
　   品　名　　     型　式 　         価   格　

透析プローブ　  C-I-X-Y (IB) 　 ￥6,000

ガイドカニューレ　　CG-X (FS)        ￥6,000

ダミーカニューレ　    CD-X (FS)　　￥6,000

■ イナート仕様 マイクロダイアリシスプローブ
（価格の変動はありません）

入口、出口

3本入 深さ指定

FEP チューブ仕様

3本入 深さ指定

　        品　名　　   　  型　式　    価    格　

直理型透析プローブ　  D-I-X-Y   　 ￥4,000

プローブホルダー　      ATH-2　                           ￥7,000

■ D-I 型直理マイクロダイアリシスプローブ
（価格の変動はありません）

深さ、膜長指定

D-I プローブ専用

http://www.eicom.co.jp

　   品　名　　   型　式　    価    格　

キャップナット　  AC-X   　 ￥4,000

ステレオ用ガイド　     SAG-X　   ￥2,000

■ その他パーツ
（価格の変動はありません）

　   品　名　　   型　式　   旧価格　　新価格　

透析プローブ　 FX-I-X-Y　                     ￥4,800

ガイドカニューレ　　AG-X　　 ￥4,500　  ￥4,800

ダミーカニューレ　　AD-X　　 ￥4,500      ￥4,800

■ FX-I 型マイクロダイアリシスプローブ

深さ、膜長指定

3本入 深さ指定

3本入深さ指定

　   品　名　　   型　式　   旧価格　　新価格　

透析プローブ　  A-I-X-Y 　 ￥4,500　  ￥4,800

ガイドカニューレ　　AG-X　　 ￥4,500　  ￥4,800

ダミーカニューレ　　AD-X　　 ￥4,500      ￥4,800

■ A-I 型 マイクロダイアリシスプローブ

深さ、膜長指定

3本入 深さ指定

3本入 深さ指定

　   品　名　　   型　式　   旧価格　　新価格　

透析プローブ　 CX-I-X-Y     ￥4,500　  ￥4,800

ガイドカニューレ　　CXG-X　   ￥4,500　  ￥4,800

ダミーカニューレ　　CXD-X　   ￥4,500      ￥4,800

■ CX-I 型 マイクロダイアリシスプローブ

深さ、膜長指定

3本入 深さ指定

3本入 深さ指定

2019 年 11 月よりプローブ、ガイドカニューレ、

ダミーカニューレの価格を変更いたします。 AIから FXプローブにかわります

    NEW

UPDATE
01

02内部エアーを除去しやすくなった
膜内にエアーが混入してしまった場合は

プローブを垂直に立てた状態でシャフトを

軽く指で数回弾くとエアーがOUT ラインの

上部に移動し抜けやすい状態となります。

二重構造のため外側のステンレスシャフトには

ほとんど接液しません。

接液する金属部分は AI の半分未満

03使い方そのまま
回収率そのまま

　　　　　　   型　式　   価　格　　　　　　　　その他パーツ

AI プローブ　  A-I-X-Y　  ￥4,800

FX プローブ　FX-I-X-Y　 ￥4,800

ガイドカニューレ、ダミーカニューレ、

キャップナット、ステレオ用ガイドは共通

2019 年 11 月よりプローブ、ガイドカニューレ、

ダミーカニューレの価格を変更いたします。

詳しくは裏面をご覧下さい。

フューズドシリカ シャフト から ステンレス シャフトへ
AI プローブ FXプローブ

マイクロダイアリシスプローブ

ステンレスシャフトなので

折れにくくなった

　   品　名　　   型　式　    価     格　　　
ガイドカニューレ　　 AG-X　　 ￥4,800

ダミーカニューレ　　 AD-X　　 ￥4,800 3 本入 深さ指定

3本入深さ指定



　   品　名　　     型　式 　         価   格　

透析プローブ　  C-I-X-Y (IB) 　 ￥6,000

ガイドカニューレ　　CG-X (FS)        ￥6,000

ダミーカニューレ　    CD-X (FS)　　￥6,000

■ イナート仕様 マイクロダイアリシスプローブ
（価格の変動はありません）

入口、出口

3本入 深さ指定

FEP チューブ仕様

3本入 深さ指定

　        品　名　　   　  型　式　    価    格　

直理型透析プローブ　  D-I-X-Y   　 ￥4,000

プローブホルダー　      ATH-2　                           ￥7,000

■ D-I 型直理マイクロダイアリシスプローブ
（価格の変動はありません）

深さ、膜長指定

D-I プローブ専用

AIから FXプローブにかわります

    NEW

UPDATE
01

02内部エアーを除去しやすくなった
膜内にエアーが混入してしまった場合は

プローブを垂直に立てた状態でシャフトを

軽く指で数回弾くとエアーがOUT ラインの

上部に移動し抜けやすい状態となります。

二重構造のため外側のステンレスシャフトには

ほとんど接液しません。

接液する金属部分は AI の半分未満

03使い方そのまま
回収率そのまま

　　　　　　   型　式　   価　格　　　　　　　　その他パーツ

AI プローブ　  A-I-X-Y　  ￥4,800

FX プローブ　FX-I-X-Y　 ￥4,800

ガイドカニューレ、ダミーカニューレ、

キャップナット、ステレオ用ガイドは共通

2019 年 11 月よりプローブ、ガイドカニューレ、

ダミーカニューレの価格を変更いたします。

詳しくは裏面をご覧下さい。

フューズドシリカ シャフト から ステンレス シャフトへ
AI プローブ FXプローブ

マイクロダイアリシスプローブ

ステンレスシャフトなので

折れにくくなった

　　　　　　              型　式　      価　格

ガイドカニューレ　   AG-X　   ￥4,800 (3pcs)

http://www.eicom.co.jp

　   品　名　　   型　式　    価    格　

キャップナット　  AC-X   　 ￥4,000

ステレオ用ガイド　     SAG-X　   ￥2,000

■ その他パーツ
（価格の変動はありません）

　   品　名　　   型　式　   旧価格　　新価格　

透析プローブ　 FX-I-X-Y　                     ￥4,800

ガイドカニューレ　　AG-X　　 ￥4,500　  ￥4,800

ダミーカニューレ　　AD-X　　 ￥4,500      ￥4,800

■ FX-I 型マイクロダイアリシスプローブ

深さ、膜長指定

3本入 深さ指定

3本入深さ指定

　   品　名　　   型　式　   旧価格　　新価格　

透析プローブ　  A-I-X-Y 　 ￥4,500　  ￥4,800

ガイドカニューレ　　AG-X　　 ￥4,500　  ￥4,800

ダミーカニューレ　　AD-X　　 ￥4,500      ￥4,800

■ A-I 型 マイクロダイアリシスプローブ

深さ、膜長指定

3本入 深さ指定

3本入 深さ指定

　   品　名　　   型　式　   旧価格　　新価格　

透析プローブ　 CX-I-X-Y     ￥4,500　  ￥4,800

ガイドカニューレ　　CXG-X　   ￥4,500　  ￥4,800

ダミーカニューレ　　CXD-X　   ￥4,500      ￥4,800

■ CX-I 型 マイクロダイアリシスプローブ

深さ、膜長指定

3本入 深さ指定

3本入 深さ指定

2019 年 11 月よりプローブ、ガイドカニューレ、

ダミーカニューレの価格を変更いたします。


