
（別紙）
代表的な製品を掲載しております。
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第M21-66-02A号

現行 新価格

MS-01 イトーシリンジ,ノンデットボリューム, 1.0uL ¥14,200 ¥25,000

MS-05 イトーマイクロシリンジ, ノンデットボリューム,5.0uL ¥16,400 ¥28,000

MS-05AOC23G イトーオートサンプラー用シリンジ, 固定針型, 5uL ¥8,000 ¥12,000

MS-05AOC23G/26G イトーオートサンプラー用シリンジ, 固定針型, 5uL ¥8,000 ¥12,000

MS-05AOC26G イトーオートサンプラー用シリンジ, 固定針型, 5uL ¥8,000 ¥12,000

MS-05HP23G イトーオートサンプラー用シリンジ, 固定針型, 5uL ¥8,000 ¥12,000

MS-05HP23G/26G イトーシリンジ,MS-05HP23G/26G, 5.0uL ¥8,000 ¥12,000

MS-05HP26G イトーシリンジ,MS-05HP26G, 5.0uL ¥8,000 ¥12,000

MS-05VLC イトーシリンジ,MS-05VLC, 5.0uL ¥12,500 ¥17,500

MS-10 イトーマイクロシリンジ, 標準型(固定針),10uL ¥5,900 ¥7,500

MS-100 イトーマイクロシリンジ, 標準型(固定針),100uL ¥8,400 ¥14,000

MS-100VLC イトーマイクロシリンジ,バルコ用, 100uL ¥11,200 ¥18,500

MS-100WTS イトーマイクロシリンジ,ウォーターズ用, 100uL ¥11,200 ¥18,500

MS-10AOC23G イトーオートサンプラー用シリンジ, 10uL ¥8,000 ¥11,000

MS-10AOC23G/26G イトーオートサンプラー用シリンジ, 固定針型, 10uL ¥8,000 ¥11,000

MS-10D イトーマイクロシリンジ, 針先:90°カット,10uL ¥9,100 ¥10,000

MS-10HP23G イトーオートサンプラー用シリンジ, 10uL ¥8,000 ¥11,000

MS-10HP23G/26G イトーオートサンプラー用シリンジ, 10uL ¥8,000 ¥11,000

MS-10HP26G イトーオートサンプラー用シリンジ, 10uL ¥8,000 ¥11,000

MS-10VLC イトーオートサンプラー用シリンジ, 10uL ¥11,200 ¥16,200

MS-10WTS イトーオートサンプラー用シリンジ, 10uL ¥11,200 ¥16,200

【修正】希望小売価格変更となる 伊藤製作所製品一覧
実施日: 2022年4月1日(金)

製品名
希望小売価格（税抜）

P/N
（製品番号）
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MS-25 イトーマイクロシリンジ, 標準型(固定針),25uL ¥7,200 ¥9,500

