
https://www.hitachi-hightech.com/jp/science/


最先端科学・分析システム＆ソリューション展

約300社・団体が出展！
更に、「新技術説明会」は 
200セッション以上！

幕張メッセ国際展示場 10：00～17：00

999 777WED
999 999FRI入場無料

主 催 一般社団法人日本分析機器工業会、一般社団法人日本科学機器協会
後 援 経済産業省、文部科学省、環境省、公益社団法人日本分析化学会 他（予定）
※開催にあたっては、関係公共機関、各会場との密接な連携を取り、新型コロナウイルス感染防止策を講じて、来場者・出
展社・展示会運営関係者すべての皆様の健康・安全を確保してまいります。

JASIS 2022 検索

           

JASISスクエア

①JASIS2022 我が社『イチ推し』
フラッシュプレゼンテーション

②LabDXデモ展示エリア

目 玉 企 画

幕張メッセ国際展示場内 ５ホール 奥

JASISトピックスセミナー

カーボンニュートラル 教育

環境 ライフサイエンス DX

事前
申込制

JASISが提供する5つのトピックス

幕張メッセ国際会議場
コンベンションホール 会場A・B 10：30～16：30

期 間中、いつでも、どこからでも、
アクセス可能なバーチャル展示 会！

セミナー動画約60本!!
メンバー登録（無料）で全てご覧いただけます

登録は
コチラから

77 66WED

33
20222022 20232023

1515WED

まずはコチラから

WEB事前入場登録





A1

小間番号 : 4B-504

出展のご案内

Web Expo 新技術説明会場
では水に関する基礎知識セミ
ナーをご覧いただけます！

タイトル : 水の超入門セミナー
～水の種類と基礎知識～

参加方法 : 入場登録制・無料

視聴はこちらから
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https://www.gastec.co.jp/
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http://www.yasuikikai.co.jp/
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Powering New Perspectives
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https://www.toadkk.co.jp/
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日本分光HP日本分光の最新情報はこちらから

https://www.jasco.co.jp

究極の FTIR＋次世代ラマンが生み出す
分光分析の新境地

ラマン測定を、手の中に。

FT/IR-4Xは、小型の筐体でありながら堅牢性を誇り、性能、機能、拡張性
はリサーチグレードクラスであり、高分解、高 S/N、高感度検出器、測定
波数拡張、マルチチャンネル顕微鏡、ラピッドスキャンに対応しています。
試料室は大型装置と変わらない幅 200 mm あり、サードパーティー製を含
む大型付属品も使用できます。

リサーチグレードでありながら、
ダウンサイジングを追求

PR-1s/PR-1w は、手のひらに収まる超小型ラマン分光光度計です。測定
波数範囲とレーザー出力の異なる２つのモデルをラインアップしていま
す。測定対象の自由度が高く、専用試料室やバイアルホルダーも用意し
ており、シンプルで手軽なラマン測定を実現します。ており、シンプルで手軽なラマン測定を実現します。

Fourier Transform Infrared Spectrometer
フーリエ変換赤外分光光度計

Palmtop Raman Spectrometer
パームトップラマン分光光度計

2022    9/7（水）▶9（金）
    幕張メッセ国際展示場  4～6ホール

日本分光グループブース
東５ホール　5B ｰ 406・501・601

日本分光グループはJASIS2022に出展いたします。最新の分析機器、ソリューションを一同に展示出品。ご来場をお待ちしております。

新技術説明会　

9 月 7 日（水）
　10:30～11:00　A5 会場【分光光度計】基礎とノウハウを伝授  ～装置を理解して確かな測定を～
　12:30～13:00　A2 会場【LC & LC/MS】参考書では教えてくれない基礎講座  ～ベースラインドリフト発生時の対処法～
9月 8日（木）
　10:15～10:45　A2 会場【LC & LC/MS】転ばぬ先の杖 ! 誰でもできるシステムバリデーションとセルフメンテナンス  ～サービスエンジニアを呼ぶ前に～
　11:15～11:45　A3 会場【分光光度計】基礎とノウハウを伝授  ～装置を理解して確かな測定を～
　12:00～12:30　A1 会場【FTIR・ラマン】今日から使える分析ノウハウ  ～顕微分析の測定・解析テクニックを一挙公開 ! ～
9月 9日（金）
　12:45～13:15　A3 会場【FTIR・ラマン】今日から使える分析ノウハウ  ～正しい結果を導く測定・解析のテクニック～

異物の定性分析に効果的な FTIR とラマン分光光度計の複合
分析が、低価格でコンパクトになりました。赤外・ラマン測
定ともに前処理は不要で、試料を動かさずに簡単な操作で測
定手法の切換えが可能です。
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www.frontier-lab.com/jp  info@frontier-lab.com

2000 rpm x 60 sec x 1 

ポリスチレン 20 , 500 mg

25 ºC 0 ºC -196 ºC

400 µm 200 µm 200 µm

25 ºC

✓

✓ 3
33

✓
88

✓
300 mL300 mL300 mL

✓

IQ MILLIQ MILL-IQ MILL-20702070

rpm 50 3000

sec 1 60 1 sec

sec 10 600 10 sec

1 10 1

2

270 350 300 mm 12 kg

50/60 Hz AC 100/120 V 200/240 V 400 VA

ご導入検討時にテスト粉砕を承ります。お気軽にお問い合わせください。

* 7064786

IQ MILL-2070
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大阪支店／
〒573-0094 大阪府枚方市南中振1-16-27
TEL: 072-835-1881　FAX: 072-835-1880

東京本社／
〒103-0014 東京都中央区日本橋蛎殻町1-14-10
TEL: 03-3666-2561　FAX: 03-3666-2658http://www.stjapan.co.jp

輸入総販売元

お使いのMSが高速分析装置になります！
ZipChipTMプラットフォームは、キャピラリ電気泳動（CE）とエ
レクトロスプレーイオン化（ESI）を一つのマイクロ流体チップ
に統合し質量分析計にスプレーするシステムです。

広範囲の生体試料の調整、分離、イオン化を迅速に行い試料
を質量分析計へ直接導入可能です。

CE/ESIチップはユニット内にクリップで装着するだけです。
分析時間は通常３分程度で完了し、ほとんどのLCよりも短時
間でより良い分離品質を得ることができます。

シンプルなワークフローと複数のキットオプションにより、
多数のバイオセラピー、メタボローム、およびプロテオミクスの
アプリケーションをサポートします。

ESIイオン源一体型
マイクロチップ・キャピラリ電気泳動装置

ZipChipTM

ZipChipTMの特徴
●迅速な分析時間（ほとんどの分析時間は２～３分）
●高感度・高安定のナノレベルスプレー
●少ない試料消費（ピコグラム～ナノグラム）
●オンラインの脱塩により、サンプル調整が最小限

アプリ別に便利な分析キットが用意されています。
●ペプチド用　　●インタクトタンパク質用
●ネイティブタンパク質用　
●代謝物（アミノ酸）用　　●オリゴ核酸用

下記メーカーの質量分析計でご使用いただけます。
●ThermoFisher Scientifi c社
●Bruker社　　●SCIEX社　
（対応モデル名・型式につきましては別途ご照会ください。）
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ぶんせき8月号　掲載会社　索引

【ア行】
㈱アメナテック������������������A9
㈱エス・ティ・ジャパン����������A7
オルガノ㈱����������������������A1

【カ行】
㈱ガステック��������������������A8

【サ行】
ジーエルサイエンス㈱�����������A16
JASIS 2022 ����������������� 表紙２
㈱島津製作所���������������� 表紙３

