
日頃のご愛顧に感謝し、キャンペーン期間中、下記のISOTEC製NMR溶媒をキャンペーン価格にてご提供いたします。
この機会に是非ご利用いただけますようお願い申し上げます。

ISOTEC製 NMR溶媒キャンペーン
◎期間：2020年12月14日～2021年3月19日

製品番号 製品名 濃縮度(atom%) 容器 入目 通常価格 キャンペーン価格

151823 クロロホルム-d1 99.8

amp
		0.6ml×10 ¥16,000	 ¥6,000 
						1ml×10 ¥18,000	 ¥9,000 

scb

		50g×1 ¥3,200	 ¥1,800 
100g×1 ¥5,200	 ¥2,500 
100g×5 ¥25,000	 ¥12,300 
		1kg×1 ¥43,000	 ¥27,900 

225789 クロロホルム-d1,	0.03%TMS混合 99.8 scb
100g×1 ¥5,800	 ¥2,600 
		100g×10 ¥46,400	 ¥25,500 

612200 クロロホルム-d1,	0.05%TMS混合 99.8 scb
100g×1 ¥5,800	 ¥2,600 
		100g×10 ¥46,500	 ¥25,300 

151874 ジメチルスルホキシド-d6 99.9

amp
		0.6ml×10 ¥11,200	 ¥7,200 
						1g×10 ¥15,800	 ¥9,000 

scb/amp
		10g×1 ¥4,100	 ¥2,000 
		10g×5 ¥18,800	 ¥9,800 
				10g×10 ¥33,000	 ¥18,300 

scb
		25g×1 ¥8,700	 ¥4,450 
		50g×1 ¥16,800	 ¥8,700 

vial
		10g×1 ¥4,100	 ¥2,500 
		25g×1 ¥8,700	 ¥3,400 
		50g×1 ¥16,800	 ¥6,000 

612316 ジメチルスルホキシド-d6,	0.05%TMS混合 99.9

amp 						1g×10 ¥12,800	 ¥7,040 

scb

		10g×1 ¥6,000	 ¥3,300 
		25g×1 ¥11,000	 ¥6,000 
		25g×5 ¥42,300	 ¥23,200 
100g×1 ¥35,000	 ¥19,200 

151947 メタノール-d4 99.8

amp

		0.6ml×10 ¥11,000	 ¥7,000 
						1g×10 ¥13,500	 ¥8,700 
						1g×50 ¥68,000	 ¥42,500 
								1g×100 ¥128,000	 ¥83,000 

scb/amp
	10g×1 ¥13,500	 ¥6,500 
	10g×5 ¥56,800	 ¥30,500 
				10g×10 ¥128,000	 ¥59,000 

scb 		50g×1 ¥56,800	 ¥27,000 

611646 メタノール-d4,	0.05%TMS混合 99.8 scb

		10g×1 ¥15,000	 ¥8,100 
		10g×5 ¥68,000	 ¥39,300 
				10g×10 ¥117,000	 ¥78,000 
		25g×1 ¥33,800	 ¥18,590 

151882 重水 99.9 scb

100g×1 ¥15,500	 ¥8,100 
100g×5 ¥68,000	 ¥37,400 
		100g×10 ¥130,000	 ¥71,500 
		1kg×1 ¥120,000	 ¥65,000 

617385 重水 99.8 pl	can
		5kg×1 ¥498,000	 ¥323,700 
		10kg×1 ¥980,000	 ¥637,000 

151815 ベンゼン-d6 99.6

amp
		0.6ml×10 ¥7,800	 ¥5,100 
						1g×10 ¥9,000	 ¥5,800 

scb/amp
		10g×1 ¥9,000	 ¥4,700 
		10g×5 ¥33,000	 ¥23,000 

							10g×10 ¥60,000	 ¥45,000 
scb 			50g×1 ¥33,000	 ¥19,500 

613096 ベンゼン-d6,	0.05%TMS混合 99.6 scb
			25g×1 ¥19,900	 ¥12,900 
			25g×5 ¥81,000	 ¥52,600 
			100g×1 ¥62,800	 ¥43,000 

