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製造中止のご案内 

拝啓 時下ますますご清祥の段、お喜び申し上げます。 

平素は格別のご高配を賜り、ありがたく厚く御礼申し上げます。 

 

さて、下記製品がメーカーの意向により製造中止となりますのでご案内申し上げます。 

併せて推奨後継品をご紹介させて頂きますのでご確認ください。 

 

製品をご愛顧頂いているお客様には誠に恐縮ではございますが、何卒ご理解賜りますよう、 

よろしくお願い申し上げます。 

 

敬具 

 

記 

 

◆製造中止対象品 

日本ポール株式会社 HT-タフリン膜（ポリスルホン製）製品 

※型番に関しましては、次頁の対応表をご参照ください。 

 

◆販売終了時期 

2018年 12月末 

 

※2017年12月末を以って製造終了となりますが、 

製造終了後1年間は、メーカー（日本国内）で、ある程度の在庫が確保される予定とのこと 

です。メーカーの在庫状況により前倒しで販売終了の可能性がございますので、予めご了承 

ください。 

 

◆推奨後継品 

日本ポール株式会社スーポア膜（ポリエーテルスルホン製）製品 

※型番に関しましては、次頁の対応表をご参照ください。 

 

◆後継品スーポア膜について 

スーポア膜製品はHT-タフリン膜製品に比べ、 

タンパク質などの生体分子吸着特性が低く、流量と総ろ過処理量の点でより優れています。 

 

 

http://www.n-genetics.com/


※価格は 2017年 12月 1日現在のものです。 

以上 

 

ご不明な点がございましたら、お手数とは存じますが弊社までお問合せください。 

 

 

滅
菌
済 

HT-タフリン膜製品 スーポア® 膜の推奨後継製品  

型番 仕様 定価(\) 型番 仕様 定価(\) 

◆アクロディスクシリンジフィルター 

GM4454 孔径：0.2 ㎛, 直径：13 ㎜ 24,000 GM4602 孔径：0.2 ㎛, 直径：13 ㎜ 33,000 

GM4184 孔径：0.45 ㎛, 直径：25 ㎜ 18,500 GM4614 孔径：0.45 ㎛, 直径：25 ㎜ 18,000 

GM4192 孔径：0.2 ㎛, 直径：25 ㎜ 18,500 GM4612 孔径：0.2 ㎛, 直径：25 ㎜ 18,000 

◆カプセルフィルター 

GM12112 
ﾏｷｼｶﾌﾟｾﾙ,  

ろ過面積：1290 ㎠, 孔径：0.2/0.2 ㎛ 
18,700 GM12996 

ｱｸﾛﾊﾟｯｸ 1000(ﾌｨﾘﾝｸﾞﾍﾞﾙ付) 

ろ過面積：1000 ㎠, 孔径：0.2/0.2 ㎛ 
27,300 

GM12122 
ﾐﾆｶﾌﾟｾﾙ,  

ろ過面積：500 ㎠, 孔径：0.45/0.2 ㎛ 
12,600 GM12991 

ｱｸﾛﾊﾟｯｸ 500(ﾌｨﾘﾝｸﾞﾍﾞﾙ付) 

ろ過面積：500 ㎠, 孔径：0.8/0.2 ㎛ 
18,700 

GM12140 
ｶﾙﾁｬｰｶﾌﾟｾﾙ,  

ろ過面積：500 ㎠, 孔径：0.2/0.2 ㎛ 
15,200 GM12995 

ｱｸﾛﾊﾟｯｸ 500(ﾌｨﾘﾝｸﾞﾍﾞﾙ付) 

ろ過面積：500 ㎠, 孔径：0.2/0.2 ㎛ 
19,700 

GM12141 
ﾏｷｼｶﾙﾁｬｰｶﾌﾟｾﾙ,  

ろ過面積：1290 ㎠, 孔径：0.2/0.2 ㎛ 
19,200 GM12996 

ｱｸﾛﾊﾟｯｸ 1000(ﾌｨﾘﾝｸﾞﾍﾞﾙ付) 

ろ過面積：1000 ㎠, 孔径：0.2/0.2 ㎛ 
27,300 

GM12158 
ﾏｲｸﾛｶﾙﾁｬｰｶﾌﾟｾﾙ(ﾌｨﾘﾝｸﾞﾍﾞﾙ付) 