【タ行】
田中科学機器製作㈱�������������A12

㈱ディジタルデータマネジメント�A18
東亜ディーケーケー㈱������������A4
東ソー㈱�����������������������A17

【ナ行】
日本精密科学㈱�����������������A18
日本分光㈱����������������������A5

【ハ行】
パーク・システムズ・ジャパン㈱�A14
㈱日立ハイテク�������������� 表紙４
フロンティア・ラボ㈱������������A6

【マ行】
マイルストーンゼネラル㈱�������A18

ミッシェルジャパン㈱�����������A13
室町ケミカル㈱�����������������A15

【ヤ行】
安井器械㈱����������������������A2

【ラ行】
㈱リガク������������������������A3

製品紹介ガイド������������A10 ～ 11

A5

ぶんせき1月号　掲載会社　索引

【ア行】
㈱アメナテック������������������A5
㈱エス・ティ・ジャパン�������表紙 4

【カ行】
（一社）化学情報協会��������������A2

【サ行】
ジーエルサイエンス㈱���������表紙 3
㈱島津製作所�����������������表紙 2

新コスモス電機㈱���������������A12
西進商事㈱������������ カレンダー裏
㈱ゼネラルサイエンスコーポレーショ
ン������������������������������A3

【ナ行】
日本分光㈱　��������������������A1

【ハ行】
ビー・エー・エス㈱�������������A11

㈱日立ハイテク������������������A8
フロンティア・ラボ㈱������������A9

【ヤ行】
安井器械㈱����������������������A4

製品紹介ガイド��������������A6 ～ 7

http://www.amena.co.jp/
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aco-8/ aco-8e

asc-8c/h

atg-8wfc/ atg-8afc/ atg-8lfc
タグ密閉式自動引火点試験器 

クリーブランド開放式自動引火点試験器

迅速平衡密閉式自動引火点試験器

● 準拠規格  :  JIS K 2265-1

8wfc● 測定範囲  :  室温 ～ 95 ℃
8afc 　  5  ～ 75 ℃
8lfc 　 - 20  ～ 95 ℃（別売の冷却液循環装置が必要です。）

● ガス配管不要の電気点火コイルによる試験も可能

消防法の危険物
             第 4 類の判定に・・・！

30000-3（手動）

● 製品の外観及び仕様は、予告無く変更することがあります、予めご了承ください。　　　　　　　　　

〒120-0005 東京都足立区綾瀬 7- 10 - 3　TEL： 03 - 3620 - 1711　FAX： 03 -  3620 -  1713　URL： www.tanaka-sci .com

デモのご要望はこちらまで
電話でのお問い合わせは メールでのお問い合わせは

03-3620-1711（営業時間平日 9:00～17:30） tanaka@tanaka-sci.com

● 準拠規格  :  JIS K 2265-4
● 測定範囲  :  80 ～ 400 ℃

● 消火補助シャッタ標準装備

●準拠規格：JIS K 2265-2
●測定範囲：8c   -30 ～ 135 ̊C  ( 使用環境によります。）
                           8h   室温 ～ 300 ̊C 
●手動タイプのセタフラッシュ 30000-3もあります。
　                                （30000-3は英国スタンホープセタ社製）

9月 7日（水）～ 9日（金）に幕張メッセで開催されます
JASIS 2022 に出展いたします。
皆様のご来場をお待ちしております。
https://www.jasis.jp/　ブース番号：5A-701

● 引火源：aco-8       ガス試験炎
aco-8e　電気点火コイル

atg-8lfc

クリーブランド開放式自動引火点試験器

（別売の冷却液循環装置が必要です。）

ガス配管不要の電気点火コイルによる試験も可能
（別売の冷却液循環装置が必要です。）

https://www.tanaka-sci.com/
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aco-8/ aco-8e

asc-8c/h

atg-8wfc/ atg-8afc/ atg-8lfc
タグ密閉式自動引火点試験器 

クリーブランド開放式自動引火点試験器

迅速平衡密閉式自動引火点試験器

● 準拠規格  :  JIS K 2265-1

8wfc● 測定範囲  :  室温 ～ 95 ℃
8afc 　  5  ～ 75 ℃
8lfc 　 - 20  ～ 95 ℃（別売の冷却液循環装置が必要です。）

● ガス配管不要の電気点火コイルによる試験も可能

消防法の危険物
             第 4 類の判定に・・・！

30000-3（手動）

● 製品の外観及び仕様は、予告無く変更することがあります、予めご了承ください。　　　　　　　　　

〒120-0005 東京都足立区綾瀬 7- 10 - 3　TEL： 03 - 3620 - 1711　FAX： 03 -  3620 -  1713　URL： www.tanaka-sci .com

デモのご要望はこちらまで
電話でのお問い合わせは メールでのお問い合わせは

03-3620-1711（営業時間平日 9:00～17:30） tanaka@tanaka-sci.com

● 準拠規格  :  JIS K 2265-4
● 測定範囲  :  80 ～ 400 ℃

● 消火補助シャッタ標準装備

●準拠規格：JIS K 2265-2
●測定範囲：8c   -30 ～ 135 ̊C  ( 使用環境によります。）
                           8h   室温 ～ 300 ̊C 
●手動タイプのセタフラッシュ 30000-3もあります。
　                                （30000-3は英国スタンホープセタ社製）

9月 7日（水）～ 9日（金）に幕張メッセで開催されます
JASIS 2022 に出展いたします。
皆様のご来場をお待ちしております。
https://www.jasis.jp/　ブース番号：5A-701

● 引火源：aco-8       ガス試験炎
aco-8e　電気点火コイル

詳細はこちらまで！
www.LDETEK.jp

最大2経路のサンプルガスの導入と
3つの検出器を同時搭載可能
最大2経路のサンプルガスの導入と
3つの検出器を同時搭載可能

本社　東京都武蔵野市中町1-19-18  武蔵野センタービル〒180-0006
TEL.0422-50-2600　FAX.0422-52-1700　WEB. www.michell-japan.co.jp　Mail. info@michell-japan.co.jp

ミッシェルジャパン株式会社

アプリケーション
半導体ガス／産業ガス／環境測定試験／食品検査／炭化水素測定

■最大3つの検出器（PED、TCD、FID）を搭載可能
■最大2経路のサンプルガス導入と同時分析が可能
■微量水分（静電容量式、水晶発振式）および酸素分析用（ジルコニア式、電気化学式）のオンラインセンサーを内蔵可能

■15.6インチのフルカラータッチスクリーンUIで操作が簡単
■専用ソフトウェアによる高度なデータ管理

MultiDetek3は、様々なアプリケーションに柔軟に対応する高い柔軟性とシンプルな
タッチ操作、微量水分および不純物を同時に分析するオンラインガスクロマトグラフです。

MULTIDETEK3

プロセスガスクロマトグラフプロセスガスクロマトグラフプロセスガスクロマトグラフ

https://www.michell-japan.co.jp/
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https://parksystems.com/jp/fx40
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室町ケミカル株式会社
【東京】TEL.03-3525-4792 【大阪】TEL.06-6393-0007 【本社】TEL.0944-41-2131

https://www.muro-chem.co.jp

お問合せ先

種類
S
M
L

内径(mm)
5.0～5.5
6.5～8.5
10.0～11.0

長さ(mm)
50
5.8
118

容量(mL)
1.0
2.5
10.0

液溜槽容量(mL)
8.0
10.0
   5.0※1

種類
S・M共用
L用

横(cm)
26.5
36.5

縦(cm)
7.0
14.5

高さ(cm)
20.5
22.5

立数
20本
10本

ムロマック®ミニカラムはカラムと液溜槽がポリプロピレンにより一体成型
されていて、丈夫で耐薬品性に優れています。小さなカラムながら濾槽が
効率良く試料中の物質を吸着できるように設計されており、リークやテー
リングの少ない精度の高いクロマトグラフィーが可能です。  

ムロマック®ミニカラム
カラムSまたはM用のスタンドは、直径15～16.5mm、長さ100～165
mmの試験管を20本立てることができます。カラムL用スタンドのトレイ
には100mLのビーカー又は三角フラスコを10個並べることができます。

