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サンプル前処理

新製品

Captiva ディスポーザブルシリンジ

アジレントのディスポーザブルシリンジのラインナップが増えました。

● Economy シリンジ : 滅菌、個包装されていません。ルアーロック仕様です。
（1 mL は滅菌・個包装・ルアースリップ仕様）
● ValueLab シリンジ : Economy シリンジと同じシリンジ・入数ですが、ルアースリップ仕様になります。
部品番号

5610-2107
5610-2108
5610-2109
5610-2110
5610-2111
9301-6476
5610-2112
5610-2113
9301-6474
5610-2114
5610-2115
5190-5103
5610-2116
5610-2117
部品番号

5610-2107
5610-2108
5610-2109
5610-2110
5610-2111
9301-6476
5610-2112
5610-2113
9301-6474
5610-2114
5610-2115
5190-5103
5610-2116
5610-2117

品名

Economy シリンジ , 1 mL 滅菌 , ルアースリップ

ValueLab シリンジ , 1 mL バルク , ルアースリップ

価格（税別）

希望販売価格

¥5,000 →キャンペーン価格

¥3,250

希望販売価格

¥5,700 →キャンペーン価格

¥3,705

希望販売価格 ¥207,000 →キャンペーン価格 ¥134,550

2 mL, 滅菌 , ルアーロック

Economy シリンジ , 2 mL バルク , ルアーロック

希望販売価格 ¥180,000 →キャンペーン価格 ¥117,000

ValueLab シリンジ , 2 mL バルク , ルアースリップ

希望販売価格 ¥103,000 →キャンペーン価格 ¥66,950

5 mL, 滅菌 , ルアーロック

希望販売価格

¥8,400 →キャンペーン価格

¥5,460

希望販売価格 ¥84,000 →キャンペーン価格

¥54,600

Economy シリンジ , 5 mL バルク , ルアーロック

希望販売価格 ¥167,000 →キャンペーン価格 ¥108,550

10 mL, 滅菌 , ルアーロック

希望販売価格

ValueLab シリンジ , 5 mL バルク , ルアースリップ

¥9,700 →キャンペーン価格

¥6,305

Economy シリンジ , 10 mL バルク , ルアーロック

希望販売価格 ¥103,000 →キャンペーン価格 ¥66,950

20 mL, 滅菌 , ルアーロック

希望販売価格 ¥10,200 →キャンペーン価格

ValueLab シリンジ , 10 mL バルク , ルアースリップ

Economy シリンジ , 20 mL バルク , ルアーロック

ValueLab シリンジ , 20 mL バルク , ルアースリップ
品名

Economy シリンジ , 1 mL 滅菌 , ルアースリップ

ValueLab シリンジ , 1 mL バルク , ルアースリップ
2 mL, 滅菌 , ルアーロック

Economy シリンジ , 2 mL バルク , ルアーロック

ValueLab シリンジ , 2 mL バルク , ルアースリップ
5 mL, 滅菌 , ルアーロック

Economy シリンジ , 5 mL バルク , ルアーロック

ValueLab シリンジ , 5 mL バルク , ルアースリップ
10 mL, 滅菌 , ルアーロック

Economy シリンジ , 10 mL バルク , ルアーロック

ValueLab シリンジ , 10 mL バルク , ルアースリップ
20 mL, 滅菌 , ルアーロック

Economy シリンジ , 20mL バルク , ルアーロック

ValueLab シリンジ , 20mL バルク , ルアースリップ

希望販売価格 ¥62,000 →キャンペーン価格

¥40,300

希望販売価格 ¥64,000 →キャンペーン価格

¥41,600

希望販売価格 ¥44,000 →キャンペーン価格

入数

100

滅菌

×

個包装

×

ルアーロック

7000
100

×

×

×

×

6300

×

×

6300
100
3600

×

×

3600
100

×

×

2000

×

×

2000
100
1000
1000

×

×

×

×

¥6,630
¥28,600

ルアースリップ

×

×

×

×

×

×

※シリンジバレルとピストンのみの製品です。針は含みません。
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サンプル前処理

Captiva シリンジフィルタ

分析前のサンプルろ過により、多くのメリットがもたらされます。
分析データの品質向上、精度の向上、機器性能の最適化、カラム
寿命の延長、システムのダウンタイムの低減などです。
部品番号