444324 ジクロロメタン-d2 99.9

amp 							1g×10 ¥26,800	 ¥12,000 

scb/amp
					5g×1 ¥9,600	 ¥6,500 
		10g×1 ¥16,800	 ¥11,000 

scb 			25g×1 ¥32,500	 ¥21,000 

331511 1,2-ジクロロベンゼン-d4 98
amp

					1g×1 ¥20,000	 ¥13,000 
					5g×1 ¥40,000	 ¥24,000 

scb 			100g×1 ¥560,000	 ¥280,000 

358703 1,1,2,2-テトラクロロエタン-d2 99.5
scb/amp 					5g×1 ¥11,300	 ¥7,300 
scb 			100g×1 ¥120,000	 ¥78,000 

184314 テトラヒドロフラン-d8 99.5
amp

					1g×5 ¥36,000	 ¥26,000 
							1g×10 ¥64,400	 ¥45,000 

scb/amp 			10g×1 ¥58,000	 ¥29,000 
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★「NMR溶媒購入でもれなくもらえるプレゼント」の対象商品です。



ISOTEC製 NMR溶媒キャンペーン

製品番号 製品名 濃縮度(atom%) 容器 入目 通常価格 キャンペーン価格

151807 アセトニトリル-d3 99.8

amp
						0.6ml×10 ¥7,900	 ¥5,100 
				1g×10 ¥19,000	 ¥12,300 

scb/amp
10g×1 ¥10,400	 ¥5,000 
10g×5 ¥43,200	 ¥24,000 

scb
25g×1 ¥22,000	 ¥12,500 
50g×1 ¥43,200	 ¥23,000 

366544 アセトニトリル-d3,	0.03%TMS混合 99.8 scb
10g×1 ¥10,000	 ¥7,000 
10g×5 ¥48,200	 ¥34,000 

151793 アセトン-d6 99.9

amp 					1g×10 ¥19,800	 ¥12,800 

scb
	10g×1 ¥5,800	 ¥4,800 
	10g×5 ¥27,000	 ¥23,000 
	50g×1 ¥27,000	 ¥22,000 

612251 アセトン-d6,	0.05%TMS混合 99.9 scb
	25g×1 ¥15,000	 ¥8,000 
	25g×5 ¥73,000	 ¥39,000 
			25g×10 ¥128,000	 ¥75,000 

392898 イソプロピルアルコール-1,1,1,3,3,3-d6 99 amp 			1g×1 ¥23,000	 ¥14,900 

175897 イソプロピルアルコール-d8 99.5 scb/amp
			5g×1 ¥14,000	 ¥9,100 
	10g×1 ¥27,000	 ¥17,500 
	10g×5 ¥120,000	 ¥78,000 

151904 エタノール-OD	(無水) 99.5 scb 	25g×1 ¥12,500	 ¥8,100 
347434 エタノール-1,1-d2	(無水) 98 amp 			1g×1 ¥36,000	 ¥23,400 
329347 エタノール-2,2,2-d3	(無水) 99 amp 			1g×1 ¥26,000	 ¥16,900 

186414 エタノール-d6	(無水) 99.5
amp 			1g×5 ¥34,500	 ¥22,400 
scb/amp 			5g×1 ¥29,000	 ¥18,800 

489336 エチル-d5	アルコール 99.5 scb/amp 			5g×1 ¥85,000	 ¥55,200 
437344 エチルベンゼン-d10 98 scb 10g×1 ¥30,000	 ¥19,500 
343811 エチレングリコール-(OD)2 98 amp 		1g×1 ¥20,000	 ¥13,000 
347442 エチレン-d4	グリコール 98 amp 		1g×1 ¥17,300	 ¥13,800 