MS-250 イトーマイクロシリンジ, 標準型(固定針),250uL ¥10,200 ¥15,000

MS-250VLC イトーマイクロシリンジ,バルコ用, 250uL ¥13,700 ¥19,000

MS-250WTS イトーマイクロシリンジ,ウォーターズ用, 250uL ¥13,700 ¥19,000

MS-25WTS イトーマイクロシリンジ,ウォーターズ用, 25uL ¥11,200 ¥17,000

MS-50 イトーマイクロシリンジ, 標準型(固定針),50uL ¥7,800 ¥11,000

MS-500 イトーマイクロシリンジ, 標準型(固定針),500uL ¥10,400 ¥17,000

MS-500VLC イトーマイクロシリンジ,バルコ用, 500uL ¥13,700 ¥19,500

MS-500WTS イトーマイクロシリンジ,ウォーターズ用, 500uL ¥13,700 ¥19,500

MS-50VLC イトーマイクロシリンジ,バルコ用, 50uL ¥11,200 ¥18,000

MS-50WTS イトーマイクロシリンジ,ウォーターズ用, 50uL ¥11,200 ¥18,000

MS-C05 イトーキャピラリーシリンジ, 5uL ¥10,800 ¥16,500

MS-C10 イトーキャピラリーシリンジ, 10uL ¥10,800 ¥16,200

MS-E05 イトースーパーエラスティックシリンジ, 固定針型, 5.0uL ¥12,100 ¥17,500

MS-E05AOC23G イトーオートサンプラー用シリンジ, 島津用 固定針型,5uL ¥12,300 ¥17,500

MS-E05AOC23G/26G イトーオートサンプラー用シリンジ, 固定針型, 5uL ¥12,300 ¥17,500

MS-E05AOC26G イトーオートサンプラー用シリンジ, 固定針型, 5uL ¥12,300 ¥17,500

MS-E05CS イトースーパーエラスティックシリンジ, 固定針,CS型,5.0uL ¥11,300 ¥17,500

MS-E05HP23G イトーオートサンプラーシリンジ, アジレント用固定針型,5uL ¥12,300 ¥17,500

MS-E05HP23G/26G イトーオートサンプラーHP用シリンジ, 固定針型5uL ¥12,300 ¥17,500

MS-E05HP26G イトーオートサンプラーHP用シリンジ, 固定針型5uL ¥12,300 ¥17,500

MS-E05R スーパーエラスティックシリンジ, 固定針型,5uL ¥12,500 ¥17,500

MS-E05VLC イトーエラスティックシリンジ,バルコ用, 固定針型,5uL ¥15,000 ¥19,500

MS-E05WTS イトーエラスティックシリンジ, ウォーターズ用 固定針型 ¥15,000 ¥19,500
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MS-E10 イトースーパーエラスティックシリンジ, 固定針型, 10uL ¥12,100 ¥17,200

MS-E10AOC23G
イトースーパーエラスティックシリンジ, 島津オートサンプラー用
10uL, 23G

¥12,300 ¥17,200

MS-E10AOC23G/26G
イトースーパーエラスティックシリンジ, 島津オートサンプラー用
10uL, 23G/26G

¥12,300 ¥17,200

MS-E10AOC26G イトーエラスティックシリンジ, 島津オートサンプラーAOC用10uL ¥12,300 ¥17,200

MS-E10CS イトースーパーエラスティックシリンジ, 固定針,CS型,10uL ¥11,300 ¥17,200

MS-E10HP23G
イトーエラスティックシリンジ, オートサンプラー用アジレント用
10uL

¥12,300 ¥17,200

MS-E10HP23G/26G
イトーエラスティックシリンジ, オートサンプラー用アジレント用
10uL

¥12,300 ¥17,200

MS-E10HP26G イトーエラスティックシリンジ, オートサンプラー用アジレント用10uL ¥12,300 ¥17,200

MS-E10R スーパーエラスティックシリンジ, 固定針型, 10uL ¥12,500 ¥17,200

MS-E10VLC イトーエラスティックシリンジ,バルコ用, 10uL ¥15,000 ¥19,200

MS-E10WTS イトーエラスティックシリンジ, ウォーターズ用 固定針型, 10uL ¥15,000 ¥19,200

MS-G05 イトーガイド付シリンジ, 5uL ¥13,600 ¥22,500

MS-G10 MS-G10 イトーガイド付シリンジ, 10uL ¥12,600 ¥20,800

MS-G100 イトーガイド付シリンジ, 100uL ¥13,700 ¥23,200

MS-G100L イトーガイド付シリンジ, ロングバレル型,100uL ¥13,800 ¥23,200

MS-G25 イトーガイド付シリンジ, 固定針型, 25uL ¥12,600 ¥21,800

MS-G50 イトーガイド付シリンジ, 固定針型, 50uL ¥13,700 ¥22,500

MS-GAN025 イトーガスタイトシリンジ, 互換針型,0.25mL ¥12,600 ¥16,500

MS-GAN050 イトーガスタイトシリンジ, 互換針型,0.50mL ¥12,600 ¥16,500

MS-GAN100 イトーガスタイトシリンジ, 互換針型,1.0mL ¥14,700 ¥21,000

MS-GAN250 イトーガスタイトシリンジ, 互換針型,2.5mL ¥15,000 ¥21,000

MS-GAN2500 イトーガスタイトシリンジ, 互換針型,25.0mL ¥48,600 ¥68,000

MS-GAN500 イトーガスタイトシリンジ, 互換針型,5.0mL ¥16,400 ¥23,000

MS-GANX00 イトーガスタイトシリンジ, 互換針型,10.0mL ¥19,300 ¥27,000
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MS-GANX000 イトーガスタイトシリンジ, 互換針型, 100mL ¥104,000 ¥142,500