ムロマック®ミニカラムスタンド

S M L

※1.連結キャップを使って50ml注射器を接続すると便利です。 

種類
S
M

容量(mL)
500
1000

ムロマック®ガラスカラムはガラス製で
耐薬品性に優れ、鮮明にイオン交換反
応を可視化します。イオン交換樹脂の
初期検討後、樹脂量を多くして使用す
ることでより正確なデータを取ること
が可能です。枝管付きタイブはムロ
マック分液ロートを使用することで液
枯れしません。また、ライフ試験など
樹脂層高を上げて試験を行う場合は細
長カラムを使用することで正確なデー
タを取得できます。

ムロマック®ガラスカラム ムロマック®分液ロート

１. 環境分野：海水、雨水など環境試料の分析用途　　２. 鉱業分野：岩石、鉱物、石英などの組成分析
３. 農業分野：植物などの分析　　４. 生化学分野：タンパク質、生体などの精製研究
５. 原子力分野：高レベル廃棄物の処理法研究（詳細はお問い合わせください）

S M ロング

種類
S
M

ロング

横(cm)
8
8.5
5

縦(cm)
28
32.5
43

容量(mL)
30.0
100.0
40.0

【各ガラスカラム対応】 

ムロマック®分液ロートはガラス
製で耐薬品性に優れ、ムロマッ
ク®ガラスカラム(S・M・ロン
グ各種)に互換性のあるすり合わ
せ規格を有しています。

S M

ムロマックミニカラムの使用例（公開論文・文献より）

mini／ソリューション
【展示コーナー】に
出展いたします！
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https://www.gls.co.jp/
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高い安定性

高い再現性

高速立ち上げ

高速・高分離・省溶媒

進化し続ける東ソーの GPC…

高速GPC装置

M2207GD.A

☎（03）5427-5180  〒105-8623 
☎（06）6209-1948  〒541-0043 
☎（052）211-5730  〒460-0008 
☎（092）781-0481  〒810-0001 
☎（022）266-2341  〒980-0014 
☎（0467）76-5384  〒252-1123カスタマーサポートセンター

バイオサイエンス事業部ホームページ http://www.separations.asia.tosohbioscience.com/

東 京 本 社
大 阪 支 店
名古屋支店
福 岡 支 店
仙 台 支 店

営 業 部
バイオサイエンスG
バイオサイエンスG

東 京 都 港 区 芝 3 - 8 - 2
大阪市中央区高麗橋4-4 -9
名古 屋 市中 区 栄 1 - 2 - 7
福岡市中央区天神1-13 - 2
仙台市青葉区本町1-11 -1
神奈川県綾瀬市早川2743-1

高速GPC装置 GPC HLC-8420GPC EcoSEC Elite

M2207GD.A

☎（03）5427-5180  〒105-8623 
☎（06）6209-1948  〒541-0043 
☎（052）211-5730  〒460-0008 
☎（092）781-0481  〒810-0001 
☎（022）266-2341  〒980-0014 
☎（0467）76-5384  〒252-1123カスタマーサポートセンター

バイオサイエンス事業部ホームページ http://www.separations.asia.tosohbioscience.com/

東 京 本 社
大 阪 支 店
名古屋支店
福 岡 支 店
仙 台 支 店

営 業 部
バイオサイエンスG
バイオサイエンスG

東 京 都 港 区 芝 3 - 8 - 2
大阪市中央区高麗橋4-4 -9
名古 屋 市中 区 栄 1 - 2 - 7
福岡市中央区天神1-13 - 2
仙台市青葉区本町1-11 -1
神奈川県綾瀬市早川2743-1

IC-8100
高速イオンクロマトグラフ

高速多検体 高機能
拡張性　高感度

0 2.5 5 7.5 10

●臭素酸を含む水道水質基準項目の一斉分析

F-

Cl-

NO2
-

NO3
-

ClO3
-

SO4
2-

min

BrO3
- 上段：電気伝導度検出

下段：ポストカラム反応‒
　　　　吸光光度検出（268 nm）

試料：臭素酸1μg/Lを添加した水道水
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日本精密科学株式会社

https://www.nihon-exa-sci.com

日本精密科学の
プランジャーポンプ

高品質・高精度・高耐圧

NS pump

JASIS2022では各種プランジャーポンプ
充実のラインナップを出展いたします。
ぜひ弊社ブースにお立ち寄りください。

series

ケモメトリックスソフトウェア
PLS_Toolbox (MATLAB Add-In)

●データの探索とパターン認識
●判別分析 ●線形および非線形の回帰分析
●自己モデリング曲線分解、純粋変数法
●データセットの編集と視覚化ツール
●プリプロセス
●クロスバリデーション
●欠損データのサポート
●変数選択
●実験計画法

データの検量(Calibration)、バリデーション、モデルの作成
(Model)と結果の解釈用グラフィック(Plot)インターフェース、
未知データの予測(Prediction)ツールです。MatLab、Excel、
GRAMS、ASCII XY他のデータファイルからデータを
インポートし、データセットのオブジェクトを組み立てます。

株式会社ディジタルデータマネジメント
〒103-0025 東京都中央区日本橋茅場町1-11- 8 紅萌ビル
TEL.03-5641-1771 FAX.03-5641-1772
E-mail:tech@ddmcorp.com URL:http://www.ddmcorp.com

JASIS2022に出展いたします

製作会社：Eigenvector Research Inc.

日本分析化学会第71年会

会期：
2022年9月14日（水）～9月16日（金）
会場：
岡山大学津島キャンパス

https://confit.atlas.jp/guide/event/jsac71nenkai/top
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分析

各種⽔銀測定装置
⽇本インス ルメン ㈱
電話072-694-5195    業グルー
https://www.hg-nic.co.jp

分 分析

FTIR ⽤アクセサリーの ⼊・製造の総合会社
品から まで ら るニーズに 応

㈱システム エンジニアリング
https://www.systems-eng.co.jp/
E-mail: info＠systems-eng.co.jp

外可 外分光光度計 UH4150 AD
⾼感度分光 光光度計 F-7100
㈱⽇ イテクサイエンス
https://www.hitachi-hightech.com/hhs/
E-mail: hhs-info.fy.ml＠hitachi-hightech.com

リサーチグレードで りな ら， ンサイジングを 求
フーリエ変 外分光光度計 FT/IR-4X
⽇本 光㈱  電話 042-646-4111(代)
https://www.jasco.co.jp

ー ー分 分析

レーザーアブレーション LIBS 装置 J200
システムプロ ク カンパニー

電話03-3355-7645    http://www.g5-hakuto.jp
E-mail: info＠g5-hakuto.jp

・ ・ 分析

NMR ス クトル解析ソフト ア Mnova
㈱リアクト 当 化学事業部 本
電話 045-567-6633
E-mail: umemoto＠ react-corp.com 
https://www.react-corp.com/

ー

ナノカラムからセミ分取カラムまで，豊富なサイズ
相 HPLC ⽤カラム  L-column シリーズ

GC ⽤⼤ 中 カラム  G-column
化学 ク マト 部

www.cerij.or.jp   E-mail: chromato＠ceri.jp
ポータブルガス分析装置  XG-100 シリーズ

コス ス電 ㈱
電話06-6308-2111    イン ストリ 業本部
www.new-cosmos.co.jp

UV のない化合物までしっかりフラクション
UVとELSDを内 した 体型 ブルトリガー分取装置
⽇本ビ ッ ㈱ 電話 03-3821-4777
https://www.buchi.com/ja
⾼速液体クロマトグラフ Chromaster 
5610 質量検 器（MS Detector）
㈱⽇ イテクサイエンス
https://www.hitachi-hightech.com/hhs/
E-mail: hhs-info.fy.ml＠hitachi-hightech.com
ムロマックミニカラム 精度の⾼いクロマトグラフィー
ムロマックガラスカラム イオン 反応を可 化

カル(株) 電話 03-3525-4792
https://www.muro-chem.co.jp/

保証のイオンクロマトグラフ
装置3 保証  イオンサプレッサは10 保証
メト ームジャパン㈱   電話 03-4571-1744 
https://www.metrohm.jp
IC コラム「ご の IC 話」 ！