151971 オクタン-d18 99
amp 		1g×1 ¥19,800	 ¥12,800 
scb 		5g×1 ¥66,000	 ¥42,900 

176605 クロロベンゼン-d5 99 scb 		5g×1 ¥32,000	 ¥20,800 
151777 酢酸-OD 99 scb 	50g×1 ¥10,500	 ¥8,400 

151785 酢酸-d4 99.5 scb/amp
			5g×1 ¥8,500	 ¥5,500 
	10g×1 ¥12,000	 ¥9,600 

522899 酢酸エチル-d8 99.5
amp 			1g×1 ¥38,200	 ¥24,800 
scb/amp 			5g×1 ¥148,300	 ¥96,300 

613479 ジエチル-d10	エーテル 99
amp 			1g×1 ¥29,000	 ¥18,800 
scb 			5g×1 ¥128,000	 ¥83,200 

186406 1,4-ジオキサン-d8 99 amp 			1g×1 ¥25,600	 ¥16,600 

151866 シクロヘキサン-d12 99
amp

		1g×1 ¥6,100	 ¥3,900 
		1g×5 ¥29,200	 ¥18,900 

scb/amp 10g×1 ¥44,800	 ¥29,100 
396540 1,2-ジクロロエタン-d4 99 amp 		1g×1 ¥12,000	 ¥7,800 
485535 DL-1,4-ジチオトレイトール-d10	 98 vial 0.5g×1 ¥170,000	 ¥110,500 
259020 ジブロモメタン-d2 99.6 scb 		5g×1 ¥39,300	 ¥25,500 

522414 N,N-ジメチルアセトアミド-d9 98 amp
		1g×1 ¥38,000	 ¥24,700 
		5g×1 ¥128,000	 ¥103,000 

189979 N,N-ジメチルホルムアミド-d7 99.5
amp

		1g×1 ¥12,300	 ¥7,900 
		1g×5 ¥61,200	 ¥38,000 
				1g×10 ¥111,000	 ¥70,000 

scb/amp 10g×1 ¥69,000	 ¥38,000 

176702 水酸化アンモニウム-d5	(25wt%	重水溶液) 99 scb
50g×1 ¥37,400	 ¥24,300 
100g×1 ¥59,800	 ¥38,900 

176761 水酸化カリウム-d1	(40wt%	重水溶液) 99 pl	scb 25g×1 ¥28,000	 ¥18,200 
176788 水酸化ナトリウム-d1	(40wt%	重水溶液) 99 pl	scb 50g×1 ¥15,600	 ¥10,100 
217131 デカヒドロナフタレン-d18 98 amp 		1g×1 ¥38,300	 ¥24,800 

606928/T24007 テトラメチルシラン vial 50g×1 ¥11,600	 ¥7,500 
449105 トリス-d11	(結晶) 99 scb 		5g×1 ¥139,000	 ¥90,300 
486248 トリス-d11	(～1M	重水溶液) 99 scb 10ml×1 ¥88,000	 ¥57,200 
426237 2,2,2-トリフルオロエチルアルコール-OD 99 scb 5ml×1 ¥9,900	 ¥6,400 

152005 トリフルオロ酢酸-d1 99.5 amp

10g×1 ¥7,800	 ¥5,100 
10g×5 ¥33,000	 ¥23,000 
			10g×10 ¥55,000	 ¥41,000 
25g×1 ¥19,800	 ¥12,800 
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★「NMR溶媒購入でもれなくもらえるプレゼント」の対象商品です。



ISOTEC製 NMR溶媒キャンペーン

製品番号 製品名 濃縮度(atom%) 容器 入目 通常価格 キャンペーン価格

613150 3-(トリメチルシリル)-1-プロパンスルフォン酸-d6	ナト
リウム(DSS-d6)

98 scb 500mg×1 ¥82,000	 ¥53,300 

269913 3-トリメチルシリルプロピオン酸ナトリウム
-2,2,3,3-d4(TSP-d4)

