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メンブレン

画像 旧コード 新コード 製品名・規格・入数 価格

- M2P-MM ﾒｲﾝﾌﾞﾛｯｸ用ﾒﾝﾌﾞﾚﾝ（穴あけ加工なし） ¥6,000

- M2P-WTM WST/TRM用ﾒﾝﾌﾞﾚﾝ（穴あけ加工なし） ¥3,000

- M8P-MM ﾒｲﾝﾌﾞﾛｯｸ用ﾒﾝﾌﾞﾚﾝ（穴あけ加工なし） ¥10,000

樹脂ブロック

画像 旧コード 新コード 製品名・規格・入数 価格

- M2P-MB ﾒｲﾝﾌﾞﾛｯｸ部用樹脂ﾌﾞﾛｯｸ ¥150,000

- M2P-WTB WST/TRM部用樹脂ﾌﾞﾛｯｸ ¥75,000

- M8P-MB ﾒｲﾝﾌﾞﾛｯｸ部用樹脂ﾌﾞﾛｯｸ ¥200,000

O-ﾘﾝｸﾞ及びｽｸﾘｭｰｷｬｯﾌﾟ部品　（アミダイトボトル）

画像 旧コード 新コード 製品名・規格・入数 価格

- M2P-ACEIN
ｱﾐﾀﾞｲﾄﾎﾞﾄﾙ用　ｲﾝﾅｰ側
(0.5-2.0g)　Eﾎﾞﾄﾙﾀｲﾌﾟ

¥12,000

- M2P-ACEOUT
ｱﾐﾀﾞｲﾄﾎﾞﾄﾙ用　ｱｳﾀｰ側
(0.5-2.0g)　Eﾎﾞﾄﾙﾀｲﾌﾟ

¥5,000

M2P-ACE-OL M2P-ACE-OC ｱﾐﾀﾞｲﾄﾎﾞﾄﾙ用　O-ﾘﾝｸﾞ　Eﾎﾞﾄﾙﾀｲﾌﾟ　耐薬品 ¥1,200

- M2P-ACE-O ｱﾐﾀﾞｲﾄﾎﾞﾄﾙ用　O-ﾘﾝｸﾞ　Eﾎﾞﾄﾙﾀｲﾌﾟ　通常 廃番

- M2P-ACESET
ｱﾐﾀﾞｲﾄ用ﾎﾞﾄﾙｷｬｯﾌﾟｾｯﾄ　Eﾎﾞﾄﾙﾀｲﾌﾟ
(ｱｳﾀｰ、ｲﾝﾅｰ、O-ﾘﾝｸﾞ、ｶﾞｽ・試薬ﾗｲﾝのセット)

¥28,000

NTS M/T series合成機　パーツリスト P1

5000円未満の場合、送料梱包料1000円申し受けます。
M2Pのみの型番の製品は、M型T型 共通です。
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O-ﾘﾝｸﾞ及びｽｸﾘｭｰｷｬｯﾌﾟ部品　（反応試薬ボトル）

画像 旧コード 新コード 製品名・規格・入数 価格

- M2P-RCAIN 反応試薬用　ｲﾝﾅｰ側　細口ﾎﾞﾄﾙ　200ml ¥12,000

- M2P-RCAOUT 反応試薬用　ｱｳﾀｰ側　細口ﾎﾞﾄﾙ　200ml ¥6,500

- M2P-RCA-OL 反応試薬用　O-ﾘﾝｸﾞ　細口ﾎﾞﾄﾙ ¥3,500

- M2P-RCASET
反応試薬用ﾎﾞﾄﾙｷｬｯﾌﾟｾｯﾄ　細口ﾎﾞﾄﾙ
(ｱｳﾀｰ、ｲﾝﾅｰ、O-ﾘﾝｸﾞ、ｶﾞｽ・試薬ﾗｲﾝのセット)

¥31,500

- M2P-RCEIN 反応試薬用　ｲﾝﾅｰ側　広口ﾎﾞﾄﾙ　450ml ¥12,000

- M2P-RCEOUT 反応試薬用　ｱｳﾀｰ側　広口ﾎﾞﾄﾙ　450ml ¥7,000

- M2P-RCE-OL 反応試薬用　O-ﾘﾝｸﾞ　広口ﾎﾞﾄﾙ　450ml ¥3,500

- M2P-RCESET
反応試薬用ﾎﾞﾄﾙｷｬｯﾌﾟｾｯﾄ　広口ﾎﾞﾄﾙ
(ｱｳﾀｰ、ｲﾝﾅｰ、O-ﾘﾝｸﾞ、ｶﾞｽ・試薬ﾗｲﾝのセット)

¥32,000

- M2P-RCGIN 反応試薬用　ｲﾝﾅｰ側　ｶﾞﾛﾝﾎﾞﾄﾙ　3L-4L ¥20,000

- M2P-RCGOUT 反応試薬用　ｱｳﾀｰ側　ｶﾞﾛﾝﾎﾞﾄﾙ　3L-4L 廃番
(以下に変更)

