
製品番号 製品名
濃縮度

(atom%)
容器 入目 P/N

通常価格

（税抜）

ｷｬﾝﾍﾟｰﾝ価格

(税抜)

通常価格

（税込）

ｷｬﾝﾍﾟｰﾝ価格

(税込)

25g×1 780259769 ¥13,500 ¥8,100 ¥14,850 ¥8,910

50g×1 780259700 ¥25,500 ¥15,300 ¥28,050 ¥16,830

scb 50g×1 780259386 ¥19,700 ¥11,820 ¥21,670 ¥13,002 SOLD OUT

151947 メチルアルコールD4 99.8 scb 50g×1 780253418 ¥56,800 ¥34,080 ¥62,480 ¥37,488

444324 ジクロロメタンD2 99.9 amp 1g×10 780252675 ¥30,300 ¥18,180 ¥33,330 ¥19,998

532975 ピリジンD5 99.5 amp 10g×1 780258690 ¥18,300 ¥10,980 ¥20,130 ¥12,078

25g×1 780251750 ¥22,000 ¥13,200 ¥24,200 ¥14,520

25g×5 780251768 ¥100,000 ¥60,000 ¥110,000 ¥66,000

612316 ジメチルスルホキシドD6 TMS混合0.05% 99.9 scb 100g×1 780253132 ¥53,600 ¥32,160 ¥58,960 ¥35,376

613096 ベンゼンD6 TMS混合0.05% 99.6 scb 25g×1 780252101 ¥25,000 ¥15,000 ¥27,500 ¥16,500

※SOLD OUT品はご好評につき完売いたしました。

※商品好評につき、品切れになる場合がございます。

＜お願い＞

□ 外観、仕様、価格が変更となる場合がございますので予めご了承ください。

□ 納期に関しては、ご希望に添えない場合もございますので予めご了承ください。

□キャンペーン価格は、通常価格からの40%引きとなります。

612251 99.9 scbアセトンD6 TMS混合0.05%

151874 ジメチルスルホキシドD6 99.9

vial

【NMR溶媒キャンペーンパーツリスト】

＜キャンペーン期間：2022年7月1日(金)～2022年8月31日(水)＞

40%OFF品



製品番号 製品名
濃縮度
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容器 入目 P/N
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ｷｬﾝﾍﾟｰﾝ価格
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ｷｬﾝﾍﾟｰﾝ価格

(税込)