化学分析

電位差⾃動滴定装置 カールフィッシャー⽔分計
最⼤5検体同時測定，FDA Par11 応，DI も安⼼
メト ームジャパン㈱   電話 03-4571-1743 
https://www.metrohm.jp

分析

MALDI-TOF(/TOF)，ESI-QTOF，FT-ICR，
LC-MS/MS，GC-MS/MS
ブルカージャパン㈱ ルトニクス事業部
電話 045-440-0471
E-mail: info.BDAL.JP＠bruker.com

分析

⼩型反応熱量計 SuperCRC
量で⾼感度・⾼精度な反応熱量測定を実

最 化・スケールアップ・安全性 価
㈱東京インス ルメン
電話03-3686-4711    https://www.tokyoinst.co.jp

分析 ・ 機器

ニット機器型フローインジ クション分析システム
AQLAー700
測定 やご使⽤環 に わせて機器の組合せ 可能
㈱アクアラ   電話 042-548-2878 
http://www.aqualab.co.jp
TD-NMR（-100 C 200 C）
ペプチド合成装置（UV モニタ，IH ーティング）
マイクロ ーブ・ イジ スター
アステック㈱ 東京 03-3366-0811  ⼤阪 06-6375-5852 
https://www.astechcorp.co.jp/

A7

XRF分析⽤ガラスビードの作製及びICP分析のアルカリ融
解処理には，⾼周波溶融装置ビード＆フューズサンプラ
㈱アメナテック
http://www.amena.co.jp
英国エレメンタルマイクロアナリシス社製 CHNOS 
有機・無機・同位体微量分析⽤ 消耗品・標準物質等
アルファ サイエンス㈱ http://www.alphascience.jp/ 
電話 03-3814-1374    FAX 03-3814-2357
E-mail: alpha＠m2.pbc.ne.jp
モジュール式ラマンシステムRAMANーQE
⾼感度の⼩型ファイバ分光器，励起⽤レーザ，各種ラマ
ン プローブを組み合わせたコンパクトなシステムです。
励起レーザ選択や光学系のカスタマイズもご相談ください。
オーシャンフォトニクス㈱ http://www.oceanphotonics.com
電位差⾃動滴定装置・カールフィッシャー⽔分計・密
度⽐重計・屈折計・粘度計・⽔銀測定装置・熱計測機
器・⼤気分析装置・⽔質分析装置・排ガス分析装置
京都電⼦⼯業㈱   東京⽀店 03-5227-3151 
https://www.kem.kyoto/
秒速粉砕機 マルチビーズショッカー
ディスポ容器で岩⽯・樹脂・⽣体等の凍結粉砕も可能。
分析感度UP，時間短縮，経費節減に貢献。
安井器械㈱ 商品開発部 http://www.yasuikikai.co.jp/

研究室用設備機器

グローブボックスシステム MBRAUN 社製
有機溶媒精製装置 MBRAUN 社製
㈱ブライト 本社 048-450-5770  ⼤阪 072-861-0881
http://www.bright-jp.com   E-mail: info＠bright-jp.com

試薬・標準試料

認証標準物質（CRM），HPLC・LC/MS 関連
超⾼純度試薬（Ultrapur，Primepure®）
関東化学㈱   電話 03-6214-1090 
https://www.kanto.co.jp
研究・産業⽤の⾦属/合⾦/ポリマー/ガラス等 8 万点
取扱サプライヤー
GOODFELLOW CAMBRIDGE LTD ⽇本代表事務所
電話 03-5579-9285   E-mail: info-jp＠goodfellow.com 
https://www.goodfellow-japan.jp

X 線回折実験等に使える『⾼度精製タンパク質試料』
グルコースイソメラーゼ，αアミラーゼほか
㈱コンフォーカルサイエンス  電話 03-3864-6606 
http://www.confsci.co.jp
信頼性確保に重要な認証標準物質（CRM）
標準物質のご⽤命は
シグマアルドリッチジャパン(同)
テクニカルサービス 電話03-4531-1140 
E-mail: jpts＠merckgroup.com
標準物質は当社にお任せください！
海外（NIST，IRMM，BAS，MBH，Brammer，Alcoa 等）
国内（⽇本分析化学会，産総研，⽇環協等）
各種標準物質を幅広く，また，分析関連消耗品も各種取り
扱っております。是⾮，ご相談ください！
⻄進商事㈱ https://www.seishin-syoji.co.jp

RESEARCH POLYMERS
㈱ゼネラル サイエンス コーポレーション
電話03-5927-8356(代) FAX 03-5927-8357
https://www.shibayama.co.jp
E-mail: gsc＠ shibayama.co.jp
お求めの混合標準液をサクサク検索！
農薬・動物⽤医薬品 混合標準液検索システム
WEBページで「和光 農薬」で検索！
試薬でお困りの際は当社HPをご覧ください。
富⼠フイルム和光純薬(株)
薄層クロマトグラフィー（TLC）のリーディングカン
パニーとして最⾼レベルの品質と豊富な担体・サイ
ズ・⽀持体のプレートをご⽤意しています。
メルク㈱ テクニカルサービス
電話03-4531-1140  E -mail: jpts＠merckgroup.com

書 籍

DNA origami⼊⾨
ー基礎から学ぶDNAナノ構造体の設計技法ー
川⼜ ⽣吹・鈴⽊ 勇輝・村⽥ 智 共著
B5変判 264⾴ 定価4,730円（税込）
㈱オーム社 https://www.ohmsha.co.jp
基本分析化学 ―イオン平衡から機器分析法まで―
北条正司，一色健司 編著
B5判 260頁 定価3,520 円（税込）
三共出版㈱   電話03-3264-5711
https://www.sankyoshuppan.co.jp/
専⾨基礎ライブラリー 新編基礎化学 第２版
藤野⻯也・相沢宏明・⽯井 茂・⽥代基慶 著
B５判 264⾴ 本⽂２⾊ 定価 2,530円（税込）
⾼校レベルの化学から⼤学の基礎まで無理なく学習できる。
実教出版㈱   電話 03-3238-7766   https://www.jikkyo.co.jp/
Pyrolysis-GC/MS Data Book of Synthetic Polymers
合成⾼分⼦の熱分解 GC/MS ハンドブック
Tsuge，Ohtani，Watanabe 著 定価31,900 円（税込)
163 種の合成⾼分⼦の熱分解 GC/MS，また 33 種の縮合系
⾼分⼦には反応熱分解 GC/MS も測定したデータ集。
㈱ディジタルデータマネジメント  電話03-5641-1771

TOF-SIMS: Surface Analysis by Mass Spectrometry
John C. Vickerman and David Briggs 著 B5･定価51,700 円（税込) 
⼆次イオン質量分析法の装置と試料の取扱い，⼆次イオン
形成のメカニズム，データ解析アプリケーション例など
㈱ディジタルデータマネジメント  電話 03-5641-1771
Surface Analysis by Auger and X Ray Photoelectron Spectroscopy
David Briggs and John T. Grant 著 B5･定価51,700 円（税込)
表⾯分析に⽋かせない AES と XPS 法の原理，装置，試料の扱い，
電⼦移動と表⾯感度，数量化，イメージング，スペクトルの解釈な
ど｡（SurfaceSpectra，Ltd.）
㈱ディジタルデータマネジメント  電話 03-5641-1771

改訂６版 分析化学データブック
⽇本分析化学会編 ポケット判 260⾴ 定価1,980 円(税込）
丸善出版㈱   電話 03-3512-3256
https://www.maruzen-publishing.co.jp

不確かさセミナー

不確かさセミナーは，講義と演習を繰り返し全員の解
答を確認しつつ進めるので，安⼼してご受講戴けます。
不確かさ⼩冊⼦も無料謹呈中！
⽇本電気計器検定所 電話03-3451-1205
https://www.jemic.go.jp  E-mail: kosyukai-tky＠ jemic.go.jp