MS-GF10 イトー小容量ガスタイトシリンジ, 固定針型,10uL ¥8,400 ¥10,500

MS-GF100 イトー小容量ガスタイトシリンジ, 固定針型,100uL ¥10,200 ¥14,000

MS-GF25 イトー小容量ガスタイトシリンジ, 固定針型,25uL ¥9,000 ¥11,500

MS-GF50 イトー小容量ガスタイトシリンジ, 固定針型,50uL ¥9,500 ¥12,500

MS-GFN10 イトー小容量ガスタイトシリンジ, 互換針型10uL ¥10,800 ¥13,500

MS-GFN100 イトー小容量ガスタイトシリンジ, 互換針型100uL ¥12,600 ¥16,500

MS-GFN25 イトー小容量ガスタイトシリンジ, 互換針型25uL ¥10,800 ¥14,800

MS-GFN50 イトー小容量ガスタイトシリンジ, 互換針型50uL ¥11,100 ¥15,300

MS-GLL010 イトールアーロックシリンジ, 0.1mL ¥12,600 ¥15,500

MS-GLL025 イトールアーロックシリンジ, 0.25mL ¥10,900 ¥13,500

MS-GLL050 イトールアーロックシリンジ, 0.5mL ¥10,900 ¥13,500

MS-GLL100 イトールアーロックシリンジ, 1.0mL ¥11,100 ¥14,300

MS-GLL250 イトールアーロックシリンジ, 2.5mL ¥11,100 ¥14,300

MS-GLL2500 イトールアーロックシリンジ, 25.0mL ¥45,000 ¥63,000

MS-GLL500 イトールアーロックシリンジ, 5.0mL ¥12,400 ¥15,800

MS-GLL5000 イトールアーロックシリンジ, 50.0mL ¥63,000 ¥87,000

MS-GLLX00 イトールアーロックシリンジ, 10.0mL ¥13,500 ¥18,600

MS-GLLX000 ガスタイトシリンジ, 100mL 大容量タイプ ¥96,000 ¥132,000

MS-N05 イトーシリンジ, 標準互換針,5uL ¥11,200 ¥16,500

MS-N05AOC23G イトーオートサンプラー用シリンジ, 互換針型,5uL ¥9,100 ¥13,700

MS-N05AOC23G/26G イトーオートサンプラー用シリンジ, 互換針型,5uL ¥9,100 ¥13,700

MS-N05HP23G イトーオートサンプラー用シリンジ,HP用, 互換針型,5uL ¥9,100 ¥13,700

MS-N05HP23G/26G イトーオートサンプラー用シリンジ,HP用, 互換針型,5uL ¥9,100 ¥13,700
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MS-N05HP26G イトーオートサンプラー用シリンジ,HP用, 互換針型,5uL ¥9,100 ¥13,700