- M2P-RGFOUT 反応試薬用　アウター側　F-Wako 3Lガロンボトル ¥7,500

- M2P-RGHOUT 反応試薬用　アウター側　Honeywell(ABI) 4Lガロン ¥7,500

- M2P-RCG-OL 反応試薬用　O-ﾘﾝｸﾞ　ｶﾞﾛﾝﾎﾞﾄﾙ　3L-4L　耐薬品 ¥9,800

- M2P-RCG-O 反応試薬用　O-ﾘﾝｸﾞ　ｶﾞﾛﾝﾎﾞﾄﾙ　3L-4L　通常 ¥1,280

- M2P-RGFSET
反応試薬用ﾎﾞﾄﾙｷｬｯﾌﾟｾｯﾄ　F-Wako 3Lガロンボトル
(ｱｳﾀｰ、ｲﾝﾅｰ、OL-ﾘﾝｸﾞ、ｶﾞｽ・試薬ﾗｲﾝのセット)

¥47,000

- M2P-RGHSET
反応試薬用ﾎﾞﾄﾙｷｬｯﾌﾟｾｯﾄ　Honeywell(ABI) 4Lガロン
(ｱｳﾀｰ、ｲﾝﾅｰ、OL-ﾘﾝｸﾞ、ｶﾞｽ・試薬ﾗｲﾝのセット)

¥47,000

- M2P-RCFIN 反応試薬用　ｲﾝﾅｰ側　F-Wakoﾎﾞﾄﾙ ¥12,000

- M2P-RCFOUT 反応試薬用　ｱｳﾀｰ側　F-Wakoﾎﾞﾄﾙ ¥7,000

- M2P-RCF-OL 反応試薬用　O-ﾘﾝｸﾞ　F-Wakoﾎﾞﾄﾙ ¥3,500

- M2P-RCFSET
反応試薬用ﾎﾞﾄﾙｷｬｯﾌﾟｾｯﾄ　F-Wakoﾎﾞﾄﾙ
(ｱｳﾀｰ、ｲﾝﾅｰ、O-ﾘﾝｸﾞ、ｶﾞｽ・試薬ﾗｲﾝのセット)

¥32,000

NTS M/T series合成機　パーツリスト P2

5000円未満の場合、送料梱包料1000円申し受けます。
M2Pのみの型番の製品は、M型T型 共通です。
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O-ﾘﾝｸﾞ及びｽｸﾘｭｰｷｬｯﾌﾟ部品　（反応試薬ボトル）

画像 旧コード 新コード 製品名・規格・入数 価格

- M2P-R45IN ボトルキャップ　ｲﾝﾅｰ側　GL45ﾎﾞﾄﾙ用 ¥25,000

- M2P-R45OUT ボトルキャップ　ｱｳﾀｰ側　GL45ﾎﾞﾄﾙ用 ¥16,500

- M2P-R45-OL O-ﾘﾝｸﾞ　GL45ﾎﾞﾄﾙ用　耐薬品 ¥6,000

- M2P-R45SET
反応試薬用ﾎﾞﾄﾙｷｬｯﾌﾟｾｯﾄ　GL45ﾎﾞﾄﾙ
(ｱｳﾀｰ、ｲﾝﾅｰ、O-ﾘﾝｸﾞ、ｶﾞｽ・試薬ﾗｲﾝのセット)

¥57,000

合成カラム接続部品

画像 商品コード 製品名・規格・入数 価格

NT0606150 M2P-CATU
合成カラム　ｶﾗﾑ上側　ｽｸﾘｭｰﾀｲﾌﾟ
（NT0709071旧ﾀｲﾌﾟも同じです）

¥5,000

NT0806021 M2P-CATL 合成カラム　ｶﾗﾑ下側 ¥5,000

NT0709071 M2P-CATUSET 合成カラム　ｶﾗﾑ上側　ﾁｭｰﾌﾞｾｯﾄ ¥7,000

フィルター

画像 旧コード 新コード 製品名・規格・入数 価格

no Cat.No. M2P-F100
フィルター　85um、1/16inch 　100個入り
(生産終了)

廃番

no Cat.No. M2P-F100C フィルター　50um、1/16inch　 100個入り ¥25,000

その他部品

画像 旧コード 新コード 製品名・規格・入数 価格

no Cat.No. M2P-TLN5 チューブラインナット5ヶ入り ¥5,000

no Cat.No. M2P-ATLSET 試薬チューブラインセット（アミダイト用） ¥6,000

no Cat.No. M2P-RTLSET 試薬チューブラインセット（反応試薬用） ¥6,000

no Cat.No. M2P-GTLSET 試薬チューブラインセット（ガロンボトル用） ¥6,000

no Cat.No. M2P-APLSET 試薬ポートラインセット（アミダイト用）※試薬、ガスラインのセット ¥10,000

no Cat.No. M2P-RPLSET 試薬ポートラインセット（反応試薬用）※試薬、ガスラインのセット ¥10,000

no Cat.No. M2P-GPLSET 試薬ポートラインセット（ガロンボトル用）※試薬、ガスラインのセット ¥10,000

no Cat.No. T2P-WTL 廃液チューブライン ¥4,000

no Cat.No. M2P-GRL ガスレギュレーター ¥15,000

no Cat.No. M2P-PVB 電磁弁(Pneumatic valve block)　*メンブレン型用 ¥7,500

no Cat.No. M2P-PVTR 電磁弁(TR用) ¥15,000

no Cat.No. M2P-CL1 試薬クリップ（0.5～1.0g用） ¥2,000

no Cat.No. M2P-CLV 試薬クリップ（Mini vial用） ¥2,000

no Cat.No. M2P-CLS 試薬クリップ（セプタムタイプ） ¥5,000

M2Pのみの型番の製品は、M型T型 共通です。

NTS M/T series合成機　パーツリスト P3

5000円未満の場合、送料梱包料1000円申し受けます。