G U I D E製 品 紹 介 ガ イ ド
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分析

各種⽔銀測定装置
⽇本インス ルメン ㈱
電話072-694-5195    業グルー
https://www.hg-nic.co.jp

分 分析

FTIR ⽤アクセサリーの ⼊・製造の総合会社
品から まで ら るニーズに 応

㈱システム エンジニアリング
https://www.systems-eng.co.jp/
E-mail: info＠systems-eng.co.jp

外可 外分光光度計 UH4150 AD
⾼感度分光 光光度計 F-7100
㈱⽇ イテクサイエンス
https://www.hitachi-hightech.com/hhs/
E-mail: hhs-info.fy.ml＠hitachi-hightech.com

リサーチグレードで りな ら， ンサイジングを 求
フーリエ変 外分光光度計 FT/IR-4X
⽇本 光㈱  電話 042-646-4111(代)
https://www.jasco.co.jp

ー ー分 分析

レーザーアブレーション LIBS 装置 J200
システムプロ ク カンパニー

電話03-3355-7645    http://www.g5-hakuto.jp
E-mail: info＠g5-hakuto.jp

・ ・ 分析

NMR ス クトル解析ソフト ア Mnova
㈱リアクト 当 化学事業部 本
電話 045-567-6633
E-mail: umemoto＠ react-corp.com 
https://www.react-corp.com/

ー

ナノカラムからセミ分取カラムまで，豊富なサイズ
相 HPLC ⽤カラム  L-column シリーズ

GC ⽤⼤ 中 カラム  G-column
化学 ク マト 部

www.cerij.or.jp   E-mail: chromato＠ceri.jp
ポータブルガス分析装置  XG-100 シリーズ

コス ス電 ㈱
電話06-6308-2111    イン ストリ 業本部
www.new-cosmos.co.jp

UV のない化合物までしっかりフラクション
UVとELSDを内 した 体型 ブルトリガー分取装置
⽇本ビ ッ ㈱ 電話 03-3821-4777
https://www.buchi.com/ja
⾼速液体クロマトグラフ Chromaster 
5610 質量検 器（MS Detector）
㈱⽇ イテクサイエンス
https://www.hitachi-hightech.com/hhs/
E-mail: hhs-info.fy.ml＠hitachi-hightech.com
ムロマックミニカラム 精度の⾼いクロマトグラフィー
ムロマックガラスカラム イオン 反応を可 化

カル(株) 電話 03-3525-4792
https://www.muro-chem.co.jp/

保証のイオンクロマトグラフ
装置3 保証  イオンサプレッサは10 保証
メト ームジャパン㈱   電話 03-4571-1744 
https://www.metrohm.jp
IC コラム「ご の IC 話」 ！

化学分析

電位差⾃動滴定装置 カールフィッシャー⽔分計
最⼤5検体同時測定，FDA Par11 応，DI も安⼼
メト ームジャパン㈱   電話 03-4571-1743 
https://www.metrohm.jp

分析

MALDI-TOF(/TOF)，ESI-QTOF，FT-ICR，
LC-MS/MS，GC-MS/MS
ブルカージャパン㈱ ルトニクス事業部
電話 045-440-0471
E-mail: info.BDAL.JP＠bruker.com

分析

⼩型反応熱量計 SuperCRC
量で⾼感度・⾼精度な反応熱量測定を実

最 化・スケールアップ・安全性 価
㈱東京インス ルメン
電話03-3686-4711    https://www.tokyoinst.co.jp

分析 ・ 機器

ニット機器型フローインジ クション分析システム
AQLAー700
測定 やご使⽤環 に わせて機器の組合せ 可能
㈱アクアラ   電話 042-548-2878 
http://www.aqualab.co.jp
TD-NMR（-100 C 200 C）
ペプチド合成装置（UV モニタ，IH ーティング）
マイクロ ーブ・ イジ スター
アステック㈱ 東京 03-3366-0811  ⼤阪 06-6375-5852 
https://www.astechcorp.co.jp/

A7

XRF分析⽤ガラスビードの作製及びICP分析のアルカリ融
解処理には，⾼周波溶融装置ビード＆フューズサンプラ
㈱アメナテック
http://www.amena.co.jp
英国エレメンタルマイクロアナリシス社製 CHNOS 
有機・無機・同位体微量分析⽤ 消耗品・標準物質等
アルファ サイエンス㈱ http://www.alphascience.jp/ 
電話 03-3814-1374    FAX 03-3814-2357
E-mail: alpha＠m2.pbc.ne.jp
モジュール式ラマンシステムRAMANーQE
⾼感度の⼩型ファイバ分光器，励起⽤レーザ，各種ラマ
ン プローブを組み合わせたコンパクトなシステムです。
励起レーザ選択や光学系のカスタマイズもご相談ください。
オーシャンフォトニクス㈱ http://www.oceanphotonics.com
電位差⾃動滴定装置・カールフィッシャー⽔分計・密
度⽐重計・屈折計・粘度計・⽔銀測定装置・熱計測機
器・⼤気分析装置・⽔質分析装置・排ガス分析装置
京都電⼦⼯業㈱   東京⽀店 03-5227-3151 
https://www.kem.kyoto/
秒速粉砕機 マルチビーズショッカー
ディスポ容器で岩⽯・樹脂・⽣体等の凍結粉砕も可能。
分析感度UP，時間短縮，経費節減に貢献。
安井器械㈱ 商品開発部 http://www.yasuikikai.co.jp/

研究室用設備機器

グローブボックスシステム MBRAUN 社製
有機溶媒精製装置 MBRAUN 社製
㈱ブライト 本社 048-450-5770  ⼤阪 072-861-0881
http://www.bright-jp.com   E-mail: info＠bright-jp.com

試薬・標準試料

認証標準物質（CRM），HPLC・LC/MS 関連
超⾼純度試薬（Ultrapur，Primepure®）
関東化学㈱   電話 03-6214-1090 
https://www.kanto.co.jp
研究・産業⽤の⾦属/合⾦/ポリマー/ガラス等 8 万点
取扱サプライヤー
GOODFELLOW CAMBRIDGE LTD ⽇本代表事務所
電話 03-5579-9285   E-mail: info-jp＠goodfellow.com 
https://www.goodfellow-japan.jp

X 線回折実験等に使える『⾼度精製タンパク質試料』
グルコースイソメラーゼ，αアミラーゼほか
㈱コンフォーカルサイエンス  電話 03-3864-6606 
http://www.confsci.co.jp
信頼性確保に重要な認証標準物質（CRM）
標準物質のご⽤命は
シグマアルドリッチジャパン(同)
テクニカルサービス 電話03-4531-1140 
E-mail: jpts＠merckgroup.com
標準物質は当社にお任せください！
海外（NIST，IRMM，BAS，MBH，Brammer，Alcoa 等）
国内（⽇本分析化学会，産総研，⽇環協等）
各種標準物質を幅広く，また，分析関連消耗品も各種取り
扱っております。是⾮，ご相談ください！
⻄進商事㈱ https://www.seishin-syoji.co.jp

RESEARCH POLYMERS
㈱ゼネラル サイエンス コーポレーション
電話03-5927-8356(代) FAX 03-5927-8357
https://www.shibayama.co.jp
E-mail: gsc＠ shibayama.co.jp
お求めの混合標準液をサクサク検索！
農薬・動物⽤医薬品 混合標準液検索システム
WEBページで「和光 農薬」で検索！
試薬でお困りの際は当社HPをご覧ください。
富⼠フイルム和光純薬(株)
薄層クロマトグラフィー（TLC）のリーディングカン
パニーとして最⾼レベルの品質と豊富な担体・サイ
ズ・⽀持体のプレートをご⽤意しています。
メルク㈱ テクニカルサービス
電話03-4531-1140  E -mail: jpts＠merckgroup.com

