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TGK商品コード

900-12-20-31

キャンペーン価格

￥29,850

U-528 シリーズ

　IT ピペットＱシリーズ

　IT ピペット G シリーズ

U-528 super-8000

　IT ピペット S シリーズ

新規取扱い商品のご紹介 ＆

「特別価格キャンペーンのご案内」

※価格は税別表記になります。

https://www.tgk.co.jp

No.564
平成 31 年 03 月 01 日  発行

〒101-0044　東京都千代田区鍛冶町 2-5-10

電話　03（3252）3461　　FAX　03（3252）5458

〒530-0043　大阪府大阪市北区天満 4-14-2

電話　06（4800）3939　　FAX　06（4800）3938

〒460-0012　愛知県名古屋市中区千代田 2-1-15

電話　052（238）6075　　FAX　052（238）6076

〒812-0053　福岡県福岡市東区箱崎 6-4-26

電話　092（643）8645　　FAX　092（643）8646

〒981-3117　宮城県仙台市泉区市名坂東裏 78-1　斉藤ビル II

電話　022（772）7669　　FAX　022（772）7670

電話　090（2481）6184

本　　　   社

大阪営業所

名古屋営業所

福岡営業所

仙台営業所

札幌営業所



ITピペットQシリーズ
TGK商品コード

900-12-20-05

900-12-20-06

※ギルソン／エッペンタイプのチップもご使用になれます。■

ITピペット Sシリーズ

TGK商品コード

900-12-20-01

900-12-20-02

900-12-20-03

900-12-20-04

品　番 容　量 精　度 価　格

IT-20N
最小2μℓ ± 1.4% ¥12,000
最大20μℓ ± 0.4%

IT-100N
最小10μℓ ± 1.0% ¥12,000
最大100μℓ ± 0.8%

IT-200N
最小20μℓ ± 1.5% ¥12,000
最大200μℓ ± 0.5%

IT-1000N
最小200μℓ ± 1.5% ¥12,000
最大1000μℓ ± 0.5%

※価格は税別表記になります。

■  ITピペット Sシリーズ 

連続可変ディスペンサー

U-528シリーズ

TGK商品コード

900-12-20-21

900-12-20-22

900-12-20-23

900-12-20-24

900-12-20-25

900-12-20-26

品　番 分注量 分注回数 最大吸引量（約） 使用チップ 価　格

U-501
1μℓ～5μℓ

※チップイジェクター付き

1μℓ-30回

5μℓ-6回
32μℓ 200μℓ用 ¥28,000

¥28,000

¥28,000

¥28,000

U-502
5μℓ～25μℓ

※チップイジェクター付き

5μℓ-45回

25μℓ-9回
230μℓ 200μℓ用

U-503
25μℓ～100μℓ

※チップイジェクター付き
1020μℓ 1000μℓ用

U-504
50μℓ～250μℓ

※チップイジェクター付き
1060μℓ 1000μℓ用

U-505 250μℓ～1000μℓ 5350μℓ 5000μℓ用 ¥32,000

¥32,000U-506 250μℓ～1000μℓ 10250μℓ 10000μℓ用

■ 連続可変ディスペンサー U-528 シリーズ

汎用チップ使用

ランニングコストを

大幅削減

※使用チップは全てギルソン／エッペンタイプです。

※プラスチック製チップで採取が困難なサンプルのための専用ガラス製チップを用意しています（U502～U506)

ブローアウト機構搭載、
チップイジェクター付きです（U-501～U-504)

※ U-502 ～ U-506 では、
　　Type-G 用ガラスチップ、
　  専用アダプターがご利用
    になれます。

※ U-502 ～ U-504 は、
    ガラスチップ専用ラックに
　  対応しております。

プラスチック製汎用チップ（ピペットチップ）で採取

できる薬品なら全て使用可能なのはもちろん、ガラス

製チップ（専用アダプターをご利用ください）を使用

することで、更なる効果を発揮します。

※使用チップは全てギルソン／エッペンタイプです。

高耐薬性

ITピペットGシリーズ
ETFE、気化排気口（PAT,P）を導入することにより、耐

薬品性を高めました。酸、有機溶剤、アルカリ等のサンプ

ルが、すべて計量可能なモデルです。最大10000μlの

大容量の型式も準備しております。検定書付きです。

※価格は税別表記になります。
※価格は税別表記になります。

主要部 材　質

ピストン ETFE

○リング
G-5000N、G-10000N FKM + ETFEコーティング

G-200N、G-1000N Perfluoro

ノーズコーン PP（UV吸収剤入り）

ノーズコーン○リング G-5000N
Perfluoro

G-10000N

■ 主な材質

硫酸原液にも使用可能

ETFE採用

気化排気口

●プラスチック製チップで採取が困難なサン

プルのための専用ガラス製チップ、ガラス

チップ専用ラック（M's G-RACKシリーズ）

も用意しています。

ガラスチップ専用ラック
M's G-RACK シリーズ

特別価格キャンペーン　全製品 25％OFF！ 2018 年 11月 1日～ 2019 年 3月 31日 （御発注まで）特別価格キャンペーン　全製品 25％OFF！ 2018 年 11月 1日～ 2019 年 3月 31日 （御発注まで）

キャンペーン価格

￥9,000

￥9,000

キャンペーン価格

￥13,500

￥13,500

￥9,000

キャンペーン価格

￥21,000

￥21,000

￥21,000

￥21,000

￥24,000

￥24,000

￥9,000

TGK商品コード

900-12-20-11

900-12-20-12

900-12-20-13

900-12-20-14

品　番 容　量 精　度 価　格

G-200N
最小20μℓ ± 1.5% ¥19,000
最大200μℓ ± 0.8%

G-1000N
最小200μℓ ± 1.5% ¥19,000
最大1000μℓ ± 0.5%

G-5000N
最小1000μℓ ± 1.5% ¥28,000
最大5000μℓ ± 0.5%

G-10000N
最小2000μℓ ± 1.5% ¥29,000
最大10000μℓ ± 0.5%

※価格は税別表記になります。

■  ITピペット Gシリーズ 
キャンペーン価格

￥14,250

￥14,250

￥21,000

￥21,750

安心 ・ 安全 ・ 高品質 ・ 低価格

ITピペット Ｑシリーズ
完璧な液切れを実現完璧な液切れを実現

ITピペット Sシリーズ

連続可変ディスペンサー

U-528シリーズ

高耐薬性

ITピペットGシリーズ
安心 ・ 安全 ・ 高品質 ・ 低価格

ITピペット Ｑシリーズ

●この品質でこの価格！コスト削減の
　お手伝いを致します！
●ITピペットシリーズの汎用タイプです。
●チップイジェクターは、ワンタッチ脱着
　方式（特許取得済）です。
●軽量でスムーズなストロークを実現、
　疲労を軽減します。
●Pipettingの最高の感触を目指しました。

※使用チップは全て
　　ギルソン／エッペンタイプです。

連続可変・連続分注器、

精度±2％　検定書付き

UV 耐用

ガラスチップも
使用できます。
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