周辺機器

パーツ

アクセサリー・パーツ

コ ネ ク タ
コネクタ1/16インチ SUS製
材質：SUS316
個数：10個
型番：YMC-P-0001
価格：¥7,000

コネクタ1/16インチ PEEK製・M6HN

MR2ポンプの1-5方バルブと外径1/16インチ
チューブを接続するコネクタ。

コネクタ1/8インチ PEEK製・M6HN
材質：PEEK
個数：1個
型番：YMC-P-0067
価格：¥2,000

フェラル（YMC-P-0068）と併せて使用。外
径1/8インチチューブを接続するコネクタ。

材質：ETFE
個数：10個
型番：YMC-P-0006
価格：¥10,000

フェラル（YMC-P-0012）と併せて使用。外
径1/16インチチューブとシリンジアダプタ
（YMC-P-0007） や ル ア ー ア ダ プ タ
（YMC-P-0008）と接続。

シリンジアダプタ（めすタイプ）

外径1/16インチSUS製チューブとハウジン
グ（YMC-P-0030-01）とを接続するコネク
タ。

ルアーアダプタ（おすタイプ）
材質：ETFE
個数：1個
型番：YMC-P-0008
価格：¥2,500

材質：PCTFE, PTFE
MR2ポンプとシリンジを接続するコネクタ。
個数：1個
（ ル ア ー ロ ッ ク 以 外 の タ イ プ：YMC-P型番：YMC-P-0003-01
0003-02）
価格：¥4,500
コネクタ1/16インチ 樹脂製

KeyChem ®シ リ ー ズ の 温 調 装 置
ThermoStageと外径1/16インチチューブの
接続で使用。
フェラル（YMC-P-0012）と併
せて使用。

ハウジングコネクタ（SUSチューブ用）
材質：SUS
個数：1個
型番：YMC-P-0057
価格：¥14,000

フェラル（YMC-P-0012）と併せて使用。
ミ
キサ用ハウジングやMR2ポンプ1-2方バルブ
と外径1/16インチチューブを接続するコネク
タ。

ルアーロック型コネクタ

KeyChem®シリーズ用コネクタ
材質：PEEK
個数：1個
型番：YMC-P-0005
価格：¥1,500

材質：PEEK
個数：1個
型番：YMC-P-0002
価格：¥2,000

材質：ETFE
個数：1個
型番：YMC-P-0007
価格：¥1,000

シリンジ（ルアーロックタイプ）とチューブを
接続するアダプタ。
コネクタ1/16インチ 樹脂
製（YMC-P-0006）と接続して使用。

EASYFITT10Φ

注射針を接続するアダプタ。禁水性反応を行
う場合に使用。
コネクタ1/16インチ 樹脂製
（YMC-P-0006）と接続して使用。

材質：PEEK
個数：10個
型番：YMC-P-0009
価格：¥7,000

フィッティングとフェラルが一体になったコ
ネクタ。外径1/16インチチューブを接続。

コネクタ1/8インチ PEEK製・FSF
材質：PEEK
個数：10個
型番：YMC-P-0070
価格：¥7,000

外径1/8インチチューブとプランジャーポン
プを接続するコネクタ。

フ ェ ラ ル
フェラル1/16インチ SUS製
材質：SUS316
個数：10個
型番：YMC-P-0011
価格：¥7,000

フェラル1/16インチ 樹脂製

コ ネ ク タ1/16イ ン チ SUS製（YMC-P0001）と併せて使用。MR2ポンプの1-5方バ
ルブと外径1/16インチチューブを接続する
フェラル。主にSUS配管で使用。

フェラル1/8インチ PTFE製・GF
材質：PTFE, SUS316
個数：10個
型番：YMC-P-0068
価格：¥12,500

コ ネ ク タ1/16イ ン チ SUS製（YMC-P0001）と併せて使用。MR2ポンプの1-5方バ
ルブと外径1/16インチチューブを接続する
フェラル。主にPTFE配管で使用。