品名

Captiva プレミアムシリンジフィルタ , 100 個

5190-5082

プレミアムシリンジフィルタ , PTFE, 0.2 μ m, 4 mm

5190-5092

プレミアムシリンジフィルタ , ナイロン , 0.2 μ m, 25 mm

5190-5111

プレミアムシリンジフィルタ , 再生セルロース , 0.45 μ m, 25 mm

5190-5099

プレミアムシリンジフィルタ , PES, 0.45 μ m, 25 mm

5190-5116

プレミアムシリンジフィルタ , 酢酸セルロース , 0.2 μ m, 28 mm

5190-5122

プレミアムシリンジフィルタ , グラスファイバ , 28 mm

Captiva エコノフィルタ , 1000 個

5190-5261

エコノフィルタ , PVDF, 0.2 μ m, 13 mm

5190-5265

エコノフィルタ , PTFE, 0.2 μ m, 13 mm

5190-5272

エコノフィルタ , ナイロン , 0.45 μ m, 25 mm

5190-5276

エコノフィルタ , PES, 0.45 μ m, 25 mm

5190-5280

エコノフィルタ , PP, 0.45 μ m, 25 mm

5190-5307

エコノフィルタ , 再生セルロース , 0.45 μ m, 25 mm

※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。

キャンペーン内容

Captiva ディスポーザブルシリンジと Captiva シリンジフィルタを
同時に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 35 %OFF でご提供いたします。

キャンペーン期間 : 2022 年 9 月 30 日まで

※ご注文をお申し付けいただく際、キャンペーンコード 2195 とご連絡ください。

価格（税別）
希望販売価格￥25,000
→キャンペーン価格 ¥16,250
希望販売価格￥25,000
→キャンペーン価格 ¥16,250
希望販売価格￥25,000
→キャンペーン価格 ¥16,250
希望販売価格￥25,000
→キャンペーン価格 ¥16,250
希望販売価格￥25,000
→キャンペーン価格 ¥16,250
希望販売価格￥25,000
→キャンペーン価格 ¥16,250
希望販売価格￥103,000
→キャンペーン価格 ¥66,950
希望販売価格￥80,000
→キャンペーン価格 ¥52,000
希望販売価格￥80,000
→キャンペーン価格 ¥52,000
希望販売価格￥92,000
→キャンペーン価格 ¥59,800
希望販売価格￥97,000
→キャンペーン価格 ¥63,050
希望販売価格￥167,000
→キャンペーン価格 ¥108,550

キャンペーン
対象製品はこちら

http://www.agilent.co.jp/chem/dispofilter2022
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HPLC

InfinityLab Poroshell 120 カラムキャンペーン
幅広い化合物を効率的に分離する InfinityLab Poroshell 120 カラム
汎用
まずはここから

低 pH 分析
に最適

高 pH 分析
に最適

異なる選択性

極性化合物分析
に最適

キラル分析

Poroshell
EC-C18
1.9 µm, 2.7 µm,
4 µm

Poroshell
SB-C18
1.9 µm, 2.7 µm,
4 µm

Poroshell
HPH-C18
1.9 µm, 2.7 µm,
4 µm

Poroshell
Bonus-RP
2.7 µm

Poroshell
HILIC
1.9 µm, 2.7 µm,
4 µm

Poroshell
Chiral-V
2.7 µm

Poroshell
EC-C8
1.9 µm, 2.7 µm,
4 µm

Poroshell
SB-C8
2.7 µm

Poroshell
HPH-C8
2.7 µm, 4 µm

Poroshell
PFP
1.9 µm, 2.7 µm,
4 µm

Poroshell
HILIC-Z
1.9 µm, 2.7 µm,
4 µm

Poroshell
Chiral-T
2.7 µm

Poroshell PhenylHexyl
1.9 µm, 2.7 µm,
4 µm

Poroshell
HILIC-OH5
2.7 µm

Poroshell
Chiral-CD
2.7 µm

Poroshell
SB-Aq
2.7 µm

Poroshell
Chiral-CF
2.7 µm

Poroshell
EC-CN
2.7 µm

新製品

InfinityLab 分取 HPLC カラム

InfinityLab 分取 HPLC カラムは、シームレスなスケールアップおよび長寿命
のカラムによって、低分子の分離を確実にするように最適化されています。
Poroshell

ZORBAX

Pursuit XRs

SB-C18

SB-C18

C18

HPH-C18

Eclipse Plus C18

C8

SB-C8

Diphenyl

Eclipse Plus C8
Eclipse Plus Phenyl
Phenyl Hexyl

キャンペーン内容

キャンペーン対象 Poroshell 120 カラム、分取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。

キャンペーン期間 : 2022 年 9 月 30 日まで

※ご注文をお申し付けいただく際、キャンペーンコード 2209 とご連絡ください。
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キャンペーン
対象製品はこちら

http://www.agilent.co.jp/chem/2022summerlist

HPLC

InfinityLab クイックコネクトフィッティング
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 MPar まで使用可能です。