書 籍

DNA origami⼊⾨
ー基礎から学ぶDNAナノ構造体の設計技法ー
川⼜ ⽣吹・鈴⽊ 勇輝・村⽥ 智 共著
B5変判 264⾴ 定価4,730円（税込）
㈱オーム社 https://www.ohmsha.co.jp
基本分析化学 ―イオン平衡から機器分析法まで―
北条正司，一色健司 編著
B5判 260頁 定価3,520 円（税込）
三共出版㈱   電話03-3264-5711
https://www.sankyoshuppan.co.jp/
専⾨基礎ライブラリー 新編基礎化学 第２版
藤野⻯也・相沢宏明・⽯井 茂・⽥代基慶 著
B５判 264⾴ 本⽂２⾊ 定価 2,530円（税込）
⾼校レベルの化学から⼤学の基礎まで無理なく学習できる。
実教出版㈱   電話 03-3238-7766   https://www.jikkyo.co.jp/
Pyrolysis-GC/MS Data Book of Synthetic Polymers
合成⾼分⼦の熱分解 GC/MS ハンドブック
Tsuge，Ohtani，Watanabe 著 定価31,900 円（税込)
163 種の合成⾼分⼦の熱分解 GC/MS，また 33 種の縮合系
⾼分⼦には反応熱分解 GC/MS も測定したデータ集。
㈱ディジタルデータマネジメント  電話03-5641-1771

TOF-SIMS: Surface Analysis by Mass Spectrometry
John C. Vickerman and David Briggs 著 B5･定価51,700 円（税込) 
⼆次イオン質量分析法の装置と試料の取扱い，⼆次イオン
形成のメカニズム，データ解析アプリケーション例など
㈱ディジタルデータマネジメント  電話 03-5641-1771
Surface Analysis by Auger and X Ray Photoelectron Spectroscopy
David Briggs and John T. Grant 著 B5･定価51,700 円（税込)
表⾯分析に⽋かせない AES と XPS 法の原理，装置，試料の扱い，
電⼦移動と表⾯感度，数量化，イメージング，スペクトルの解釈な
ど｡（SurfaceSpectra，Ltd.）
㈱ディジタルデータマネジメント  電話 03-5641-1771

改訂６版 分析化学データブック
⽇本分析化学会編 ポケット判 260⾴ 定価1,980 円(税込）
丸善出版㈱   電話 03-3512-3256
https://www.maruzen-publishing.co.jp

不確かさセミナー

不確かさセミナーは，講義と演習を繰り返し全員の解
答を確認しつつ進めるので，安⼼してご受講戴けます。
不確かさ⼩冊⼦も無料謹呈中！
⽇本電気計器検定所 電話03-3451-1205
https://www.jemic.go.jp  E-mail: kosyukai-tky＠ jemic.go.jp

G U I D E製 品 紹 介 ガ イ ド
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分析

各種⽔銀測定装置
⽇本インス ルメン ㈱
電話072-694-5195    業グルー
https://www.hg-nic.co.jp

分 分析

FTIR ⽤アクセサリーの ⼊・製造の総合会社
品から まで ら るニーズに 応

㈱システム エンジニアリング
https://www.systems-eng.co.jp/
E-mail: info＠systems-eng.co.jp

外可 外分光光度計 UH4150 AD
⾼感度分光 光光度計 F-7100
㈱⽇ イテクサイエンス
https://www.hitachi-hightech.com/hhs/
E-mail: hhs-info.fy.ml＠hitachi-hightech.com

リサーチグレードで りな ら， ンサイジングを 求
フーリエ変 外分光光度計 FT/IR-4X
⽇本 光㈱  電話 042-646-4111(代)
https://www.jasco.co.jp

ー ー分 分析

レーザーアブレーション LIBS 装置 J200
システムプロ ク カンパニー

電話03-3355-7645    http://www.g5-hakuto.jp
E-mail: info＠g5-hakuto.jp

・ ・ 分析

NMR ス クトル解析ソフト ア Mnova
㈱リアクト 当 化学事業部 本
電話 045-567-6633
E-mail: umemoto＠ react-corp.com 
https://www.react-corp.com/

ー

ナノカラムからセミ分取カラムまで，豊富なサイズ
相 HPLC ⽤カラム  L-column シリーズ

GC ⽤⼤ 中 カラム  G-column
化学 ク マト 部

www.cerij.or.jp   E-mail: chromato＠ceri.jp
ポータブルガス分析装置  XG-100 シリーズ

コス ス電 ㈱
電話06-6308-2111    イン ストリ 業本部
www.new-cosmos.co.jp

UV のない化合物までしっかりフラクション
UVとELSDを内 した 体型 ブルトリガー分取装置
⽇本ビ ッ ㈱ 電話 03-3821-4777
https://www.buchi.com/ja
⾼速液体クロマトグラフ Chromaster 
5610 質量検 器（MS Detector）
㈱⽇ イテクサイエンス
https://www.hitachi-hightech.com/hhs/
E-mail: hhs-info.fy.ml＠hitachi-hightech.com
ムロマックミニカラム 精度の⾼いクロマトグラフィー
ムロマックガラスカラム イオン 反応を可 化

カル(株) 電話 03-3525-4792
https://www.muro-chem.co.jp/

保証のイオンクロマトグラフ
装置3 保証  イオンサプレッサは10 保証
メト ームジャパン㈱   電話 03-4571-1744 
https://www.metrohm.jp
IC コラム「ご の IC 話」 ！

化学分析

電位差⾃動滴定装置 カールフィッシャー⽔分計
最⼤5検体同時測定，FDA Par11 応，DI も安⼼
メト ームジャパン㈱   電話 03-4571-1743 
https://www.metrohm.jp

分析

MALDI-TOF(/TOF)，ESI-QTOF，FT-ICR，
LC-MS/MS，GC-MS/MS
ブルカージャパン㈱ ルトニクス事業部
電話 045-440-0471
E-mail: info.BDAL.JP＠bruker.com

分析

⼩型反応熱量計 SuperCRC
量で⾼感度・⾼精度な反応熱量測定を実

最 化・スケールアップ・安全性 価
㈱東京インス ルメン
電話03-3686-4711    https://www.tokyoinst.co.jp

分析 ・ 機器

ニット機器型フローインジ クション分析システム
AQLAー700
測定 やご使⽤環 に わせて機器の組合せ 可能
㈱アクアラ   電話 042-548-2878 
http://www.aqualab.co.jp
TD-NMR（-100 C 200 C）
ペプチド合成装置（UV モニタ，IH ーティング）
マイクロ ーブ・ イジ スター
アステック㈱ 東京 03-3366-0811  ⼤阪 06-6375-5852 
https://www.astechcorp.co.jp/

A7

XRF分析⽤ガラスビードの作製及びICP分析のアルカリ融
解処理には，⾼周波溶融装置ビード＆フューズサンプラ
㈱アメナテック
http://www.amena.co.jp
英国エレメンタルマイクロアナリシス社製 CHNOS 
有機・無機・同位体微量分析⽤ 消耗品・標準物質等
アルファ サイエンス㈱ http://www.alphascience.jp/ 
電話 03-3814-1374    FAX 03-3814-2357
E-mail: alpha＠m2.pbc.ne.jp
モジュール式ラマンシステムRAMANーQE
⾼感度の⼩型ファイバ分光器，励起⽤レーザ，各種ラマ
ン プローブを組み合わせたコンパクトなシステムです。
励起レーザ選択や光学系のカスタマイズもご相談ください。
オーシャンフォトニクス㈱ http://www.oceanphotonics.com
電位差⾃動滴定装置・カールフィッシャー⽔分計・密
度⽐重計・屈折計・粘度計・⽔銀測定装置・熱計測機
器・⼤気分析装置・⽔質分析装置・排ガス分析装置
京都電⼦⼯業㈱   東京⽀店 03-5227-3151 
https://www.kem.kyoto/
秒速粉砕機 マルチビーズショッカー
ディスポ容器で岩⽯・樹脂・⽣体等の凍結粉砕も可能。
分析感度UP，時間短縮，経費節減に貢献。
安井器械㈱ 商品開発部 http://www.yasuikikai.co.jp/