フェラル1/16インチ PTFE製・GF

各1/8インチ のコネクタと外 径1/8インチ
チューブを接続するフェラル。

フェラル1/8インチ ETFE製・FSF
材質：ETFE
個数：10個
型番：YMC-P-0069
価格：¥6,000

材質：PTFE
個数：10個
型番：YMC-P-0010
価格：¥5,000

材質：PTFE, SUS316
個数：10個
型番：YMC-P-0012
価格：¥12,500

各1/16インチのコネクタと外 径1/16インチ
チューブを接続するフェラル。

フェラル1/16インチ SFL

コネクタ1/8インチ PEEK製・FSF（YMCP-0070）と併せて使用。

材質：PEEK, SUS316
個数：10個
型番：YMC-P-0060
価格：¥10,000

フェラル1/16インチ PTFE製・GF（YMCP-0012）と同様に各1/16インチのコネクタ
と外径1/16インチチューブを接続するフェラ
ル。主にSUS配管で使用。

Ｔ 字 リ ア ク タ
SUS製T字リアクタ

プレヒートパーツ
材質：SUS
容量：955 μL
型番：YMC-P-0059
価格：¥20,000

材質：SUS316
シンプルなT字リアクタ。
内径：0.3 mm 型番：YMC-P-0058 価格：¥8,000
内径：0.5 mm 型番：YMC-P-0019 価格：¥6,000
内径：1.0 mm 型番：YMC-P-0020 価格：¥6,000

SUS製チューブを用いたプレヒートパーツ。
反応液を条件温度に近づけ、反応条件の厳し
い反応をスムーズに進行。

PEEK製T字リアクタ

テム・周辺機器

フロー反応シス
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材質：PEEK
内径：0.3 mm
内径：0.5 mm
内径：1.0 mm

シンプルなT字リアクタ。
型番：YMC-P-0021 価格：¥6,000
型番：YMC-P-0022 価格：¥6,000
型番：YMC-P-0023 価格：¥6,000

チ ュ ー ブ
PTFE製チューブ
内径（mm）外径（インチ）
型番
価格
0.5
1/16
YMC-P-0025
¥7,000
1.0
1/16
YMC-P-0027
¥7,000
2.4
1/8
YMC-P-0076 ¥10,000

SUS製チューブ
内径（mm）外径（インチ）
型番
価格
0.5
1/16
YMC-P-0028 ¥14,000
1.0
1/16
YMC-P-0029 ¥14,000

チュービングクリップ
材質：PP
個数：5個
型番：YMC-P-0072
価格：¥5,000
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1/16インチチューブ、1/8インチチューブを
フラスコなどの容器に固定するためのクリッ
プ。

ユニオン
材質：SUS
個数：1個
型番：YMC-P-0071
価格：¥5,000

チューブを延長するための接続部位。

容量
20 mL
30 mL
50 mL

本数
100本
50本
30本

型番
YMC-P-1004
YMC-P-1021
YMC-P-1022

ハミルトン製ガスタイトシリンジ

価格
¥13,000
¥16,000
¥13,000

容量
型番
価格
5 mL YMC-P-1007 ¥14,000
10 mL YMC-P-1008 ¥17,000
25 mL YMC-P-1009 ¥55,000

ワイエムシィ製高耐圧シリンジ
ワイエムシィオリジナルの高耐圧シリンジ。
MR2ポンプに接続の際、取り付けが簡単。

インラインチェックバルブ
型番
YMC-P-0013
YMC-P-0014
YMC-P-0015

材質：PEEK、
テフゼル、金メッキSUSなど
個数：1個
型番：YMC-P-0052
リアクタのIN側に設置する逆止弁。
価格：¥25,000

インラインフィルタ（フィルタ10枚付き）

サクションフィルタ

リアクタのIN側に設置するフィルタ。
ポアサイズ：20 μm

KeyChem 用ミキサハウジング

KeyChem®用ミキサハウジング（内部観察用）

KeyChem®用のミキサハウジング。
KeyChem®用ミキサとお手持ちの温調装置
とを組み合わせて、簡易的なフローマイクロ
反応が可能。

材質：アルミ
個数：1個
型番：YMC-P-0030-02
価格：¥15,000

KeyChem®用のミキサハウジング。
KeyChem®用ミキサ（ガラス製）との使用
により、混合の様子を観察することが可能。

KeyChem®用滞留時間ユニットハウジング
KeyChem®用の滞 留 時 間ユニット（RTU）
ハウジング。
お手持ちの温調装置とを組み合
わせて、使用することが可能。

