

部品番号 品名 個数 価格（円、税別）

5190-1488 マニュアルシリンジ , ニードル固定型 , 
10 μL, フレキシブルプランジャ, 26/50/ベベル 1/pk ¥6,200→キャンペーン価格 ¥5,270

5190-1502 マニュアルシリンジ , ニードル交換型 , 
50 μL, 25/50/ベベル 1/pk ¥8,800→キャンペーン価格 ¥7,480

5190-1496 交換用ニードル , 50 mm, 25ゲージ , ベベルチップ 3/pk ¥3,500→キャンペーン価格 ¥2,975

※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

カラーマニュアルシリンジ
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ガスフィルタの交換はいつしましたか ?

●大型ユニバーサルトラップは、容量が非常に大きいため、経済性に優れています。
● S型トラップは、長年 GC分析で使用され、経済的で、水分、炭化水素用などさまざまな
　種類があります。
●ガスクリーンフィルタは、インジケータの色の変化により、フィルタの交換時期を知らせます。

ガスの純度が悪い場合、機器の故障や不完全な分析結果につながる可能性があります。
ガス精製は、システム性能を最適化するために重要なステップです。

キャンペーン対象製品例

部品番号 品名 個数 価格（円、税別）

RMSH-2 大型ユニバーサルトラップ , ヘリウム（Ar/Me）用 , 1/8インチ 1/pk   ¥45,000→キャンペーン価格 ¥38,250

RMSN-2 大型ユニバーサルトラップ , 窒素用 , 1/8インチ 1/pk   ¥45,000→キャンペーン価格 ¥38,250

5060-9084 水分 S型トラップ , コンディショニング済 , 1/8インチ 1/pk   ¥31,000→キャンペーン価格 ¥26,350

5060-9096 炭化水素 S型トラップ , コンディショニング済 , 1/8インチ 1/pk   ¥40,000→キャンペーン価格 ¥34,000

CP736530 ガスクリーンフィルタキット , 1/8インチ , 4ポジション 1/pk ¥216,000→キャンペーン価格 ¥183,600

CP17976 ガスクリーン GC/MSフィルタキット , 1/8インチ , 1ポジション 1/pk   ¥96,000→キャンペーン価格 ¥81,600

※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。

ガスフィルタ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 1712とご連絡ください。

キャンペーン内容

キャンペーン期間 : 2020年 9月 30日まで

キャンペーン
対象製品はこちら

http://www.agilent.co.jp/
chem/2020supplylist

大型ユニバーサルトラップ

S型トラップ ガスクリーンフィルタ
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ガスクリーンセンサー
●インジケータの色の変化をモニター。
●ガスクリーンフィルタのガス吸着能が飽和してインジケータの色が変わると、
　ディスプレイやソフトウェア上でアラートを表示します。
● GCカラム寿命の延長やシステムの汚染を防止します。
● Intuvo GC 用もご用意。

キャンペーン対象製品例

部品番号 品名 個数 価格（円、税別）

CP179880

ガスクリーンキット , 8890および 8860GC用
※ガスクリーンセンサー , ガスクリーンキャリアガスフィルタ , 　
　1/8インチコネクティングユニット , 
　マウンティングブラケットが含まれます。

1/pk   ¥81,000→キャンペーン価格 ¥48,600

CP17995

Intivo ガスクリーンフィルタキット
※ガスクリーンセンサー , ガスクリーンキャリアガスフィルタ , 　
　1/8インチコネクティングユニット , 
　マウンティングブラケットが含まれます。

1/pk   ¥81,000→キャンペーン価格 ¥48,600

CP179885 ガスクリーンセンサー、本体のみ 1/pk   ¥22,000→キャンペーン価格 ¥13,200

上記ガスクリーンセンサー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40 %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 1662とご連絡ください。

キャンペーン内容

キャンペーン期間 : 2020年 9月 30日まで

キャンペーン
対象製品はこちら

http://www.agilent.co.jp/
chem/2020supplylist

ガスクリーンセンサー



6

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 )
※ 130 MPa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。

InfinityLabフィッティング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 1712とご連絡ください。

キャンペーン内容

キャンペーン期間 : 2020年 9月 30日まで

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 ¥37,000→キャンペーン価格 ¥31,450

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 ¥37,000→キャンペーン価格 ¥31,450

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 ¥37,000→キャンペーン価格 ¥31,450

※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。 ¥15,000→キャンペーン価格 ¥12,750

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   ¥5,200→キャンペーン価格 ¥4,420

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   ¥5,200→キャンペーン価格 ¥4,420

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   ¥5,200→キャンペーン価格 ¥4,420

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   ¥5,200→キャンペーン価格 ¥4,420

※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
対象製品はこちら

http://www.agilent.co.jp/
chem/2020supplylist
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InfinityLab セーフティキャップ、溶媒スリムボトル
●ラボ内の溶媒の蒸気と漏れからお客様を守ります。
● HPLCで使用する一般的な溶媒ボトルに適合（GL45など）
●ベントバルブにタイムストリップ（ラベルタイマー）が付き、ベントバルブの交換時期が分かります。
● HPLC移動相で使用する溶媒ボトルのデザインが一新されました。人間工学に配慮したデザインを採用。
　本体がスリムになり、両側にグリップゾーンが設けられているため、持ちやすく安全に使用できます。