98 scb
				1g×1 ¥20,500	 ¥16,500 
				5g×1 ¥49,000	 ¥31,800 

434388 トルエン-d8 99.6

amp
							1g×10 ¥25,400	 ¥16,500 
	10g×1 ¥16,700	 ¥10,200 
	10g×5 ¥64,000	 ¥41,600 

scb
	10g×1 ¥15,800	 ¥10,200 
	10g×5 ¥64,000	 ¥41,600 
	25g×1 ¥32,000	 ¥20,800 

151955 ニトロベンゼン-d5 99.5
amp 						1g×10 ¥17,000	 ¥11,000 

scb/amp
	10g×1 ¥15,600	 ¥10,100 
	10g×5 ¥69,000	 ¥44,800 

151963 ニトロメタン-d3 99 scb/amp 	10g×1 ¥18,400	 ¥14,700 

532975 ピリジン-d5 99.5
amp

			1g×5 ¥12,700	 ¥8,200 
						1g×10 ¥20,000	 ¥11,000 

scb/amp 		10g×1 ¥18,300	 ¥10,300 
302996 1-ブタノール-d10 99 scb 				5g×1 ¥75,000	 ¥60,000 
434132 t-ブチル-メチル-d3	エーテル 99 amp 				1g×1 ¥13,000	 ¥8,400 

175730 ブロモベンゼン-d5 99.5 scb/amp
	10g×1 ¥28,400	 ¥19,500 
	10g×5 ¥142,000	 ¥95,000 

534773 ヘキサフルオロアセトン1.6D2O 99.5 scb 	50g×1 ¥59,500	 ¥38,600 

303003 ヘキサン-d14 99
amp 				1g×1 ¥18,000	 ¥11,700 
scb/amp 				5g×1 ¥77,000	 ¥50,100 

411957 ペンタフルオロフェノール-OD 98 scb 				5g×1 ¥84,600	 ¥54,900 
151939 メタノール-OD 99.5 scb 		25g×1 ¥8,000	 ¥5,200 

343854 メタノール-d3 99.8
amp

				1g×1 ¥12,000	 ¥7,800 
				5g×1 ¥31,500	 ¥15,750 

scb 				5g×1 ¥31,500	 ¥20,400 
296775 メタノール-12C,d4 99.95	12C,	99.8	D amp 	0.8ml×1 ¥8,900	 ¥5,700 
176796 硫酸-d2	(96wt%	重水溶液) 99 scb 		50g×1 ¥19,800	 ¥12,800 

★

高濃縮度品
製品番号 製品名 濃縮度(atom%) 容器 入目 通常価格 キャンペーン価格

233323 アセトニトリル-d3	"100%" 99.96 amp
0.6ml×10 ¥40,000	 ¥26,000 
0.8ml×10 ¥60,000	 ¥39,000 

175862 アセトン-d6	"100%" 99.96 amp
0.6ml×10 ¥14,300	 ¥9,300 
0.8ml×10 ¥25,500	 ¥16,600 

151858 クロロホルム-d1	"100%" 99.96
amp

0.6ml×10 ¥9,600	 ¥6,200 
0.8ml×10 ¥10,700	 ¥6,900 

scb/amp 10ml×1 ¥8,300	 ¥5,300 
scb 25ml×1 ¥20,000	 ¥13,000 

233366 ジクロロメタン-d2	"100%" 99.96 amp
0.8ml×5 ¥41,500	 ¥25,000 
0.8ml×10 ¥62,000	 ¥37,200 

156914 ジメチルスルホキシド-d6	"100%" 99.96
amp

0.3ml×10 ¥26,800	 ¥17,000 
0.6ml×10 ¥28,300	 ¥18,000 
0.8ml×10 ¥32,600	 ¥21,000 

amp/vial 	10g×1 ¥27,100	 ¥17,600 
606979 ジメチルスルホキシド-12C2,d6	"100%" 99.95	12C,	99.96	D amp 0.8ml×1 ¥69,000	 ¥44,900 