研究室用設備機器

グローブボックスシステム MBRAUN 社製
有機溶媒精製装置 MBRAUN 社製
㈱ブライト 本社 048-450-5770  ⼤阪 072-861-0881
http://www.bright-jp.com   E-mail: info＠bright-jp.com

試薬・標準試料

認証標準物質（CRM），HPLC・LC/MS 関連
超⾼純度試薬（Ultrapur，Primepure®）
関東化学㈱   電話 03-6214-1090 
https://www.kanto.co.jp
研究・産業⽤の⾦属/合⾦/ポリマー/ガラス等 8 万点
取扱サプライヤー
GOODFELLOW CAMBRIDGE LTD ⽇本代表事務所
電話 03-5579-9285   E-mail: info-jp＠goodfellow.com 
https://www.goodfellow-japan.jp

X 線回折実験等に使える『⾼度精製タンパク質試料』
グルコースイソメラーゼ，αアミラーゼほか
㈱コンフォーカルサイエンス  電話 03-3864-6606 
http://www.confsci.co.jp
信頼性確保に重要な認証標準物質（CRM）
標準物質のご⽤命は
シグマアルドリッチジャパン(同)
テクニカルサービス 電話03-4531-1140 
E-mail: jpts＠merckgroup.com
標準物質は当社にお任せください！
海外（NIST，IRMM，BAS，MBH，Brammer，Alcoa 等）
国内（⽇本分析化学会，産総研，⽇環協等）
各種標準物質を幅広く，また，分析関連消耗品も各種取り
扱っております。是⾮，ご相談ください！
⻄進商事㈱ https://www.seishin-syoji.co.jp

RESEARCH POLYMERS
㈱ゼネラル サイエンス コーポレーション
電話03-5927-8356(代) FAX 03-5927-8357
https://www.shibayama.co.jp
E-mail: gsc＠ shibayama.co.jp
お求めの混合標準液をサクサク検索！
農薬・動物⽤医薬品 混合標準液検索システム
WEBページで「和光 農薬」で検索！
試薬でお困りの際は当社HPをご覧ください。
富⼠フイルム和光純薬(株)
薄層クロマトグラフィー（TLC）のリーディングカン
パニーとして最⾼レベルの品質と豊富な担体・サイ
ズ・⽀持体のプレートをご⽤意しています。
メルク㈱ テクニカルサービス
電話03-4531-1140  E -mail: jpts＠merckgroup.com

書 籍

DNA origami⼊⾨
ー基礎から学ぶDNAナノ構造体の設計技法ー
川⼜ ⽣吹・鈴⽊ 勇輝・村⽥ 智 共著
B5変判 264⾴ 定価4,730円（税込）
㈱オーム社 https://www.ohmsha.co.jp
基本分析化学 ―イオン平衡から機器分析法まで―
北条正司，一色健司 編著
B5判 260頁 定価3,520 円（税込）
三共出版㈱   電話03-3264-5711
https://www.sankyoshuppan.co.jp/
専⾨基礎ライブラリー 新編基礎化学 第２版
藤野⻯也・相沢宏明・⽯井 茂・⽥代基慶 著
B５判 264⾴ 本⽂２⾊ 定価 2,530円（税込）
⾼校レベルの化学から⼤学の基礎まで無理なく学習できる。
実教出版㈱   電話 03-3238-7766   https://www.jikkyo.co.jp/
Pyrolysis-GC/MS Data Book of Synthetic Polymers
合成⾼分⼦の熱分解 GC/MS ハンドブック
Tsuge，Ohtani，Watanabe 著 定価31,900 円（税込)
163 種の合成⾼分⼦の熱分解 GC/MS，また 33 種の縮合系
⾼分⼦には反応熱分解 GC/MS も測定したデータ集。
㈱ディジタルデータマネジメント  電話03-5641-1771

TOF-SIMS: Surface Analysis by Mass Spectrometry
John C. Vickerman and David Briggs 著 B5･定価51,700 円（税込) 
⼆次イオン質量分析法の装置と試料の取扱い，⼆次イオン
形成のメカニズム，データ解析アプリケーション例など
㈱ディジタルデータマネジメント  電話 03-5641-1771
Surface Analysis by Auger and X Ray Photoelectron Spectroscopy
David Briggs and John T. Grant 著 B5･定価51,700 円（税込)
表⾯分析に⽋かせない AES と XPS 法の原理，装置，試料の扱い，
電⼦移動と表⾯感度，数量化，イメージング，スペクトルの解釈な
ど｡（SurfaceSpectra，Ltd.）
㈱ディジタルデータマネジメント  電話 03-5641-1771

改訂６版 分析化学データブック
⽇本分析化学会編 ポケット判 260⾴ 定価1,980 円(税込）
丸善出版㈱   電話 03-3512-3256
https://www.maruzen-publishing.co.jp

不確かさセミナー

不確かさセミナーは，講義と演習を繰り返し全員の解
答を確認しつつ進めるので，安⼼してご受講戴けます。
不確かさ⼩冊⼦も無料謹呈中！
⽇本電気計器検定所 電話03-3451-1205
https://www.jemic.go.jp  E-mail: kosyukai-tky＠ jemic.go.jp

G U I D E製 品 紹 介 ガ イ ド
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分析

各種⽔銀測定装置
⽇本インス ルメン ㈱
電話072-694-5195    業グルー
https://www.hg-nic.co.jp

分 分析

FTIR ⽤アクセサリーの ⼊・製造の総合会社
品から まで ら るニーズに 応

㈱システム エンジニアリング
https://www.systems-eng.co.jp/
E-mail: info＠systems-eng.co.jp

外可 外分光光度計 UH4150 AD
⾼感度分光 光光度計 F-7100
㈱⽇ イテクサイエンス
https://www.hitachi-hightech.com/hhs/
E-mail: hhs-info.fy.ml＠hitachi-hightech.com

リサーチグレードで りな ら， ンサイジングを 求
フーリエ変 外分光光度計 FT/IR-4X
⽇本 光㈱  電話 042-646-4111(代)
https://www.jasco.co.jp

ー ー分 分析

レーザーアブレーション LIBS 装置 J200
システムプロ ク カンパニー

電話03-3355-7645    http://www.g5-hakuto.jp
E-mail: info＠g5-hakuto.jp

・ ・ 分析

NMR ス クトル解析ソフト ア Mnova
㈱リアクト 当 化学事業部 本
電話 045-567-6633
E-mail: umemoto＠ react-corp.com 
https://www.react-corp.com/

ー

ナノカラムからセミ分取カラムまで，豊富なサイズ
相 HPLC ⽤カラム  L-column シリーズ

GC ⽤⼤ 中 カラム  G-column
化学 ク マト 部

www.cerij.or.jp   E-mail: chromato＠ceri.jp
ポータブルガス分析装置  XG-100 シリーズ

コス ス電 ㈱
電話06-6308-2111    イン ストリ 業本部
www.new-cosmos.co.jp

UV のない化合物までしっかりフラクション
UVとELSDを内 した 体型 ブルトリガー分取装置
⽇本ビ ッ ㈱ 電話 03-3821-4777
https://www.buchi.com/ja
⾼速液体クロマトグラフ Chromaster 
5610 質量検 器（MS Detector）
㈱⽇ イテクサイエンス
https://www.hitachi-hightech.com/hhs/
E-mail: hhs-info.fy.ml＠hitachi-hightech.com
ムロマックミニカラム 精度の⾼いクロマトグラフィー
ムロマックガラスカラム イオン 反応を可 化

カル(株) 電話 03-3525-4792
https://www.muro-chem.co.jp/

保証のイオンクロマトグラフ
装置3 保証  イオンサプレッサは10 保証
メト ームジャパン㈱   電話 03-4571-1744 
https://www.metrohm.jp
IC コラム「ご の IC 話」 ！

