
FIND  
 YOUR IDEAL MATCH 

Agilent Parts Finder Tool and GC Column Selection Tool

Quickly locate and order the  
Agilent supplies you need with our 
Parts Finder Tool 
This intuitive wizard features an image-based search 
and inventory for quick identification of supplies for 
your Agilent GC instruments.  
•	 Select GC supplies in seconds 
•	 Quickly locate hard to find part numbers and build  

a list of favorites

•	 Print your parts list or save it to a file

Try it now at agilent.com/chem/partsfinder

Satisfaction GUARANTEED!

查找  

 最适合的备件

安捷伦部件查找工具和气相色谱柱选择工具

使用部件查找工具快速查找和订购您所

需的安捷伦备件 
该向导界面直观，采用图像化搜索和描述，有助于快速确

定适合您的安捷伦气相色谱仪的备件。

• 完成气相色谱备件选择只需短短几秒

• 可快速定位难以查找的部件号，并轻松创建收藏列表

• 可打印部件列表或将其保存为文件

立即登录网址试用 agilent.com/chem/partsfinder
保证您满意！

迅速な検索が可能に
 最適な消耗品とカラム

パーツファインダおよび GC カラムセレクションツール

アジレントのパーツファインダを
使用すると、必要な消耗品を
すばやく見つけることができます。

パーツファインダは、ご使用いただいている GC、GC/
MS システムに適した消耗品を検索できる便利なツー
ルです。対話形式で、簡単かつ迅速に部品番号と説明
を表示させることができます。

• GC の消耗品を短時間で選択 

• 消耗品・部品をすばやく見つけ、
お気に入りリストを作成

• 部品リストの印刷またはファイルへの保存

agilent.com/chem/partsfinder でお試しいただけます。
(現在英語版のみ)

お客様のニーズに完全に対応



Which Agilent J&W GC column is right for you? 
Find out in seconds with our GC Column Selection Tool
Let the chromatography experts help you select the right GC column – 
right from your computer or Smartphone. And to make it even easier,  
we give you three ways to search:
1. By method
2. By column phase, length, id, and film thickness
3. By Agilent or non-Agilent part number

Get started now at agilent.com/chem/SelectGC
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With the purchase of a qualifying Agilent J&W column  
or Agilent supply. Limited time offer.
Shop now at agilent.com/chem/specialoffers

SPECIAL 
SAVINGS

アジレントの GC カラムセレクションツールを使用すると、
お探しのカラムをすばやく見つけることができます。
(現在英語版のみ)
最適な GC カラムの選択はクロマトグラフィの専門家にお任せください。
お客様のコンピュータやスマートフォンから、すぐにご利用いただけます。
次の 3 つの方法で簡単に検索できます。

1. メソッド
2. カラムの相、長さ、内径、および膜厚
3. アジレント部品番号または他社部品番号
agilent.com/chem/SelectGC にアクセスしてください。

本資料記載の情報は予告なしに変更されることがあります。
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カラムについてのスペシャルオファーや、セミナー、
イベントなどの最新情報を紹介しています。
詳しくはホームページをご覧ください。

www.agilent.com/chem/jp

お得な情報は
ホームページで！

哪种 Agilent J&W 气相色谱柱适合您的仪器？ 
使用气相色谱柱选择工具，短短几秒内找到答案

只需通过您的计算机或智能手机动动手指，就有安捷伦色谱专家为您选择合适

的气相色谱柱。为了进一步简化色谱柱选择，我们为您提供了三种查找方法：

1. 根据分析方法查找

2. 根据色谱柱固定相、长度、内径和膜厚查找

3. 根据安捷伦或非安捷伦部件号查找

立即登录网址查找 agilent.com/chem/SelectGC

安捷伦科技化学分析与消耗品客户免费专线：

800-820-3278 转 4
本资料中的信息如有变更，恕不另行通知。
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