151890 重水	"100%" 99.96
amp

0.6ml×10 ¥12,000	 ¥7,800 
0.8ml×10 ¥12,800	 ¥8,300 

vial
	10g×1 ¥5,900	 ¥3,600 
	10g×5 ¥22,000	 ¥14,300 

233382 トルエン-d8	"100%" 99.96 amp
0.8ml×5 ¥28,000	 ¥18,200 
0.8ml×10 ¥49,000	 ¥31,800 

177970 ピリジン-d5	"100%" 99.96 amp 0.8ml×10 ¥62,500	 ¥40,600 

175870 ベンゼン-d6	"100%" 99.96 amp
0.3ml×10 ¥13,000	 ¥8,500 
0.6ml×10 ¥19,600	 ¥12,700 
0.8ml×10 ¥23,000	 ¥14,900 

444758 メタノール-d4	"100%" 99.96
amp

0.3ml×10 ¥18,000	 ¥11,700 
0.6ml×10 ¥23,000	 ¥14,900 
0.8ml×10 ¥26,000	 ¥16,900 

scb 	10g×1 ¥28,000	 ¥18,000 
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★「NMR溶媒購入でもれなくもらえるプレゼント」の対象商品です。



■	販売元

	 大陽日酸株式会社
	 メディカル事業本部	SI事業部
	 〒142-8558	東京都品川区小山1-3-26
	 TEL.	03-5788-8550（直通）	FAX.	03-6866-0564
	 https://stableisotope.tn-sanso.co.jp

ISOTEC製 NMR溶媒キャンペーン

LC/NMR用溶媒
製品番号 製品名 濃縮度(atom%) 容器 入目 通常価格 キャンペーン価格
151793 アセトン-d6 99.9 pylex 	1kg×1 ¥316,800	 ¥205,900 
151823 クロロホルム-d1 99.8 pylex 	1kg×1 ¥43,000	 ¥27,900 
151882 重水 99.9 pylex 	1kg×1 ¥120,000	 ¥66,000 
151947 メタノール-d4 99.8 pylex 500g×1 ¥450,000	 ¥290,000 

数量限定品（在庫が無くなり次第、販売終了となります。）
製品番号 製品名 濃縮度(atom%) 容器 入目 通常価格 キャンペーン価格

612200 クロロホルム-d1,	0.05%TMS混合 99.8
amp 						1g×10 — ¥4,800
scb 		50g×1 — ¥1,900

151831 クロロホルム-d1,	+1％TMS混合 99.8 scb 100g×1 — 2,000
612316 ジメチルスルホキシド-d6,	0.05%TMS混合 99.9 scb 		50g×1 — ¥8,300
151882 重水 99.9 scb 		10g×1 — ¥900
444758 メタノール－d4"100%" 99.96 scb 				5g×1 — ¥7,500

NMRサンプルチューブ
株式会社シゲミのNMRサンプルチューブの取り扱いを開始いたしました。
ガラス成分の溶出が少なく、温度可変可能なNMRサンプルチューブです。
製品番号 製品名 全長	(mm) 外径	(mm) 内径	(mm) 真直度	(µm) 数量 キャンペーン価格

EC-57 5mmディスポーザブルタイプ　NMRサンプルチューブ
(キャップ付き) 180

4.965
+0.005
-0.010

	4.220
±0.10 30

1箱（25本） ¥7,000
4箱（100本） ¥25,000
8箱（200本） ¥43,000

材質：DURAN®　ASTM	Type1	Class	A

amp
アンプル

scb
スクリューキャップボトル

vial
バイヤル

pl scb
プラスチック

スクリューキャップボトル

pylex
パイレックス

pl can
プラスチック缶

容器一覧


