
The life science business of Merck operates as MilliporeSigma in the U.S. and Canada

18 L 缶に比べて
省スペース

（サイズ：約W17 × D13 × H27.3 cm）

片手でも軽々持ち運び可能 注ぎ口が 
付属

幅広の持ち手で 
安全

ご好評の軽々 4 L 缶溶媒シリーズが大変お買い得です。この機会に是非ご利用ください。

キャンペーン
期　間  2022年6月13日～7月29日 ご発注

分まで

SAJ 4L缶溶媒キャンペーン！

製品名 製品情報 容量 カタログ番号 希望販売価格 キャンペーン 
希望販売価格

エタノール 試薬特級 >99.5% 4 L 09-0770-4-4L-J ￥14,900 ¥8,600
メタノール 試薬特級 >99.8% 4 L 19-2410-4-4L-J ￥4,180 ¥2,300
2- プロパノール  

（イソプロピルアルコール） 試薬特級 >99.5% 4 L 15-2320-4-4L-J ￥5,900 ¥3,100

軽々 4 L 缶入り溶媒

＜ご使用の際の注意＞
開封時には中身が飛び出さないようにご注意ください。さらに、取り扱い時には手袋や白衣、防護メガネなど化学物質からの 
適切な防護対策を行ってください。

持ち運びしやすいんじゃ！

シグマ アルドリッチの国産試薬
エタノール メタノール 2- プロパノール

Chemistry

https://www.sigmaaldrich.com/catalog/product/SAJ/090770
https://www.sigmaaldrich.com/catalog/product/SAJ/192410
https://www.sigmaaldrich.com/catalog/product/SAJ/152320