MS-N05VLC イトーマイクロシリンジ,バルコ用, 互換針型,5uL ¥16,200 ¥22,500

MS-N05WTS イトーマイクロシリンジ,ウォーターズ用, 互換針型,5uL ¥16,200 ¥22,500

MS-N10 イトーシリンジ, 標準互換針,10uL ¥9,500 ¥12,500

MS-N100 イトーシリンジ, 標準互換針,100uL ¥12,600 ¥16,000

MS-N100VLC イトーマイクロシリンジ,バルコ用, 互換針型,100uL ¥15,000 ¥24,000

MS-N100WTS イトーシリンジ,ウォーターズ用, 互換針型,100uL ¥15,000 ¥24,000

MS-N10AOC23G イトーオートサンプラー用シリンジ, 互換針型,10uL ¥9,100 ¥12,700

MS-N10AOC23G/26G イトーオートサンプラー用シリンジ, 互換針型,10uL ¥9,100 ¥12,700

MS-N10HP23G イトーオートサンプラー用シリンジ,HP用, 互換針型,10uL ¥9,100 ¥12,700

MS-N10HP23G/26G イトーオートサンプラー用シリンジ,HP用, 互換針型,10uL ¥9,100 ¥12,700

MS-N10HP26G イトーオートサンプラー用シリンジ,HP用, 互換針型,10uL ¥9,100 ¥12,700

MS-N10VLC イトーマイクロシリンジ,バルコ用, 互換針型,10uL ¥15,000 ¥21,000

MS-N10WTS イトーシリンジ,ウォーターズ用, 互換針型,10uL ¥15,000 ¥21,000

MS-N25 イトーシリンジ, 標準互換針,25uL ¥10,400 ¥13,000

MS-N250 イトーシリンジ, 標準互換針,250uL ¥15,500 ¥19,000

MS-N250VLC イトーマイクロシリンジ,バルコ用, 互換針型,250uL ¥16,200 ¥24,500

MS-N250WTS イトーシリンジ,ウォーターズ用, 互換針型,250uL ¥16,200 ¥24,500

MS-N25WTS イトーシリンジ,ウォーターズ用, 互換針型,25uL ¥15,000 ¥22,000

MS-N50 イトーシリンジ, 標準互換針,50uL ¥11,000 ¥14,500

MS-N500 イトーシリンジ, 標準互換針,500uL ¥16,400 ¥22,000

MS-N500VLC イトーマイクロシリンジ,バルコ用, 互換針型500uL ¥16,200 ¥25,000

MS-N500WTS イトーシリンジ,ウォーターズ用, 互換針型,500uL ¥16,200 ¥25,000

MS-N50VLC イトーマイクロシリンジ,バルコ用, 互換針型,50uL ¥15,000 ¥23,000
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MS-N50WTS イトーシリンジ,ウォーターズ用, 互換針型,50uL ¥15,000 ¥23,000