scb 50g×1 780252055 ¥38,000 ¥26,600 ¥41,800 ¥29,260

amp 1g×10 780251997 ¥13,000 ¥9,100 ¥14,300 ¥10,010

amp 1ml×10 780252209 ¥11,000 ¥7,700 ¥12,100 ¥8,470

scb 1kg×1 780252276 ¥65,000 ¥45,500 ¥71,500 ¥50,050

クロロホルムD(LC/NMR) pyrex 1kg×1 780252284 ¥81,000 ¥56,700 ¥89,100 ¥62,370

amp 1g×1 780262964 ¥6,400 ¥4,480 ¥7,040 ¥4,928

scb 10g×1 780252420 ¥49,000 ¥34,300 ¥53,900 ¥37,730

151939 メタノール-OD 99.5 scb 25g×1 780257065 ¥11,400 ¥7,980 ¥12,540 ¥8,778 SOLD OUT

151947 メチルアルコールD4 99.8 amp 1g×10 780253353 ¥33,000 ¥23,100 ¥36,300 ¥25,410

184314 テトラヒドロフランD8 99.5 scb 10g×1 780253795 ¥58,000 ¥40,600 ¥63,800 ¥44,660

186406 1,4-ジオキサンD8 99 amp 1g×1 780256964 ¥29,000 ¥20,300 ¥31,900 ¥22,330

scb 5g×1 780253183 ¥51,000 ¥35,700 ¥56,100 ¥39,270

amp 1g×5 780253175 ¥59,000 ¥41,300 ¥64,900 ¥45,430

amp 1g×5 780252829 ¥78,000 ¥54,600 ¥85,800 ¥60,060

scb 10g×1 780252845 ¥78,000 ¥54,600 ¥85,800 ¥60,060

303011 ヘプタンD16 99 scb 5g×1 780263219 ¥135,400 ¥94,780 ¥148,940 ¥104,258

343854 メチルアルコールD3 99.8 scb 5g×1 780253329 ¥41,400 ¥28,980 ¥45,540 ¥31,878

425362 1,2-ジブロモエタンD4 99 scb 25g×1 780263758 ¥321,000 ¥224,700 ¥353,100 ¥247,170

426237 2,2,2-トリフルオロエチルアルコールOD 99 scb 5ml×1 780257103 ¥73,000 ¥51,100 ¥80,300 ¥56,210

5g×1 780252691 ¥13,800 ¥9,660 ¥15,180 ¥10,626

10g×1 780252683 ¥26,000 ¥18,200 ¥28,600 ¥20,020

449105 トリスD11 (結晶) 99 scb 5g×1 780253981 ¥188,100 ¥131,670 ¥206,910 ¥144,837

489336 エチルD5 アルコール 99.5 amp 5g×1 780253191 ¥145,000 ¥101,500 ¥159,500 ¥111,650

522414 N,N-ジメチルアセトアミドD9 98 amp 1g×1 780252799 ¥75,000 ¥52,500 ¥82,500 ¥57,750

522899 酢酸エチルD8 99.5 amp 5g×1 780263723 ¥156,800 ¥109,760 ¥172,480 ¥120,736

scb 10g×1 780253710 ¥28,000 ¥19,600 ¥30,800 ¥21,560

1g×5 780253698 ¥18,000 ¥12,600 ¥19,800 ¥13,860

1g×10 780253701 ¥30,000 ¥21,000 ¥33,000 ¥23,100

611646 メチルアルコールD4 TMS混合0.05% 99.8 scb 25g×1 780253523 ¥33,800 ¥23,660 ¥37,180 ¥26,026

612200 クロロホルムD TMS混合0.05% 99.8 scb 100g×1 780252365 ¥6,900 ¥4,830 ¥7,590 ¥5,313 SOLD OUT

scb 10g×1 781200652 ¥6,000 ¥4,200 ¥6,600 ¥4,620

amp 1g×10 780253086 ¥12,800 ¥8,960 ¥14,080 ¥9,856

※SOLD OUT品はご好評につき完売いたしました。
※商品好評につき、品切れになる場合がございます。

＜お願い＞
□ 外観、仕様、価格が変更となる場合がございますので予めご了承ください。
□ 納期に関しては、ご希望に添えない場合もございますので予めご了承ください。
□キャンペーン価格は、通常価格からの30%引きとなります。

151866 シクロヘキサンD12 99

ジクロロメタンD2

151823
クロロホルムD

99.8

ジメチルスルホキシドD6 TMS混合0.05%

444324 99.9 scb

532975 99.5
amp

612316 99.9

ピリジンD5

151815 99.6ベンゼンD6

【NMR溶媒キャンペーンパーツリスト】
＜キャンペーン期間：2022年7月1日(金)～2022年8月31日(水)＞

30%OFF品

186414 99.5

189979 99.5

エチルアルコールD6 (無水)

N,NジメチルホルムアミドD7



製品番号 製品名
濃縮度
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151785 酢酸D4 99.5 amp 5g×1 780258193 ¥18,500 ¥14,800 ¥20,350 ¥16,280