タイムストリップ : ベントバルブの交換時期
（約 6か月 :使用状況によります）を知らせ
てくれます。

溶媒スリムボトルは、
セーフティキャップと
組み合わせて使用できます。

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。

InfinityLabセーフティキャップ、溶媒スリムボトル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 1712とご連絡ください。

キャンペーン内容

キャンペーン期間 : 2020年 9月 30日まで

ベントバルブ、チャコール
フィルタのタイムストリッ
プをご確認ください !
すべて赤くなっていたら
交換時期です。

部品番号 品名 価格（円、税別）
InfinityLab セーフティキャップ：溶媒ボトル用

5043-1217 セーフティキャップ ,  GL45  1 ポート , 1 ベントバルブ ¥10,000→キャンペーン価格 ¥8,500

5043-1218 セーフティキャップ ,  GL45  2ポート , 1ベントバルブ ¥12,000→キャンペーン価格 ¥10,200

5043-1219 A-Lineセーフティキャップ , GL45  3ポート , 1ベントバルブ ¥15,000→キャンペーン価格 ¥12,750

5043-1220 A-Lineセーフティキャップ , GL45  4ポート , 1リークホース ¥18,000→キャンペーン価格 ¥15,300

5043-1190 タイムストリップ付きベントバルブ , PTFE, 1μm   ¥3,200→キャンペーン価格 ¥2,720

5043-1214 フィッティング ,外径 1.6 mmチューブ用 , PFA（2個）   ¥3,700→キャンペーン価格 ¥3,145

5043-1215 フィッティング ,外径 2.3 mmチューブ用 , PFA（2個）   ¥3,700→キャンペーン価格 ¥3,145

5043-1216 フィッティング ,外径 3.2 mmチューブ用 , PFA（2個）   ¥3,700→キャンペーン価格 ¥3,145

InfinityLab セーフティキャップ：廃液ボトル用

5043-1221 5043-1196（6 L廃液ボトル , GL45）+ 5043-1220
※別途 5043-1193チャコールフィルタ必要 ¥22,000→キャンペーン価格 ¥18,700

5043-1193 チャコールフィルタ（58 g）, タイムストリップ付 ,廃液ボトル用 ¥14,000→キャンペーン価格 ¥11,900

5043-1192 ガロン瓶用変換アダプタ PTFE GL45（M）– GPI38（F） ¥14,000→キャンペーン価格 ¥11,900

5043-1198 スクリュープラグ , 1/8インチ , PTFE, 2個   ¥5,900→キャンペーン価格 ¥5,015

5043-1207 2ポート付き廃液コレクタ , PTFE, 2又 ¥22,000→キャンペーン価格 ¥18,700

InfinityLab 溶媒スリムボトル
9301-6524 溶媒スリムボトル ,透明 , 1,000 mL   ¥2,100→キャンペーン価格 ¥1,785

9301-6526 溶媒スリムボトル ,茶色 , 1,000 mL   ¥5,200→キャンペーン価格 ¥4,420

キャンペーン
対象製品はこちら

http://www.agilent.co.jp/
chem/2020supplylist
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● 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。

サンプル前処理

Captivaフィルタバイアル

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

上記 Captiva フィルタバイアル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 1712とご連絡ください。

キャンペーン内容

キャンペーン期間 : 2020年 9月 30日まで

お願い/注意事項

●シリンジ、シリンジフィルタ、別のバイアルとキャップが不要
●環境に配慮した設計により、サンプルろ過プロセスで廃棄されるガラスとプラスチックを低減
● 3ステップでバイアル内でのフィルタ作業が完了

アジレントのフィルタバイアルは、GC、LC分析におけるワークフローの工程を削減します。

部品番号 品名 価格（円、税別）
5191-5933 0.45 μm PTFE フィルタバイアル , 100個 ¥34,000→キャンペーン価格 ¥28,900

5191-5934 0.20 μm PTFE フィルタバイアル , 100個 ¥34,000→キャンペーン価格 ¥28,900

5191-5935 0.45 μm ナイロンフィルタバイアル , 100個 ¥34,000→キャンペーン価格 ¥28,900

5191-5936 0.20 μm ナイロンフィルタバイアル , 100個 ¥34,000→キャンペーン価格 ¥28,900

5191-5939 0.45 μm RC フィルタバイアル , 100個 ¥34,000→キャンペーン価格 ¥28,900

5191-5940 0.20 μm RC フィルタバイアル , 100個 ¥34,000→キャンペーン価格 ¥28,900

5191-5941 0.45 μm PES フィルタバイアル , 100個 ¥34,000→キャンペーン価格 ¥28,900

5191-5942 0.20 μm PES フィルタバイアル , 100個 ¥34,000→キャンペーン価格 ¥28,900

5191-5943 バイアルクロージングツール ¥46,000→キャンペーン価格 ¥39,100

※ PTFE:ポリテトラフルオロエチレン、RC:再生セルロース、PES:ポリエーテルスルホン
※オートサンプラで使用する場合には、ドローポジション（ニードル高さオフセット）を 10 mmに設定し、底部センサーはオフにしてください。

キャンペーン
対象製品はこちら

http://www.agilent.co.jp/
chem/2020supplylist

5191-5943 バイアルクロージングツールは
最大 9本を一度にフィルタ可能です。

ピペットでサンプルを
充填ラインまで入れます。

フィルタ付きキャップを
差し込みます。

ゆっくり 3秒かけて
押し込む。

1.充填 2.キャップ 3.フィルタ


