
GC/LC用
バイアルキャンペーン

製品名 入数 カタログ番号 キャンペーン
希望販売価格

バイアルキットセプタムフリーキャップセット
2 mL 透明ガラスバイアル、9-425 ネジ、ポリエチレン製キャップ 付き 100 29422-U ¥4,000
2 mL 透明ガラス マーキングスポット付きバイアル、 9-425 ネジ、ポリエチレン製キャップ付き 100 29423-U ¥4,500
2 mL 褐色ガラスバイアル、9-425 ネジ、ポリエチレン製キャップ付き 100 29424-U ¥4,500
2 mL 褐色ガラス マーキングスポット付きバイアル、9-425 ネジ、ポリエチレン製キャップ 100 29425-U ¥4,500

製品名 入数 カタログ番号 キャンペーン
希望販売価格

2mL(1.5mL) バイアル・青色 PP 製キャップ付きセット、 9-425 mm ネジ 

2 mL 透明ガラス PTFE/ シリコン付きキャップ 100 29378-U ¥4,200
2 mL 透明ガラス（ラベル付き）

PTFE/ シリコン付きキャップ 100 29381-U ¥4,300

2 mL 透明ガラス 
PTFE/シリコン（スリット）付きキャップ 100 29379-U ¥5,200

2 mL 透明ガラス（ラベル付き） 
PTFE/シリコン（スリット）付きキャップ 100 29384-U ¥5,500

2 mL 褐色ガラスPTFE/シリコン付きキャップ 100 29385-U ¥4,300
2 mL 褐色ガラス（ラベル付き） 

PTFE/シリコン付きキャップ 100 29386-U ¥4,500

2 mL 褐色ガラス（ラベル付き） 
PTFE/シリコン（スリット）付きキャップ 100 29387-U ¥6,000

Pico Pure Plusキャップは、LC/MS用に開発されたセプタムのない一体型
キャップで、コンタミネーションを低減します。PTFE/シリコンセプタムよ
りもはるかにラクに貫通できるため、スリットは不要です。

熱膨張性の低いタイプ1 のホウケイ酸ガラスを使用。ネジや寸法を厳密に管
理すると共に、汚染の少ないセプタム素材や梱包を用いています。

0.3 mLタイプのインサートはバイアル口に焼き付け
で固定されており円錐が中心に定まります。また、
溶媒がインサートとバイアルの隙間に入る心配もな
く安心してご利用いただけます。

Certified スクリュートップバイアル9-425ネジ（広口）
12 mm（O.D.）× 32 mm（H）× 6 mm（I.D.）

透明・
褐色ラベル付き
スリット付き

サンプルのご用意がございます。お気軽にお問い合わせ下さい。

スクリュートップバイアル：2mL（1.5mL）、12mm×32mm、9-425ネジ、広口

29381-U

29307-U 29391-U

製品名 入数 カタログ番号 キャンペーン
希望販売価格

1.5mL 円錐底バイアル・青色 PP 製キャップ付きセット、9 mm ネジ
1.5mL、円錐底 透明ガラス

PTFE/シリコン付きキャップ 100 29307-U ¥15,000

0.3mL インサート付きバイアル・青色 PP 製キャップ付きセット、9 mm ネジ
0.3mL、透明ガラス（ラベル付き）

PTFE/シリコン付きキャップ 100 29391-U ¥13,500

0.3mL、透明ガラス（ラベル付き） 
PTFE/シリコン（スリット）付きキャップ 100 29392-U ¥15,000

0.3mL、褐色ガラス（ラベル付き） 
PTFE/シリコン付きキャップ 100 29398-U ¥14,000

0.3mL、褐色ガラス（ラベル付き） 
PTFE/シリコン（スリット）付きキャップ 100 29401-U ¥15,000

製品名 入数 カタログ番号 キャンペーン
希望販売価格

青色PP製キャップ、 PTFE/赤色ラバー 100 29315-U ¥2,100
青色PP製キャップ、PTFE/シリコン 100 29319-U ¥2,200
青色PP製キャップ、PTFE/シリコン （スリット付き） 100 29320-U ¥3,000

Certifiedバイアル用 セプタム付きキャップ

Pico Pure Plus+ ™ キャップ付きバイアル

Certified バイアル セット　豊富なラインアップ！

2020年10月5日～
2021年3月31日

キャンペーン期間

ご注文分まで

LC分析に
最適！

The life science business of Merck operates as MilliporeSigma in the U.S. and Canada.



製 品 名 入数 カタログ番号 キャンペーン
希望販売価格

PTFE/赤ゴム セプタム
黒キャップ　PP製 100 29043-U ¥1,600
青キャップ　PP製 100 29044-U ¥1,600
乳白色キャップ　PP製 100 29045-U ¥1,600
PTFE/シリコン セプタム
黒キャップ　PP製 100 29046-U ¥1,700
青キャップ　PP製 100 29047-U ¥1,700
乳白色キャップ　PP製 100 29048-U ¥1,700
PTFE/シリコン  スリット付きセプタム
黒キャップ　PP製 100 29049-U ¥2,000
青キャップ　PP製 100 29051-U ¥2,000
乳白色キャップ　PP製 100 29052-U ¥2,000

