
 

                   サポートフィルム価格表No1605 

                         

EMR レース状 TEM サポートフィルム（Cu メッシュ） 

 フォルムバー on Cu スクエアーメッシュ  

o レース状サポートフィルム on Cu 200 メッシュ                                                                  

パーツ番号 22-1MLC20-25               1Box 25個入り   価格 ￥35,000             

o レース状サポートフィルム on Cu 200 メッシュ                              

パーツ番号 22-1MLC20-50                1Box 50個入り   価格 ￥62,200 

o レース状サポートフィルム on Cu 200 メッシュ                                 

パーツ番号 22-1MLC20-100               1Box 100個入り   価格 ￥115,500 

 

o レース状サポートフィルム on Cu 300 メッシュ                                 

パーツ番号 22-1MLC30-25                1Box 25個入り   価格 ￥35,000 

o レース状サポートフィルム on Cu 300 メッシュ                                 

パーツ番号 22-1MLC30-50                1Box 50個入り   価格 ￥62,200 

o レース状サポートフィルム on Cu 300 メッシュ                                     

パーツ番号 22-1MLC30-100               1Box 100個入り  価格 ￥115,500 

 

o レース状サポートフィルム on Cu 400 メッシュ                            

パーツ番号 22-1MLC40-25                1Box 25個入り   価格 ￥35,000  

o レース状サポートフィルム on Cu 400 メッシュ                            

パーツ番号 22-1MLC40-50                1Box 50個入り   価格 ￥62,200 

o レース状サポートフィルム on Cu 400 メッシュ                               

パーツ番号 22-1MLC40-100               1Box 100個入り  価格 ￥115,500 

https://www.microtonano.com/EMR-TEM-support-films-Formvar-only-support-films-for-TEM.php#a221MF010B
https://www.microtonano.com/EMR-TEM-support-films-Formvar-only-support-films-for-TEM.php#a221MF020B
https://www.microtonano.com/EMR-TEM-support-films-Formvar-only-support-films-for-TEM.php#a221MF020B
https://www.microtonano.com/EMR-TEM-support-films-Formvar-only-support-films-for-TEM.php#a221MF020B
https://www.microtonano.com/EMR-TEM-support-films-Formvar-only-support-films-for-TEM.php#a221MF020B
https://www.microtonano.com/EMR-TEM-support-films-Formvar-only-support-films-for-TEM.php#a221MF020B
https://www.microtonano.com/EMR-TEM-support-films-Formvar-only-support-films-for-TEM.php#a221MF020B
https://www.microtonano.com/EMR-TEM-support-films-Formvar-only-support-films-for-TEM.php#a221MF020B
https://www.microtonano.com/EMR-TEM-support-films-Formvar-only-support-films-for-TEM.php#a221MF020B


 

                   サポートフィルム価格表No1605 

 

EMR レース状 TEM サポートフィルム  （Ni メッシュ） 

 フォルムバー on Ni スクエアーメッシュ  

o レース状サポートフィルム on Ni 200 メッシュ                                                                  

パーツ番号 22-2MLC20-25               1Box 25個入り   価格 ￥35,400             

o レース状サポートフィルム on Ni 200 メッシュ                              

パーツ番号 22-2MLC20-50                1Box 50個入り   価格 ￥63,500 

o レース状サポートフィルム on Ni 200 メッシュ                                 

パーツ番号 22-2MLC20-100               1Box 100個入り   価格 ￥118,300 

 

o レース状サポートフィルム on Ni 300 メッシュ                                 

パーツ番号 22-2MLC30-25                1Box 25個入り   価格 ￥35,600 

o レース状サポートフィルム on Ni 300 メッシュ                                 

パーツ番号 22-2MLC30-50                1Box 50個入り   価格 ￥63,500 

o レース状サポートフィルム on Ni 300 メッシュ                                      

パーツ番号 22-2MLC30-100               1Box 100個入り  価格 ￥118,300 

 

o レース状サポートフィルム on Ni 400 メッシュ                            

パーツ番号 22-2MLC40-25                1Box 25個入り   価格 ￥35,600  

o レース状サポートフィルム on Ni 400 メッシュ                            

パーツ番号 22-2MLC40-50                1Box 50個入り   価格 ￥63,500 

o レース状サポートフィルム on Ni 400 メッシュ                               

パーツ番号 22-2MLC40-100               1Box 100個入り  価格 ￥118,300 

https://www.microtonano.com/EMR-TEM-support-films-Formvar-only-support-films-for-TEM.php#a221MF010B
https://www.microtonano.com/EMR-TEM-support-films-Formvar-only-support-films-for-TEM.php#a221MF020B
https://www.microtonano.com/EMR-TEM-support-films-Formvar-only-support-films-for-TEM.php#a221MF020B
https://www.microtonano.com/EMR-TEM-support-films-Formvar-only-support-films-for-TEM.php#a221MF020B
https://www.microtonano.com/EMR-TEM-support-films-Formvar-only-support-films-for-TEM.php#a221MF020B
https://www.microtonano.com/EMR-TEM-support-films-Formvar-only-support-films-for-TEM.php#a221MF020B
https://www.microtonano.com/EMR-TEM-support-films-Formvar-only-support-films-for-TEM.php#a221MF020B
https://www.microtonano.com/EMR-TEM-support-films-Formvar-only-support-films-for-TEM.php#a221MF020B
https://www.microtonano.com/EMR-TEM-support-films-Formvar-only-support-films-for-TEM.php#a221MF020B