SAJブランド 売れ筋製品はこちら!
製品名 CAS RN® 純度 グレード※ 容量 カタログ番号

酢酸 64-19-7 99.70% 試薬特級 500 mL 01-0280-5-500ML-J

アンモニア水 1336-21-6 28.0-30.0% NH3 SAJ 一級 500 mL 01-4330-5-500ML-J

ジエチレングリコールブチルエーテル 112-34-5 ≧ 99.0% SAJ 特級 500 mL 07-2960-5-500ML-J

N,N- ジメチルホルムアミド 68-12-2 ≧ 99.0% SAJ 一級 500 mL 07-4440-5-500ML-J

蒸留水 7732-18-5 ー 高速液体クロマト 
グラフィー用 3 L 07-6060-3-3L-J

酢酸エチル 141-78-6 ≧ 99.5% 試薬特級 500 mL 09-0680-5-500ML-J

エタノール 64-17-5

≧ 99.5%

SAJ 一級 500 mL 09-0780-5-500ML-J

SAJ 一級 18 L 09-0780-8-18L-J

試薬特級 18 L 09-0770-8-18L-J

 94.8-95.8%
試薬特級 18 L 09-0790-8-18L-J

試薬一級 18 L 09-0800-8-18L-J

エチレングリコールモノフェニルエーテル 122-99-6 ≧ 95.0% SAJ 一級 500 mL 09-1755-5-500ML-J

塩酸 7647-01-0

35.0-37.0%
試薬特級 500 mL 13-1640-5-500ML-J

SAJ 一級 500 mL 13-1650-5-500ML-J

0.1 mol/L 
(N/10) CP 品および調整品 500 mL 13-1730-5-500ML-J

メタノール 67-56-1 99.80% 試薬特級 500 mL 19-2410-5-500ML-J

塩化ナトリウム 7647-14-5
≧ 99.5% 試薬特級 500 g 28-2270-5-500G-J

≧ 99.0% SAJ 一級 500 g 28-2280-5-500G-J

水酸化ナトリウム溶液 1310-73-2 0.1 mol/L 
(N/10) CP 品および調整品 500 mL 28-3040-5-500ML-J

次亜塩素酸ナトリウム溶液（アンチホルミン） 7681-52-9 10% CP 品 500 mL 28-3100-5-500ML-J

硫酸ナトリウム（硫酸ナトリウム、無水） 7757-82-6 ≧ 99.0% 試薬特級 500 g 28-4230-5-500G-J

硫酸 7664-93-9 ≧ 95.0% SAJ 一級 500 mL 28-5900-5-500ML-J

トリス（ヒドロキシメチル）アミノメタン 77-86-1 ≧ 99.0% 試薬特級 500 g 30-5000-5-500G-J

※ 試薬特級：JIS 試薬特級規格適合品、試薬一級：JIS 試薬第一級規格適合品、SAJ 一級：弊社一級規格適合品、CP 品：化学用

  https://bit.ly/2WczxmZSAJ ブランドの製品リストは
こちらをチェック！

〒 153-8927 東京都目黒区下目黒 1-8-1 アルコタワー 5F
製品の最新情報はこちら www.sigmaaldrich.com/JP/ja
製品に関するお問い合わせは、テクニカルサービスへ
E-mail: jpts@merckgroup.com  Tel: 03-6756-8245
在庫照会・ご注文に関するお問い合わせは、カスタマーサービスへ
E-mail: sialjpcs@merckgroup.com  Tel: 03-6756-8275  Fax: 03-6756-8301
シグマ アルドリッチ ジャパン合同会社はメルクのグループ会社です。

リサーチ事業部

CHM134-2206-20K-E

本紙記載の製品は試験・研究用です。ヒト、動物への治療、もしくは診断目的として使用しないようご注意ください。掲載価格は希望販売価格（税別）です。実際の価格は弊社製品取扱販売店へご確認ください。なお、品目、製品情報、価格等は予告なく変更
される場合がございます。予めご了承ください。 記載内容は2022年6月時点の情報です。 Merck, the vibrant M, and Sigma-Aldrich are trademarks of Merck KGaA, Darmstadt, Germany or its affiliates. All other trademarks are the property of their 
respective owners. Detailed information on trademarks is available via publicly accessible resources. ©2022 Merck KGaA, Darmstadt, Germany. All rights reserved.

かんたんカタログ検索
カタログ 
ファインダー

サイエンス系
お役立ちメディア

M-hub メルク ライフサイエンス公式 
SNS、動画コンテンツをご覧ください。

メルク ライフサイエンス - メールニュース
www.merckmillipore.com/wm

https://www.sigmaaldrich.com/catalog/product/SAJ/010280
https://www.sigmaaldrich.com/catalog/product/SAJ/014330
https://www.sigmaaldrich.com/catalog/product/SAJ/072960
https://www.sigmaaldrich.com/catalog/product/SAJ/074440
https://www.sigmaaldrich.com/catalog/product/SAJ/076060
https://www.sigmaaldrich.com/catalog/product/SAJ/090680
https://www.sigmaaldrich.com/catalog/product/SAJ/090780
https://www.sigmaaldrich.com/catalog/product/SAJ/090780
https://www.sigmaaldrich.com/catalog/product/SAJ/090770
https://www.sigmaaldrich.com/catalog/product/SAJ/090790
https://www.sigmaaldrich.com/catalog/product/SAJ/090800
https://www.sigmaaldrich.com/catalog/product/SAJ/091755
https://www.sigmaaldrich.com/catalog/product/SAJ/131640
https://www.sigmaaldrich.com/catalog/product/SAJ/131650
https://www.sigmaaldrich.com/catalog/product/SAJ/131730
https://www.sigmaaldrich.com/catalog/product/SAJ/192410
https://www.sigmaaldrich.com/catalog/product/SAJ/282270
https://www.sigmaaldrich.com/catalog/product/SAJ/282280
https://www.sigmaaldrich.com/catalog/product/SAJ/283040
https://www.sigmaaldrich.com/catalog/product/SAJ/283100
https://www.sigmaaldrich.com/catalog/product/SAJ/284230
https://www.sigmaaldrich.com/catalog/product/SAJ/285900
https://www.sigmaaldrich.com/catalog/product/SAJ/305000
https://bit.ly/2WczxmZ
https://www.sigmaaldrich-jp.com/catalog/?utm_source=catalog-ftr&utm_medium=qrcode
https://m-hub.jp/?utm_source=catalog-ftr&utm_medium=qrcode
https://facebook.com/merckmilliporej/
https://line.me/R/ti/p/%40merck
https://twitter.com/MerckMilliporeJ
https://www.youtube.com/channel/UC6W-qmy8zpOe3nmHf9jiOlw
http://www.merckmillipore.com/JP/ja/about-us/news-media-room/email-news-milligram/ALqb.qB.7HYAAAFHGP0XX5IM,nav?RedirectedFrom=http%3A%2F%2Fwww.merckmillipore.jp%2Fwm