MS-NE05 イトースーパーエラスティックシリンジ, 互換針型,5.0uL ¥14,300 ¥19,500

MS-NE05AOC23G
イトースーパーエラスティックシリンジ, オートサンプラー用 互換
針,5uL

¥14,300 ¥19,500

MS-NE05AOC23G/26G
イトースーパーエラスティックシリンジ, オートサンプラー用 互換針
型5uL

¥14,300 ¥19,500

MS-NE05CS イトースーパーエラスティックシリンジ, キャピラリ互換針型,5.0uL ¥13,300 ¥19,500

MS-NE05HP23G
イトースーパーエラスティックシリンジ, オートサンプラー用 互換針
型5uL

¥14,300 ¥19,500

MS-NE05HP23G/26G
イトースーパーエラスティックシリンジ, オートサンプラー用 互換針
型5uL

¥14,300 ¥19,500

MS-NE05HP26G
イトースーパーエラスティックシリンジ, オートサンプラー用 互換針
型5uL

¥14,300 ¥19,500

MS-NE05R スーパーエラスティックシリンジ, 互換針型,5uL ¥15,000 ¥19,500

MS-NE05VLC イトースーパーエラスティックシリンジ, バルコ用 互換針,5uL ¥16,200 ¥23,500

MS-NE05WTS
イトースーパーエラスティックシリンジ, ウォーターズ用 互換針
型,5uL

¥16,200 ¥23,500

MS-NE10 イトースーパーエラスティックシリンジ, 互換針型,10.0uL ¥14,300 ¥19,200

MS-NE10AOC23G
イトースーパーエラスティックシリンジ, オートサンプラー用 互換針
型10uL

¥14,300 ¥19,200

MS-NE10AOC23G/26G イトーエラスティックシリンジ, NE10AOC23G/26G ¥14,300 ¥19,200

MS-NE10CS イトースーパーエラスティックシリンジ, キャピラリ互換針型,10uL ¥13,300 ¥19,200

MS-NE10HP23G
イトースーパーエラスティックシリンジ, オートサンプラー用 互換針
型10uL

¥14,300 ¥19,200

MS-NE10HP23G/26G イトースーパーエラスティックシリンジ, アジレント用 互換針,10uL ¥14,300 ¥19,200

MS-NE10HP26G
イトースーパーエラスティックシリンジ, オートサンプラー用 互換針
型10uL

¥14,300 ¥19,200

MS-NE10R イトースーパーエラスティックシリンジ, 互換針型,10uL ¥15,000 ¥19,200

MS-NE10VLC
イトースーパーエラスティックシリンジ, オートサンプラー用 互換針
型10uL

¥16,200 ¥23,200

MS-NE10WTS
イトースーパーエラスティックシリンジ, ウォーターズ用 互換針
型,10uL

¥16,200 ¥23,200

MS-NG05 イトーガイドバー付シリンジ, 互換針型,5uL ¥15,000 ¥25,000

MS-NG10 イトーガイドバー付シリンジ, 互換針型,10uL ¥14,400 ¥23,000

MS-NG100 イトーガイドバー付シリンジ, 互換針型,100uL ¥15,000 ¥25,500
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MS-NG25 イトーガイドバー付シリンジ, 互換針型,25uL ¥15,000 ¥24,000

MS-NG50 イトーガイドバー付シリンジ, 互換針型,50uL ¥15,000 ¥24,800

MS-NP05 イトーPTFEスリーブ付シリンジ, 互換針型,5uL ¥14,300 ¥20,300

MS-NP10 イトーPTFEスリーブ付シリンジ, 互換針型,10uL ¥14,300 ¥20,000

MS-NR05 イトーマイクロシリンジ,レオダイン用, 互換針型,5uL ¥13,700 ¥15,800

MS-NR10 イトーマイクロシリンジ,レオダイン用, 互換針型,10uL ¥13,700 ¥14,500

MS-NR100 イトーマイクロシリンジ,レオダイン用, 互換針型,100uL ¥13,700 ¥16,000

MS-NR25 イトーマイクロシリンジ,レオダイン用, 互換針型,25uL ¥13,700 ¥15,000

MS-NR250 イトーマイクロシリンジ,レオダイン用, 互換針型,250uL ¥15,000 ¥16,500

MS-NR50 イトーマイクロシリンジ,レオダイン用, 互換針型,50uL ¥13,700 ¥15,500

MS-NR500 イトーマイクロシリンジ,レオダイン用, 互換針型,500uL ¥15,000 ¥17,000

MS-NT05 イトープロテクター付シリンジ, 互換針型,5.0uL ¥15,300 ¥25,600

MS-NT10 イトープロテクター付シリンジ, 互換針型,10uL ¥15,300 ¥25,300

MS-NW05 イトーマイクロシリンジ,GC用, 互換針,5uL ¥21,200 ¥35,000

MS-NW05R イトーマイクロシリンジ,レオダイン用, 交換針5uL ¥21,200 ¥35,000

MS-NW05WTS イトーマイクロシリンジ,ウォーターズ用, 交換針, 5uL ¥21,200 ¥35,000

MS-NW10 イトーマイクロシリンジ, 互換針,10uL ¥19,100 ¥32,500

MS-NW100 イトーマイクロシリンジ, 互換針1,100uL ¥20,800 ¥35,900

MS-NW100R イトーマイクロシリンジ,レオダイン用, 互換針型,100uL ¥21,200 ¥35,900

MS-NW10R イトーマイクロシリンジ,レオダイン用, 互換針型,10uL ¥21,200 ¥32,500

MS-NW25 イトーマイクロシリンジ,GC用, 互換針型,25uL ¥19,100 ¥33,700

MS-NW25R イトーマイクロシリンジ,レオダイン用, 互換針型,25uL ¥21,200 ¥33,700

MS-NW25WTS W型ワンタッチプランジャーロック, イトーシリンジ,ウォーターズ用 ¥21,200 ¥33,700

MS-NW50 イトーマイクロシリンジ,GC用, 互換針型,50uL ¥20,400 ¥35,000
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MS-NW50R イトーマイクロシリンジ,レオダイン用, 互換針型,50uL ¥21,200 ¥35,000