ろ過面積：300 ㎠, 孔径：0.2/0.2 ㎛ 
10,800 GM12941 

ｱｸﾛﾊﾟｯｸ 200(ﾌｨﾘﾝｸﾞﾍﾞﾙ付) 

ろ過面積：200 ㎠, 孔径：0.8/0.2 ㎛ 
26,800 

GM12170 
ｶﾙﾁｬｰｶﾌﾟｾﾙ(ﾌｨﾘﾝｸﾞﾍﾞﾙ付) 

ろ過面積：500 ㎠, 孔径：0.2/0.2 ㎛ 
販売終了 GM12995 

ｱｸﾛﾊﾟｯｸ 500 (ﾌｨﾘﾝｸﾞﾍﾞﾙ付) 

ろ過面積：500 ㎠, 孔径：0.2/0.2 ㎛ 
19,700 

未
滅
菌 

◆エキクロディスク 25 シリンジフィルター ◆アクロディスクシリンジフィルター 

GM-E251 孔径：0.45 ㎛(水系), 直径：25 ㎜  18,300 GM4508 孔径：0.45 ㎛, 直径：25 ㎜ 330,000 

GM-E254 孔径：0.2 ㎛(水系), 直径：25 ㎜ 13,500 GM4506 孔径：0.2 ㎛, 直径：25 ㎜ 330,000 

◆アクロディスクシリンジフィルター 

GM4214 孔径：0.2 ㎛, 直径：25 ㎜ 販売終了 GM4506 孔径：0.2 ㎛, 直径：25 ㎜ 330,000 

GM4496 孔径：0.2 ㎛, 直径：25 ㎜ 26,000 GM4506 孔径：0.2 ㎛, 直径：25 ㎜ 330,000 

GM4497 孔径：0.45 ㎛, 直径：25 ㎜ 26,000 GM4508 孔径：0.45 ㎛, 直径：25 ㎜ 330,000 

GM4784 孔径：0.45 ㎛, 直径：25 ㎜ 290,000 GM4508 孔径：0.45 ㎛, 直径：25 ㎜ 330,000 

◆アクロディスク PSF シリンジフィルター ◆イオンクロマトグラフィ―・アクロディスク PSF シリンジフィルター 

AP-4497 孔径：0.45 ㎛, 直径：25 ㎜ 23,500 AP-4585 孔径：0.45 ㎛, 直径：25 ㎜ 24,000 

AP-4498 
孔径：0.45 ㎛, 直径：25 ㎜ 

ｵｰﾄﾊﾟｯｸﾁｭｰﾌﾞ入り 
92,000 AP-4587 

孔径：0.45 ㎛, 直径：25 ㎜ 

ｵｰﾄﾊﾟｯｸﾁｭｰﾌﾞ入り 
95,000 

AP-4784 孔径：0.45 ㎛, 直径：25 ㎜ 410,000 AP-4785 孔径：0.45 ㎛, 直径：25 ㎜ 430,000 

◆メンブレンディスクフィルター 

GM66197 孔径：0.2 ㎛, 直径：25 ㎜ 販売終了 GM60300 孔径：0.2 ㎛, 直径：25 ㎜ 12,100 

GM66199 孔径：0.2 ㎛, 直径：47 ㎜ 21,700 GM60301 孔径：0.2 ㎛, 直径：47 ㎜ 18,200 

GM66204 孔径：0.2 ㎛, 直径：142 ㎜ 販売終了 GM66549 孔径：0.2 ㎛, 直径：142 ㎜ 20,700 

GM66205 孔径：0.2 ㎛, 直径：293 ㎜ 販売終了 GM66550 孔径：0.2 ㎛, 直径：293 ㎜ 48,500 

GM66221 孔径：0.45 ㎛, 直径：25 ㎜ 販売終了 GM60172 孔径：0.45 ㎛, 直径：25 ㎜ 12,100 

GM66223 孔径：0.45 ㎛, 直径：47 ㎜ 21,700 GM60173 孔径：0.45 ㎛, 直径：47 ㎜ 18,200 

GM66228 孔径：0.45 ㎛, 直径：142 ㎜ 31,800 GM66553 孔径：0.45 ㎛, 直径：142 ㎜ 20,700 

GM66229 孔径：0.45 ㎛, 直径：293 ㎜ 販売終了 GM66554 孔径：0.45 ㎛, 直径：293 ㎜ 50,500 