10g×1 780258061 ¥5,800 ¥4,640 ¥6,380 ¥5,104

1g×10 780251644 ¥22,300 ¥17,840 ¥24,530 ¥19,624

151807 アセトニトリルD3 99.8 amp 1g×10 780251806 ¥23,000 ¥18,400 ¥25,300 ¥20,240

scb 10g×1 780252021 ¥9,000 ¥7,200 ¥9,900 ¥7,920

amp 0.6ml×10 780251989 ¥9,500 ¥7,600 ¥10,450 ¥8,360

151858 クロロホルムD (100%) 99.96 scb 25ml×1 780252331 ¥20,000 ¥16,000 ¥22,000 ¥17,600

0.6ml×10 780259599 ¥11,200 ¥8,960 ¥12,320 ¥9,856

1g×10 780258983 ¥15,800 ¥12,640 ¥17,380 ¥13,904

0.6ml×10 780252519 ¥13,800 ¥11,040 ¥15,180 ¥12,144

0.8ml×10 780252527 ¥15,400 ¥12,320 ¥16,940 ¥13,552

156914 ジメチルスルホキシドD6 （100%） 99.96 amp 0.8ml×10 780253001 ¥32,600 ¥26,080 ¥35,860 ¥28,688

0.6ml×10 780251733 ¥21,900 ¥17,520 ¥24,090 ¥19,272

0.8ml×10 780251741 ¥29,000 ¥23,200 ¥31,900 ¥25,520

175870 ベンゼンD6 (100%) 99.96 amp 0.6ml×10 780252071 ¥24,600 ¥19,680 ¥27,060 ¥21,648

175897 2-プロパノールD8 99.5 scb 10g×1 780253671 ¥31,000 ¥24,800 ¥34,100 ¥27,280

176605 クロロベンゼンD5 99 scb 5g×1 780252179 ¥33,700 ¥26,960 ¥37,070 ¥29,656

177970 ピリジンD5 (100%) 99.96 amp 0.8ml×10 780253728 ¥120,000 ¥96,000 ¥132,000 ¥105,600

1g×5 780253779 ¥37,500 ¥30,000 ¥41,250 ¥33,000

1g×10 780253787 ¥72,000 ¥57,600 ¥79,200 ¥63,360

1g×1 780252811 ¥16,000 ¥12,800 ¥17,600 ¥14,080

1g×10 780252837 ¥137,000 ¥109,600 ¥150,700 ¥120,560

233366 ジクロロメタンD2（100％） 99.96 amp 0.8ml×5 780263065 ¥41,500 ¥33,200 ¥45,650 ¥36,520

1g×1 780252641 ¥10,500 ¥8,400 ¥11,550 ¥9,240

5g×1 780258355 ¥35,000 ¥28,000 ¥38,500 ¥30,800

366544 アセトニトルD3 TMS混合0.03% 99.8 scb 10g×1 780291941 ¥13,000 ¥10,400 ¥14,300 ¥11,440 SOLD OUT

396540 1,2-ジクロロエタンD4 99 amp 1g×1 780263022 ¥16,000 ¥12,800 ¥17,600 ¥14,080

amp 1g×10 780253825 ¥25,400 ¥20,320 ¥27,940 ¥22,352

10g×1 780253841 ¥16,800 ¥13,440 ¥18,480 ¥14,784

25g×1 780253868 ¥34,500 ¥27,600 ¥37,950 ¥30,360 SOLD OUT

※SOLD OUT品はご好評につき完売いたしました。
※商品好評につき、品切れになる場合がございます。

＜お願い＞
□ 外観、仕様、価格が変更となる場合がございますので予めご了承ください。
□ 納期に関しては、ご希望に添えない場合もございますので予めご了承ください。
□キャンペーン価格は、通常価格からの20%引きとなります。

scb

アセトンD6

ベンゼンD6

189979 N,NジメチルホルムアミドD7 99.5 amp

331511

トルエンD8434388 99.6

98 amp1,2－ジクロロベンゼンD4

175862 アセトンD6 (100%) 99.96 amp

184314 99.5 ampテトラヒドロフランD8 

151815 99.6

151874 99.9 amp

151890 99.96 amp

ジメチルスルホキシドD6

重水 （100%）

151793 99.9 amp

【NMR溶媒キャンペーンパーツリスト】
＜キャンペーン期間：2022年7月1日(金)～2022年8月31日(水)＞

20%OFF品