MS-P05 イトーPTFEスリーブ付シリンジ, 固定針型, 5uL ¥12,500 ¥17,000

MS-P10 イトーPTFEスリーブ付シリンジ, 固定針型, 10uL ¥12,500 ¥16,700

MS-R05 イトーマイクロシリンジ,レオダイン用, 固定針型, 5uL ¥7,500 ¥11,000

MS-R10 イトーマイクロシリンジ,レオダイン用, 固定針型, 10uL ¥6,900 ¥10,000

MS-R100 イトーマイクロシリンジ,レオダイン用, 固定針型, 100uL ¥8,400 ¥13,500

MS-R25 イトーマイクロシリンジ,レオダイン用, 固定針型, 25uL ¥7,200 ¥10,500

MS-R250 イトーマイクロシリンジ,レオダイン用, 固定針型, 250uL ¥10,200 ¥14,500

MS-R50 イトーマイクロシリンジ,レオダイン用, 固定針型, 50uL ¥7,800 ¥12,000

MS-R500 イトーマイクロシリンジ,レオダイン用, 固定針型, 500uL ¥12,500 ¥16,000

MS-RG05 イトーマイクロシリンジ,ガイド付, レオダイン用 固定針型, 5uL ¥10,800 ¥22,500

MS-RG10 イトーマイクロシリンジ,ガイド付, レオダイン用 固定針型, 10uL ¥10,800 ¥20,800

MS-T05 イトープロテクター付シリンジ, 5uL ¥13,600 ¥22,800

MS-T10 イトープロテクター付シリンジ, 10uL ¥13,600 ¥22,500

MS-UNF025 イトーマイクロシリンジ, 250uL, ＵＮＦネジ ¥9,400 ¥14,100

MS-UNF100 イトーマイクロシリンジ, 1ml, ＵＮＦネジ ¥9,400 ¥15,000

MS-UNF250 イトーマイクロシリンジ, 2.5ml, ＵＮＦネジ ¥9,400 ¥15,000

MS-UNF500 イトーマイクロシリンジ, 5ml, ＵＮＦネジ ¥10,200 ¥15,500

MS-W05 イトーマイクロシリンジ,GC用, 固定針,5uL ¥17,500 ¥28,900

MS-W05R イトーマイクロシリンジ,レオダイン用, 5uL ¥17,500 ¥28,900

MS-W05WTS イトーマイクロシリンジ,WAT用, 固定針,5uL ¥17,500 ¥28,900

MS-W10 イトーマイクロシリンジ, 細固定針,10uL ¥16,200 ¥26,800

MS-W100 イトーマイクロシリンジ, 太固定針,100uL ¥17,900 ¥29,600

MS-W100R イトーマイクロシリンジ,レオダイン用, 100uL ¥17,500 ¥29,600
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MS-W100WTS イトーマイクロシリンジ,WAT用, 固定針,100uL ¥17,500 ¥29,600