 

                   サポートフィルム価格表No1605 

                      

EMR レース状 TEM サポートフィルム  （Au メッシュ） 

 フォルムバー on Au スクエアーメッシュ  

o レース状サポートフィルム on Au 200 メッシュ                                                                  

パーツ番号 22-3MLC20-25               1Box 25個入り   価格 ￥42,200             

o レース状サポートフィルム on Au 200 メッシュ                              

パーツ番号 22-3MLC20-50                1Box 50個入り   価格 ￥75,300 

 

o レース状サポートフィルム on Au 300 メッシュ                                 

パーツ番号 22-3MLC30-25                1Box 25個入り   価格 ￥42,200 

o レース状サポートフィルム on Au 300 メッシュ                                 

パーツ番号 22-3MLC30-50                1Box 50個入り   価格 ￥75,300 

 

o レース状サポートフィルム on Au 400 メッシュ                            

パーツ番号 22-3MLC40-25                1Box 25個入り   価格 ￥42,200  

o レース状サポートフィルム on Au 400 メッシュ                            

パーツ番号 22-3MLC40-50                1Box 50個入り   価格 ￥75,300 

 

 

 

 

https://www.microtonano.com/EMR-TEM-support-films-Formvar-only-support-films-for-TEM.php#a221MF010B
https://www.microtonano.com/EMR-TEM-support-films-Formvar-only-support-films-for-TEM.php#a221MF020B
https://www.microtonano.com/EMR-TEM-support-films-Formvar-only-support-films-for-TEM.php#a221MF020B
https://www.microtonano.com/EMR-TEM-support-films-Formvar-only-support-films-for-TEM.php#a221MF020B
https://www.microtonano.com/EMR-TEM-support-films-Formvar-only-support-films-for-TEM.php#a221MF020B
https://www.microtonano.com/EMR-TEM-support-films-Formvar-only-support-films-for-TEM.php#a221MF020B


 

                   サポートフィルム価格表No1605 

EMR レース状 TEM サポートフィルム  （Cu メッシュ） 

 F1 ファインダーグリッド on Cu スクエアーメッシュ  

o レース状サポートフィルム on Cu 200 メッシュ                                                                  

パーツ番号 22-1FLC20-25               1Box 25個入り   価格 ￥42,200             

o レース状サポートフィルム on Cu 200 メッシュ                              

パーツ番号 22-1FLC20-50               1Box 50個入り   価格 ￥82,000 

o レース状サポートフィルム on Cu 200 メッシュ                                 

パーツ番号 22-1FLC20-100              1Box 100個入り   価格 ￥155,300 

 

o レース状サポートフィルム on Cu 400 メッシュ                            

パーツ番号 22-1FLC40-25                1Box 25個入り   価格 ￥44,600  

o レース状サポートフィルム on Cu 400 メッシュ                            

パーツ番号 22-1FLC40-50                1Box 50個入り   価格 ￥86,600 

o レース状サポートフィルム on Cu 400 メッシュ                               

パーツ番号 22-1FLC40-100               1Box 100個入り  価格 ￥159,000 

 

備考 : 本内容は予告なしに変更されることがございます 

     

 

 

〒124-0012 東京都葛飾区立石 3-15-4 

TEL：03-6379-4105 FAX：03-6379-4106 

www.elminet.co.jp   CN：Support Film 1610A  

https://www.microtonano.com/EMR-TEM-support-films-Formvar-only-support-films-for-TEM.php#a221MF010B
https://www.microtonano.com/EMR-TEM-support-films-Formvar-only-support-films-for-TEM.php#a221MF020B
https://www.microtonano.com/EMR-TEM-support-films-Formvar-only-support-films-for-TEM.php#a221MF020B
https://www.microtonano.com/EMR-TEM-support-films-Formvar-only-support-films-for-TEM.php#a221MF020B
https://www.microtonano.com/EMR-TEM-support-films-Formvar-only-support-films-for-TEM.php#a221MF020B
https://www.microtonano.com/EMR-TEM-support-films-Formvar-only-support-films-for-TEM.php#a221MF020B
http://www.elminet.co.jp/