キャップ（セプタム付き） インサート
製 品 名 入数 カタログ番号 キャンペーン

希望販売価格

青色ポリプロピレン製キャップ
赤 PTFE/ ラバーセプタム付き 100 854161 ¥2,700

青色ポリプロピレン製キャップ
赤 PTFE/ 白シリコンセプタム付き 1000 SU860019 ¥28,000

製 品 名 入数 カタログ番号 キャンペーン
希望販売価格

0.25mL  ガラスインサート スプリングなし 100 29436-U ¥3,500
0.2mL ガラスインサート 下部スプリング付き 100 29435-U ¥7,000

0.1mL ガラスインサート 下部スプリング付き
100 SU860066 ¥14,000

1000 854110 ¥62,000

29435-U

29000-U
29001-U 29081-U

製 品 名 入数 カタログ番号 キャンペーン
希望販売価格

2mL（1.5mL）、透明ガラス
100 29000-U ¥1,600

1000 29001-U ¥14,000
2mL（1.5mL）、透明ガラス（ラベル付き） 100 854165 ¥2,450
0.3mL、透明ガラス、インターロックバイアル 100 29081-U ¥9,000
2mL（1.5mL）、褐色ガラス 100 29004-U ¥1,500
0.3mL、褐色 ガラス、インターロックバイアル 100 29082-U ¥9,000

低吸着性バイアルは、pH の変化や表面活性を最小とし計量値を良好とします。これ
は、これまでの化学的表面処理（シラン処理）ではなく、ガラス表面の水酸基を減少さ
せる工程を用いているためです。この工程によりナトリウムやホウ素など不要な表面
金属も排除されます。

低吸着性バイアルキット（バイアル・キャップセット）

製 品 名 入数 カタログ番号 キャンペーン
希望販売価格

0.3mL、透明ガラス、マーキングスポット付き、 
　　　  PTFE/ シリコン 100 29661-U ¥15,000

0.3mL、透明ガラス、マーキングスポット付き、
　　　  PTFE/ シリコン（スリット付き） 100 29662-U ¥15,000

0.3mL、褐色ガラス、マーキングスポット付き、
　　　  PTFE/ シリコン 100 29663-U ¥15,000

0.3mL、褐色ガラス、マーキングスポット付き、
　　　  PTFE/ シリコン（スリット付き） 100 29664-U ¥16,000

1.2mL 円錐底 透明ガラス、PTFE/ シリコン 100 29658-U ¥15,000
2 mL 透明ガラス、PTFE/ シリコン 100 29651-U ¥5,000
2 mL 透明ガラス、PTFE/ シリコン（スリット付き） 100 29652-U ¥5,500
2 mL 褐色ガラス、PTFE/ シリコン 100 29653-U ¥5,500
2 mL 褐色ガラス、PTFE/ シリコン（スリット付き） 100 29654-U ¥6,000

キャップ低吸着性バイアル用（セプタム付き）

製 品 名 入数 カタログ番号 キャンペーン
希望販売価格

青色 PP 製キャップ、PTFE/ シリコン 100 29665-U ¥2,000
青色 PP 製キャップ、PTFE/ シリコン （スリット付き） 100 29666-U ¥2,500

29661-U 29651-U29658-U

大容量キャップ、ガラスインサート (1,000 本入り )

低吸着性バイアル セット

バイアルのみ（一般用） キャップのみ（セプタム付き / 一般用）

格 安

おすすめ

〒 153-8927 東京都目黒区下目黒 1-8-1 アルコタワー 5F
製品の最新情報はこちら www.sigmaaldrich.com/japan
製品に関するお問い合わせは、テクニカルサービスへ
E-mail: jpts@merckgroup.com  Tel: 03-6756-8245
在庫照会・ご注文に関するお問い合わせは、カスタマーサービスへ
E-mail: sialjpcs@merckgroup.com  Tel: 03-6756-8275  Fax: 03-6756-8301
シグマ アルドリッチ ジャパン合同会社はメルクのグループ会社です。

リサーチ事業部
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本紙記載の製品は試験・研究用です。ヒト、動物への治療、もしくは診断目的として使用しないようご注意ください。掲載価格は希望販売価格（税別）です。実際の価格は弊社製品取扱販売店へご確認ください。なお、品目、製品情報、価格等は予告なく 
変更される場合がございます。予めご了承ください。 記載内容は2020年10月時点の情報です。 Merck, the vibrant M, and Supelco are trademarks of Merck KGaA, Darmstadt, Germany or its affiliates. All other trademarks are the property of their 
respective owners. Detailed information on trademarks is available via publicly accessible resources. ©2020 Merck KGaA, Darmstadt, Germany. All rights reserved.

かんたんカタログ検索
カタログ 
ファインダー

サイエンス系
お役立ちメディア

M-hub メルク ライフサイエンス公式 
SNS、動画コンテンツをご覧ください。

メルク ライフサイエンス - メールニュース
www.merckmillipore.com/wm

https://www.sigmaaldrich-jp.com/catalog/?utm_source=catalog-ftr&utm_medium=qrcode
https://m-hub.jp/?utm_source=catalog-ftr&utm_medium=qrcode
https://facebook.com/merckmilliporej/
https://line.me/R/ti/p/%40merck
https://twitter.com/MerckMilliporeJ
https://www.youtube.com/channel/UC6W-qmy8zpOe3nmHf9jiOlw
http://www.merckmillipore.com/JP/ja/about-us/news-media-room/email-news-milligram/ALqb.qB.7HYAAAFHGP0XX5IM,nav?RedirectedFrom=http%3A%2F%2Fwww.merckmillipore.jp%2Fwm