キャンペーン対象製品例
部品番号

5067-5961

5067-5957
5067-5958

品名

価格（円、税別）

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￥41,000 →キャンペーン価格 ￥32,800

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￥41,000 →キャンペーン価格 ￥32,800

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

※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。

希望販売価格￥41,000 →キャンペーン価格 ￥32,800

※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、
スリムボトル、パージボトル
キャンペーン対象製品例
部品番号

5043-1217
5043-1218
5043-1220

品名

InfinityLab セーフティキャップ：溶媒ボトル用

希望販売価格￥11,000 →キャンペーン価格 ￥8,800

セーフティキャップ , GL45 4 ポート , 1 リークホース

希望販売価格￥20,000 →キャンペーン価格 ￥16,000

セーフティキャップ , GL45 2 ポート , 1 ベントバルブ
タイムストリップ付きベントバルブ , PTFE, 1 μ m

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

5043-1192
5043-1198
5043-1207
5043-1339
9301-6524
9301-6526

価格（円、税別）

セーフティキャップ , GL45 1 ポート , 1 ベントバルブ

5043-1190

5043-1193

【New】
セーフティパージボトル

希望販売価格￥13,000 →キャンペーン価格 ￥10,400

希望販売価格 ￥3,500 →キャンペーン価格 ￥2,800

InfinityLab セーフティキャップ：廃液ボトル用

希望販売価格￥24,000 →キャンペーン価格 ￥19,200

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

希望販売価格￥15,000 →キャンペーン価格 ￥12,000

スクリュープラグ , 1/8 インチ , PTFE, 2 個

希望販売価格 ￥6,300 →キャンペーン価格 ￥5,040

ガロン瓶用変換アダプタ PTFE GL45（M）- GPI38（F）

2 ポート付き廃液コレクタ , PTFE, 2 又

セーフティパージボトル

希望販売価格￥16,000 →キャンペーン価格 ￥12,800

希望販売価格￥24,000 →キャンペーン価格 ￥19,200

InfinityLab 溶媒スリムボトル、セーフティパージボトル

溶媒スリムボトル , 透明 , 1,000 mL
溶媒スリムボトル , 茶色 , 1,000 mL

※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。

希望販売価格￥24,000 →キャンペーン価格 ￥19,200

希望販売価格 ￥2,400 →キャンペーン価格 ￥1,920

希望販売価格 ￥5,900 →キャンペーン価格 ￥4,720

キャンペーン内容

キャンペーン対象セーフティキャップ、ボトル、フィッティング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。

キャンペーン期間 : 2022 年 9 月 30 日まで

※ご注文をお申し付けいただく際、キャンペーンコード 2209 とご連絡ください。

キャンペーン
対象製品はこちら

http://www.agilent.co.jp/chem/2022summerlist
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GC
新製品

CrossLab CS リークディテクタ

CrossLab CS（Cartridge System : カートリッジシステム）リークディテクタは、
1 台のハンドヘルドユニットでカートリッジを交換することにより、リークディテク
タと ADM フローメータの両方の機能を使用できます。
また、既存 G6691A ADM フローメータについても、ファームウェアをアップデー
トすることで、G6694A リークディテクタカートリッジを使用可能になります。
部品番号

G6693A
G6694A
G6699A
G6691A
G6692A

品名

価格（円、税別）

CrossLab CS リークディテクタ
※ハンドヘルドユニットとリークディテクタカートリッジ付

希望販売価格￥161,000
→キャンペーン価格 ￥120,750

CrossLab CS バンドル
※ハンドヘルドユニット×１, フローメータカートリッジ×１,
リークディテクタカートリッジ×１, キャリングケース×１

希望販売価格￥186,000
→キャンペーン価格 ￥139,500

希望販売価格￥87,000
→キャンペーン価格 ￥65,250

リークディテクタ交換用カートリッジ
※リークディテクタカートリッジのみ

希望販売価格￥123,000
→キャンペーン価格 ￥92,250

ADM フローメータ
※ハンドヘルドユニット×１, フローメータカートリッジ×１

希望販売価格￥29,000
→キャンペーン価格 ￥21,750

ADM フローメータ交換用カートリッジ
※フローメータカートリッジのみ

J&W キャピラリ GC カラム

アジレントはクロマトグラフィーにおいて 40 年以上の経験と実績を持ち、
高い技術と品質に支えられた革新的なカラムをお届けします。
アジレント J&W カラム主なラインナップ
ウルトライナート
DB-WAX UI
DB-1ms UI
DB-5ms UI
DB-624 UI