MS-W10R イトーマイクロシリンジ,レオダイン用, 10uL ¥17,500 ¥26,800

MS-W10WTS イトーマイクロシリンジ,WAT用, 固定針型, 10uL ¥17,500 ¥26,800

MS-W25 イトーマイクロシリンジ, GC固定針型, 25uL ¥16,800 ¥27,800

MS-W25R イトーマイクロシリンジ,レオダイン用, 25uL ¥17,500 ¥27,800

MS-W25WTS イトーマイクロシリンジ,ウォーターズ用, 固定針型, 25uL ¥17,500 ¥27,800

MS-W50 イトーマイクロシリンジ, GC固定針型, 50uL ¥17,500 ¥28,900

MS-W50R イトーマイクロシリンジ,レオダイン用, 50uL ¥17,500 ¥28,900

MS-W50WTS イトーマイクロシリンジ,ウォーターズ用, 固定針型, 50uL ¥17,500 ¥28,900

MS-X05 イトーマイクロシリンジ, 標準型(固定針),5uL ¥7,500 ¥12,500

PGS025 イトーシリンジ用プランジャー ¥3,700 ¥7,500

PGS050 イトーシリンジ用プランジャー ¥3,700 ¥7,500

PGS100 イトーシリンジ用プランジャー ¥3,700 ¥7,500

PGS250 イトーシリンジ用プランジャー ¥3,700 ¥7,500

PGS500 イトーシリンジ用プランジャー, MS-GAN/GLL用 ¥3,700 ¥9,500

PGSX00 イトーシリンジ用プランジャー ¥3,700 ¥9,500

TEF001 イトーPTFEチップ,10u用GF10,GFN10用, 5個 ¥8,000 ¥9,500

TEF005 イトーPTFEチップ,50uLGF50,GFN50用, 5個 ¥5,000 ¥6,000

TEF010 イトーPTFEチップ,GF100,GFN100用, 100uL ¥5,000 ¥6,000

TEF025 イトーPTFEチップ5,GLL025用,GAN025用, 0.25mL,5個 ¥3,300 ¥4,000

TEF050 イトーPTFEチップ,GLL050用,GAN050, 0.5mL,5個 ¥3,300 ¥4,000

TEF100 イトーPTFEチップ,GLL100用,GAN100, 1.0mL,5個 ¥3,300 ¥4,000

TEF250A イトーPTFEチップ,GLL250用, (旧タイプ)GAN250 ¥3,300 ¥4,000

TEF250B イトーPTFEチップ,GAN250,GLL250用, 5個 ¥3,300 ¥4,000
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TEF500A イトーPTFEチップ,GLL500用, (旧タイプ)GAN500,5個 ¥3,300 ¥4,000

TEF500B イトーPTFEチップ,GAN500,GLL500用 ¥3,300 ¥4,000

TEFX00A イトーPTFEチップ,GLLX00用, (旧タイプ)GANX00 ¥3,300 ¥4,000

TEFX00B イトーPTFEチップ,GANX00,GLLX00用, 5個 ¥3,300 ¥4,000

TK-001 イトーシリンジ, チップ交換キット ¥11,300 ¥15,000

XX-CS イトーシリンジ,MS-NECS用, 交換針,50mmx0.56/0.47mmOD,5本 ¥6,000 ¥8,500

XX-MS61 イトーシリンジ,MS-GAN用, 交換針, 30mmx0.56mmOD,5本 ¥6,300 ¥9,100

XX-MSA イトーシリンジ, A型鋭角交換針, 50mmx0.52mmOD,5本 ¥5,000 ¥7,200

XX-MSAOC23G イトーシリンジ オートサンプラー用, 島津AOC用交換針, 23G,5本 ¥5,000 ¥7,200

XX-MSAOC23G/26G
イトーシリンジ オートサンプラー用, 島津AOC用交換針,
23G/26G,5本

¥5,000 ¥7,200

XX-MSAOC26G イトーシリンジ オートサンプラー用, 島津AOC用交換針, 26G,5本 ¥5,000 ¥7,200

XX-MSB イトーシリンジ, B型テーパー交換針,50mmx0.52/0.43mmOD,5本 ¥5,000 ¥7,200

XX-MSC イトーシリンジ, C型鋭角交換針,30mmx0.52mmOD,5本 ¥5,000 ¥7,200

XX-MSCAP イトーシリンジ, キャピラリー交換針,85mmx0.20mmOD,5本 ¥11,200 ¥16,200

XX-MSD イトーシリンジ, D型鈍角交換針, 30mmx0.52mmOD,5本 ¥5,000 ¥7,200

XX-MSE イトーシリンジ, E型横穴交換針, 50mmx0.52mmOD,5本 ¥6,300 ¥9,100

XX-MSF イトーシリンジ, F型鋭角交換針, 50mmx0.52mmOD,5本 ¥5,000 ¥7,200

XX-MSHP23G
イトーシリンジオートサンプラー用, アジレント用 ,アジレント用 交
換針, 5本

¥5,000 ¥7,200

XX-MSHP23G/26G イトーシリンジオートサンプラー用, 交換針,5本 ¥5,000 ¥7,200

XX-MSHP26G イトーシリンジ オートサンプラー用, アジレント用交換針,5本 ¥5,000 ¥7,200

XX-MSL
イトーシリンジ 交換針, L型ルアーロック互換針
50mmx0.56mmOD,5本

¥5,000 ¥7,200

XX-MSR イトーシリンジ オートサンプラー用, レオダイン用 交換針, 5本 ¥6,300 ¥9,100

XX-MSVL イトーシリンジ オートサンプラー用, バルコ用, 交換針, 5本 ¥6,300 ¥9,100

XX-MSWT イトーシリンジ,ウォーターズU6K用, 交換針, 5本 ¥6,300 ¥9,100
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