
の保証を追加!!
PFOS・PFOA

N e w

金属不純物（��種）を保証*
日本薬局方の試薬規格に適合
従来の保証内容を踏襲、UHPLCシステムに最適

LC／MS用溶媒

*金属（13種）：Ba, Ca, Cd, Co, Cr, Cu, Fe, K, Mg, Mn, Ni, Pb, Zn

アセトニトリル 200mL、1L、3L ○ ○ ○

蒸留水 200mL、1L、3L ○ ○

メタノール 200mL、1L、3L ○ ○ ○

2-プロパノール 200mL、1L、3L ○ 

品目 容量 日本薬局方 金属（13種） PFOS・PFOA
適合 保証 試験適合性適合 保証 試験適合性



https://www.an.shimadzu.co.jp/topics/2023/202302/jasis.htm
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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

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。

ATR に取付けて FTIR との複合分析

究極の FTIR＋次世代ラマンが生み出す
分光分析の新境地

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。

Fourier Transform Infrared Spectrometer

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。

究極の FTIR＋次世代ラマンが生み出す

Palmtop Raman Spectrometer

New

New

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

2023    2/1（水）▶3（金）
グランキューブ大阪 （大阪府立国際会議場）

日本分光ブース：I-03

■新技術説明会
【LC & LC/MS】参考書では教えてくれないノウハウ～ベースラインドリフト発生時の対処法～
【FTIR・ラマン】今日から使える分析テクニック～顕微分析の測定・解析手法を一挙公開 ! ～
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http://www.shibayama.co.jp
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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

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。）

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。

お使いのMSが高速CE-ESI/MSになります！
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http://www.yasuikikai.co.jp
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ぶんせき1月号　掲載会社　索引

【ア行】
㈱アメナテック������������������A8
㈱エス・ティ・ジャパン����������A3

【カ行】
関東化学㈱�������������������表紙 4
㈱クロマニックテクノロジーズ����A9

【シ行】
㈱島津製作所�����������������表紙 2

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��������������A2

【ナ行】
日本分光㈱����������������������A1

【ハ行】
㈱パーキンエルマージャパン������A5
ビー・エー・エス㈱�����������表紙 3

㈱日立ハイテクサイエンス�������A12
フロンティア・ラボ㈱�����������A11

【ヤ行】
安井器械㈱����������������������A4

【ラ行】
㈱リガク������������������������A8

製品紹介ガイド��������������A6 ～ 7

IR イメージングシステム

Spotlight 400

各測定モードの測定波数範囲

0.7

14700 4000 2000 350

2.5 5 28 µm

 cm-1650

15

Macro-NIR

Micro-NIR
NIR-imaging

Macro-MIR

Micro-MIR
MIR-imaging

中赤外から近赤外まで 1システムで対応
• マクロ中赤外＋近赤外
• 顕微中赤外＋近赤外
• 中赤外イメージング＋近赤外イメージング

イメージングの特長
• ピクセルサイズの選択（6.25 µm, 25 µm, 50 µm）
• ATRイメージング（最小 1.56 µm/ピクセルの空間分解能を実現）

低波数 650 cm-1（透過・反射）までの
イメージング測定が可能

100 µm×100 µmから 50 mm×50 mmまでの
イメージング領域を任意に選択

株式会社パーキンエルマージャパン

https://www.perkinelmer.co.jp/
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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

https://www.rigaku.com/
http://www.amena.co.jp
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開発・製造・販売

株式会社クロマニックテクノロジーズ
代表取締役社長 長江徳和 カラムサポート：小山隆次

〒552-0001 大阪府大阪市港区波除 6-3-1  
TEL: 06-6581-0885 E-mail: info@chromanik.co.jp

RCH
H

H

URL: http://chromanik.co.jp 

Coming
Soon

R
C H

H

H
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目的に合わせて選べる周辺装置で分析業務をサポート

�������������������������������マルチショット・パイロライザー

豊富な周辺装置

未知試料へ多面的にアプローチ

前処理なしで迅速に分析

高性能で高信頼

⚫ 室温から1050ºCまでの幅広い温度領域を任意設定
⚫ 発生ガス分析や瞬間熱分析などの組み合わせにより

⚫ あらゆる形態のポリマー試料を煩雑な前処理なしで
簡単・迅速に分析

⚫ サーモグラムとパイログラムの高い再現性を保証

未知試料を多面的に分析

お気軽にお問い合わせください
w w w . f r o n t i e r - l a b . c o m / j p i n f o @ f r o n t i e r - l a b . c o m

製品情報

280報を超える多彩なアプリケーションでユーザーをサポート

最新のアプリケーション

��������分析における水素キャリヤーガスの影響
マイクロプラスチックの分析 ほか テクニカルノート

メンテナンス性が向上！
より使いやすくなった
自動分析用オートサンプラー自動分析用オートサンプラー A SA S-A S- 2 0 2 0 E

ライブラリー登録数が大幅増！
ポリマー・添加剤を瞬時に同定できる
マススペクトル検索ソフトウェア

・添加剤を瞬時に同定できる
検索ソフトウェア F

・添加剤を瞬時に同定できる
F -

・添加剤を瞬時に同定できる・添加剤を瞬時に同定できる
F - Se a r c h

簡単操作でパワフル！
各種試料の粉砕・撹拌・分散に最適な
卓上可搬型凍結粉砕装置

試料の粉砕・撹拌・分散に最適な
装置 I Q  MI L L

試料の粉砕・撹拌・分散に最適な
I Q  MI L L -

試料の粉砕・撹拌・分散に最適な試料の粉砕・撹拌・分散に最適な試料の粉砕・撹拌・分散に最適な
I Q  MI L L - 2 0 7 0

微量ポリマーの検出感度が大幅向上！
スプリットレス熱分解用オプション装置スプリットレス
MF S
スプリットレス
MF S-
スプリットレススプリットレススプリットレス
MF S- 2 0 1 5 E