化学分析

電位差⾃動滴定装置 カールフィッシャー⽔分計
最⼤5検体同時測定，FDA Par11 応，DI も安⼼
メト ームジャパン㈱   電話 03-4571-1743 
https://www.metrohm.jp

分析

MALDI-TOF(/TOF)，ESI-QTOF，FT-ICR，
LC-MS/MS，GC-MS/MS
ブルカージャパン㈱ ルトニクス事業部
電話 045-440-0471
E-mail: info.BDAL.JP＠bruker.com

分析

⼩型反応熱量計 SuperCRC
量で⾼感度・⾼精度な反応熱量測定を実

最 化・スケールアップ・安全性 価
㈱東京インス ルメン
電話03-3686-4711    https://www.tokyoinst.co.jp

分析 ・ 機器

ニット機器型フローインジ クション分析システム
AQLAー700
測定 やご使⽤環 に わせて機器の組合せ 可能
㈱アクアラ   電話 042-548-2878 
http://www.aqualab.co.jp
TD-NMR（-100 C 200 C）
ペプチド合成装置（UV モニタ，IH ーティング）
マイクロ ーブ・ イジ スター
アステック㈱ 東京 03-3366-0811  ⼤阪 06-6375-5852 
https://www.astechcorp.co.jp/

A7

XRF分析⽤ガラスビードの作製及びICP分析のアルカリ融
解処理には，⾼周波溶融装置ビード＆フューズサンプラ
㈱アメナテック
http://www.amena.co.jp
英国エレメンタルマイクロアナリシス社製 CHNOS 
有機・無機・同位体微量分析⽤ 消耗品・標準物質等
アルファ サイエンス㈱ http://www.alphascience.jp/ 
電話 03-3814-1374    FAX 03-3814-2357
E-mail: alpha＠m2.pbc.ne.jp
モジュール式ラマンシステムRAMANーQE
⾼感度の⼩型ファイバ分光器，励起⽤レーザ，各種ラマ
ン プローブを組み合わせたコンパクトなシステムです。
励起レーザ選択や光学系のカスタマイズもご相談ください。
オーシャンフォトニクス㈱ http://www.oceanphotonics.com
電位差⾃動滴定装置・カールフィッシャー⽔分計・密
度⽐重計・屈折計・粘度計・⽔銀測定装置・熱計測機
器・⼤気分析装置・⽔質分析装置・排ガス分析装置
京都電⼦⼯業㈱   東京⽀店 03-5227-3151 
https://www.kem.kyoto/
秒速粉砕機 マルチビーズショッカー
ディスポ容器で岩⽯・樹脂・⽣体等の凍結粉砕も可能。
分析感度UP，時間短縮，経費節減に貢献。
安井器械㈱ 商品開発部 http://www.yasuikikai.co.jp/

研究室用設備機器

グローブボックスシステム MBRAUN 社製
有機溶媒精製装置 MBRAUN 社製
㈱ブライト 本社 048-450-5770  ⼤阪 072-861-0881
http://www.bright-jp.com   E-mail: info＠bright-jp.com

試薬・標準試料

認証標準物質（CRM），HPLC・LC/MS 関連
超⾼純度試薬（Ultrapur，Primepure®）
関東化学㈱   電話 03-6214-1090 
https://www.kanto.co.jp
研究・産業⽤の⾦属/合⾦/ポリマー/ガラス等 8 万点
取扱サプライヤー
GOODFELLOW CAMBRIDGE LTD ⽇本代表事務所
電話 03-5579-9285   E-mail: info-jp＠goodfellow.com 
https://www.goodfellow-japan.jp

X 線回折実験等に使える『⾼度精製タンパク質試料』
グルコースイソメラーゼ，αアミラーゼほか
㈱コンフォーカルサイエンス  電話 03-3864-6606 
http://www.confsci.co.jp
信頼性確保に重要な認証標準物質（CRM）
標準物質のご⽤命は
シグマアルドリッチジャパン(同)
テクニカルサービス 電話03-4531-1140 
E-mail: jpts＠merckgroup.com
標準物質は当社にお任せください！
海外（NIST，IRMM，BAS，MBH，Brammer，Alcoa 等）
国内（⽇本分析化学会，産総研，⽇環協等）
各種標準物質を幅広く，また，分析関連消耗品も各種取り
扱っております。是⾮，ご相談ください！
⻄進商事㈱ https://www.seishin-syoji.co.jp

RESEARCH POLYMERS
㈱ゼネラル サイエンス コーポレーション
電話03-5927-8356(代) FAX 03-5927-8357
https://www.shibayama.co.jp
E-mail: gsc＠ shibayama.co.jp
お求めの混合標準液をサクサク検索！
農薬・動物⽤医薬品 混合標準液検索システム
WEBページで「和光 農薬」で検索！
試薬でお困りの際は当社HPをご覧ください。
富⼠フイルム和光純薬(株)
薄層クロマトグラフィー（TLC）のリーディングカン
パニーとして最⾼レベルの品質と豊富な担体・サイ
ズ・⽀持体のプレートをご⽤意しています。
メルク㈱ テクニカルサービス
電話03-4531-1140  E -mail: jpts＠merckgroup.com

書 籍

DNA origami⼊⾨
ー基礎から学ぶDNAナノ構造体の設計技法ー
川⼜ ⽣吹・鈴⽊ 勇輝・村⽥ 智 共著
B5変判 264⾴ 定価4,730円（税込）
㈱オーム社 https://www.ohmsha.co.jp
基本分析化学 ―イオン平衡から機器分析法まで―
北条正司，一色健司 編著
B5判 260頁 定価3,520 円（税込）
三共出版㈱   電話03-3264-5711
https://www.sankyoshuppan.co.jp/
専⾨基礎ライブラリー 新編基礎化学 第２版
藤野⻯也・相沢宏明・⽯井 茂・⽥代基慶 著
B５判 264⾴ 本⽂２⾊ 定価 2,530円（税込）
⾼校レベルの化学から⼤学の基礎まで無理なく学習できる。
実教出版㈱   電話 03-3238-7766   https://www.jikkyo.co.jp/
Pyrolysis-GC/MS Data Book of Synthetic Polymers
合成⾼分⼦の熱分解 GC/MS ハンドブック
Tsuge，Ohtani，Watanabe 著 定価31,900 円（税込)
163 種の合成⾼分⼦の熱分解 GC/MS，また 33 種の縮合系
⾼分⼦には反応熱分解 GC/MS も測定したデータ集。
㈱ディジタルデータマネジメント  電話03-5641-1771

TOF-SIMS: Surface Analysis by Mass Spectrometry
John C. Vickerman and David Briggs 著 B5･定価51,700 円（税込) 
⼆次イオン質量分析法の装置と試料の取扱い，⼆次イオン
形成のメカニズム，データ解析アプリケーション例など
㈱ディジタルデータマネジメント  電話 03-5641-1771
Surface Analysis by Auger and X Ray Photoelectron Spectroscopy
David Briggs and John T. Grant 著 B5･定価51,700 円（税込)
表⾯分析に⽋かせない AES と XPS 法の原理，装置，試料の扱い，
電⼦移動と表⾯感度，数量化，イメージング，スペクトルの解釈な
ど｡（SurfaceSpectra，Ltd.）
㈱ディジタルデータマネジメント  電話 03-5641-1771

改訂６版 分析化学データブック
⽇本分析化学会編 ポケット判 260⾴ 定価1,980 円(税込）
丸善出版㈱   電話 03-3512-3256
https://www.maruzen-publishing.co.jp

不確かさセミナー

不確かさセミナーは，講義と演習を繰り返し全員の解
答を確認しつつ進めるので，安⼼してご受講戴けます。
不確かさ⼩冊⼦も無料謹呈中！
⽇本電気計器検定所 電話03-3451-1205
https://www.jemic.go.jp  E-mail: kosyukai-tky＠ jemic.go.jp
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