石油分析
HP-PONA
バイオディーゼル
CP-Volamine
Select Low Sulfur
食品・香料
DB-FATWAX UI
Select FAME
DB-FastFAME
HP-88

GC/MS
DB-1ms
HP-5ms
DB-5ms
VF-624ms
農薬分析
CP-WAX for Amines
VF-5 Pesticides
DB-1701P
DB-CLP1 CLP2
ライフサイエンス
DB-ALC1, ALC2
DB-BAC1, BAC2
HP- Blood Alcohol

ポリシロキサン
DB-1
HP-5
DB-35
CP-1301

PAH
Select PAH
DB-EUPAH
VF-17ms for PAH
CP-Sil PAH
PLOT
HP-PLOT Q/S/U
PoraBOND Q/U
PLOT PT
PoraPLOT Q/S/U

ポリエチレングリコール（PEG）
DB-WAX
HP-INNOWax
DB-FAP
Carbowax

半揮発性化合物
DB-5ms セミボラタイル
Rapid-MS PCB
DB-Dioxin
DB-5.625
キャピラリチューブ
不活性化ヒューズドシリカ
リテンションギャップ

※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。

キャンペーン内容

CrossLab CS リークディテクタと J&W キャピラリ GC カラムを同時にお買い上げい
ただけますと、キャンペーン期間中何度でも定価より 25 %OFF でご提供いたします。

キャンペーン期間 : 2022 年 9 月 30 日まで

※ご注文をお申し付けいただく際、キャンペーンコード 2197 とご連絡ください。
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高温分析
DB-1ht
DB-5ht
DB-17ht
DB-5ht

揮発性化合物
DB-624

Select Volatiles
CP-Select 624 CB
HP-VOC
Intuvo カラム
ウルトライナート
GC/MS
環境分析用
石油分析用

キャンペーン
対象製品はこちら

http://www.agilent.co.jp/chem/crosslabcs2022

GC

GC 注入口セプタム・フェラル

機器の点検やメンテナンスでは GC カラム接続の検査が重要です。
GC 分析の不具合を回避するために、消耗品を定期的に交換しましょう。

キャンペーン対象製品例
部品番号

5183-4757-100
5183-4759-100
5062-3512

品名

個数

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

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

85 % べスペル , 15 % グラファイトフェラル , ショート , 0.8 mm

10/pk

※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。

価格（円、税別）

希望販売価格￥23,000
→キャンペーン価格 ￥18,400
希望販売価格￥20,000
→キャンペーン価格 ￥16,000

希望販売価格￥9,200
→キャンペーン価格 ￥7,360

GC 注入口ライナ

アジレントのスプリットライナは、厳格な寸法の仕様に合わせて製造されており、
最適な注入口性能を得ることができ、外径、内径、テーパ、ガラスウール配置には厳しい許容基準があります。
部品番号

5190-2292
5190-2294
5190-5105
5190-5112

品名

価格（円、税別）

スプリットレスライナ , ウルトライナート , シングルテーパ , ウール無 , 1 個

希望販売価格 ¥5,400 →キャンペーン価格 ¥4,320

スプリットレス , UI, ミッドフリットライナ , 4 mm, 5 本

希望販売価格 ¥7,500 →キャンペーン価格 ¥6,000

スプリットライナ , ウルトライナート , ストレート , ウール入 , 1 個
スプリットレス , UI, ローフリットライナ , 4 mm, 1 本

※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。

希望販売価格 ¥4,600 →キャンペーン価格 ¥3,680

希望販売価格 ¥7,500 →キャンペーン価格 ¥6,000

セルフタイトカラムナット

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
ナットを固定するためのセプタムが必要ありません。

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。
部品番号

G3440-81011
G3440-81013

品名

セルフタイトナット（アジレント用）

セルフタイトナット , カラー付 , 注入口および検出器用

セルフタイトナット , カラー付 , MS トランスファライン用

※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。

キャンペーン内容

希望販売価格 ¥12,000 →キャンペーン価格 ¥9,600
希望販売価格 ¥13,000 →キャンペーン価格 ¥10,400

キャンペーン対象 GC 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。

キャンペーン期間 : 2022 年 9 月 30 日まで

※ご注文をお申し付けいただく際、キャンペーンコード 2209 とご連絡ください。

価格（円、税別）

キャンペーン
対象製品はこちら

http://www.agilent.co.jp/chem/2022summerlist
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【お問い合わせ】

さらに詳しい情報は、担当営業または販売店、
あるいは下記までお問い合せください。

・ホームページ : www.agient.com/chem/jp
・カストマコンタクトセンター
フリーダイアル 0120-477-111

お願い / 注意事項

※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。

アジレント・テクノロジー株式会社
DE27926805
〒 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