新製品

✓

✓

✓

✓

https://www.frontier-lab.com/jp


A12
分析計測事業部 LCMS-2050の特長や動画をWebでご紹介

高速液体クロマトグラフ質量分析計
Liquid Chromatograph Mass Spectrometer

LCMS-2050

Seamless integration with LC by design

Superior detection for added con�dence

Streamlined operation for cost ef�ciency

LC検出器としての使いやすさを追求

従来装置LCMS-2020の技術を継ぐMS検出器

省エネ・省スペースでラボの生産性を最大化

 with LC by design

for added con�dence

for cost ef�ciency
Nexera シリーズとの構成例

LCMS-2050は、装置サイズの大幅な小型化と、分析の高速化・高感度化の両立を実現した
シングル四重極質量分析計です。極限まで小さくなったボディの中には、島津の技術が
凝縮されています。LC検出器としての使いやすさとMSの優れた能力をかけあわせて、
完璧なユーザビリティを追求した質量分析計、それがLCMS-2050です。

Cぶんせき　2022 年 6月号（570号）　表紙 2－ 3 M Y K

Bunseki_2022_06(570)_H1-4+H2-3_背幅4mm_再---校了2_Z04.indd   4-6 2022/06/01   17:12

https://www.hitachi-hightech.com/jp/science/
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原子スペクトル分析

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

分子スペクトル分析

FTIR用アクセサリーの輸入・製造の総合会社
市販品から特注まであらゆるニーズに対応
㈱システムズエンジニアリング
https://www.systems-eng.co.jp/
E-mail: info＠systems-eng.co.jp
紫外可視近赤外分光光度計 UH4150 AD+
高感度分光蛍光光度計　F-7100
㈱日立ハイテクサイエンス
https://www.hitachi-hightech.com/hhs/
E-mail: hhs-info.fy.ml＠hitachi-hightech.com
フーリエ変換赤外分光光度計　FT/IR-4X
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
日本分光㈱  電話 042-646-4111（代）
https://www.jasco.co.jp

レーザー分光分析

レーザーアブレーション  LIBS 装置  J200
伯東㈱システムプロダクツカンパニー
電話 03-3355-7645    https://www.g5-hakuto.jp 
E-mail: info＠g5-hakuto.jp

NMR・ESR・磁気分析

NMR スぺクトル解析ソフトウェア Mnova
㈱リアクト 担当：化学事業部 梅本
電話 045-567-6633
E-mail: umemoto＠react-corp.com 
https://www.react-corp.com/

クロマトグラフィー

ナノカラムからセミ分取カラムまで，豊富なサイズ
逆相 HPLC 用カラム  L-column シリーズ
GC 用大口径中空カラム  G-column
一般財団法人化学物質評価研究機構 クロマト技術部
www.cerij.or.jp    E-mail: chromato＠ceri.jp
UV吸収のない化合物までしっかりフラクション
UVとELSDを内蔵した一体型ダブルトリガー分取装置
日本ビュッヒ㈱　電話 03-3821-4777
https://www.buchi.com/ja

高速液体クロマトグラフ Chromaster 
5610 質量検出器（MS Detector）
㈱日立ハイテクサイエンス
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  イオン交換反応を可視化
室町ケミカル㈱　電話 03-3525-4792
https://www.muro-chem.co.jp/

電気化学分析

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対応，DI 対策も安心
メトロームジャパン㈱  電話 03-4571-1743
https://www.metrohm.jp

質量分析

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

熱分析

小型反応熱量計 SuperCRC
少量で高感度・高精度な反応熱量測定を実現
最適化・スケールアップ・安全性評価
㈱東京インスツルメンツ
電話 03-3686-4711    https://www.tokyoinst.co.jp

分析装置・関連機器

ユニット機器型フローインジェクション分析システム
AQLAー700
測定項目やご使用環境にあわせて機器の組合せが可能
㈱アクアラボ  電話 042-548-2878 
http://www.aqualab.co.jp
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㈱  https://www.oceanphotonics.com
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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/
オンライン・プロセス分析計
滴定・水分・イオンクロマト・近赤外・VA/CVS
メトロームジャパン㈱　※デモ機あります。
https://www.metrohm.jp
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
https://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！
西進商事㈱ 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混合成分から検索できる！
農薬・動物用医薬品 混合標準液検索
WEBページで「和光　農薬　検索」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㈱

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

Pythonで始める
機器分析データの解析とケモメトリックス
森田成昭 著 A5判 216頁 定価3,300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/
Primary大学テキスト これだけはおさえたい化学 改訂版
大野公一・村田滋・齊藤幸一　他著
B５判 248頁 フルカラー 定価2,530円（税込）
大学初年次での化学を想定。高校の復習から大学で必要な知識へのテキスト。
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

演習中心で解り易いと評判の「不確かさ」セミナー
開催中！
日本電気計器検定所（JEMIC）電話 03-3451-1205
https://www.jemic.go.jp  
E-Mail: kosyukai-tky@jemic.go.jp

「本ガイド欄」の掲載については下記にご連絡ください。
㈱明報社
電話 03-3546-1337 FAX 03-3546-6306

E-mail: info＠meihosha.co.jp