材質：SUS
個数：1個
型番：YMC-P-0065
価格：¥300,000

Luminoリアクタ用カバーガラス

Luminoリアクタ用のリアクタハウジング。
お
手持ちの光源で、Luminoリアクタの流路を
流れている反応液に照射が可能。

LED光源ユニット（365 nm）
種類：紫外発光LED
個数：1個
型番：YMC-P-0074
価格：¥950,000

材質：石英ガラス
個数：1個
型番：YMC-P-LU08
価格：¥30,000

Luminoリアクタ用リアクタハウジングに使
用するカバーガラス。

カラム・充填剤

Lumino用パーツ
Luminoリアクタ用リアクタハウジング

中圧水銀ランプ（240 - 600 nm）
種類：中圧水銀ランプ
個数：1個
型番：YMC-P-0066
価格：¥1,200,000

ピーク波長：365 nm（25℃）
寿命：連続1000時間
光出力：0 - 290 mWまで可変

ピーク波長：240 - 600 nm
寿命：連続4000時間
光出力：430 mW/cm2以上（254 nm）
200 mW/cm2以上（365 nm）

MR2ポンプアクセサリー
リザーバーユニット

1/16インチ密栓・SUS製

1/16インチ密栓・PEEK製

MR2ポンプの1-5方バルブの使用しないバル
ブポートに使用。

ハミルトンシリンジ取付キット

MR2ポンプにディスポーザブ
ルシリンジを取り付けるキット。

ワイエムシィ製高耐圧シリンジ取付キット

連続送液用接続キット

MR2ポンプに高耐圧シリンジを取り付ける
キット。

ソフトウェア
YSPシリーズ用PC制御ソフト
YSPシリンジポンプシリーズのPC制御ソフ
ト。複数台のシリンジポンプを1台のPCにて
制御可能。

材質：SUS
個数：1個
型番：YMC-P-0063
価格：¥20,000

2本のシリンジユニット（1-5方バルブ）を接
続して、連続送液を可能にするキット。

インフォメーション

個数：1個
型番：YSP-PC-001
価格：¥50,000 〜
※通信ケーブル込み

MR2ポンプにハミルトンシリン
ジを取り付けるキット。

取扱製品

個数：1個
型番：YMC-P-0073
価格：¥10,000

タイプ
型番
価格
5 mL用 YMC-P-0037 ¥10,000
10 mL用 YMC-P-0038 ¥10,000
25 mL用 YMC-P-0039 ¥10,000

受託精製

価格
¥8,000
¥8,000
¥8,000

MR2ポンプの1-5方バルブの使用しないバル
ブポートに使用。

テム・周辺機器

ディスポーザブルシリンジ取付キット
タイプ
型番
5 mL用 YMC-P-0041
10 mL用 YMC-P-0042
20 mL用 YMC-P-0043

材質：PEEK
個数：5個
型番：YMC-P-0064
価格：¥5,000

分取システム フロー反応シス

材質：SUS
個数：5個
型番：YMC-P-0061
価格：¥5,000

MR2ポンプ用の圧力計つきリザーバー。圧力
はPCにより確認可能。

サンプル前処理・

個数：1個
型番：YMC-P-0046
価格：要問合せ

MR2ポンプ用のリザーバーユニット。

アクセサリー

個数：1個
型番：YMC-P-0045
価格：¥60,000

圧力計つきリザーバーユニット

ナノ・マイクロ 脂 肪 酸 分 離 用 分取用カラム ＳＦＣ用カラム バルク充填剤

材質：アルミ
個数：1個
型番：YMC-P-0032
価格：¥22,000

汎用分析用

材質：アルミ
個数：1個
型番：YMC-P-0030-01
価格：¥10,000

汎用分析用

KeyChem® -L, Basic用パーツ
®

カラム ＯＤＳ カラム 逆相系 カラム 順相系 ＬＣ用カラム

材質：PEEK, SUS, PE, ETFEなど
個数：1個
型番：YMC-P-0062
吸引側で使用するサクションフィルタ。
価格：¥23,000

汎用分析用

材質：PTFE
個数：1個
型番：YMC-P-0016
価格：¥19,000

コアシェル
カラム

背圧
材 質：PEEK、テフゼ ル、
5 psi（0.03 MPa）
金メッキSUSなど
20 psi（0.14 MPa）
価格：¥24,000
リアクタのout側に接続。 40 psi（0.28 MPa）

ブリッドカラム

レギュレータ、フィルタ
背圧レギュレータ

ＳＥＣ用カラム 有機シリカハイ

材質：ガラス、PTFE
本数：1本
型番：YMC-P-1014
価格：¥55,000

カラム選択の キラル分離用 イオン交換
てびき
カラム・充填剤 カラム・担体

シ リ ン ジ
ディスポーザブルシリンジ
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