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アジレントは次世代の科学者育成をサポートします 

アジレントは、次世代の科学者育成に向けた、 

大学での学生教育をサポートします。  

将来の科学者を育てるためには、ラボのインフラストラクチャ

を整え、充実したトレーニングを提供することが重要だとアジ

レントは考えています。そのため、アジレントの Tomorrow‘s 

Scientists プログラムでは、高品質で信頼性の高い機器を低価

格で購入でき、少ないコストで運用可能なソリューションとプ

ログラムをご用意しました。さらに、無料の教育ツール、e-セ

ミナー、その他の便利なリソースもあわせて提供します。 

アジレントは、今の私たちの先にある科学こそが、 

最も興味深い科学であると確信しています。 
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Tomorrow's Scientist プログラム 

I. ソリューション 
 ゲノム研究 

 分離と検出 

 原子分光分析および分子分光分析 

 インフォマティクス 

 トレーニング 

II.投資  
 サービスとサポート 

 

 

III.リソース 
 CHROMacademy 

 教育ツール 

 e-セミナー 

 インターンシッププログラム 

 

 

高品質なラボコースの 

提供と、業界で認められ
たソリューションによる
学生のトレーニング 

投資の価値を最大化し、 

少ないコストで運用   

アジレントの 

最新情報とツールに
アクセス 
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Agilent 2100 バイオアナライザシステム 

 
 2100 バイオアナライザは、ゲル電気泳動法

を変革し、高感度・高速で客観的にします。  

 操作およびメンテナンスが簡単 

 高感度および高速分析 

 数値化されたデータが得られるので 

主観の入らない客観的判断が可能 

 ラボの安全性の向上 - 臭化エチジウム
が不要 

 過酸化水素によるRnase不活化処理が
不要 

 最小限のハードウェア運用コスト 

 設置面積が少なく軽量であるため、 

システムの移設が容易 

 

代表的なアプリケーション: 

 DNA 断片の分析、特に次世代シーケンス用 

サンプルの分析・QC 

 遺伝子発現解析におけるRNAサンプルのQC 

 タンパク質発現の分析 

 簡易型フローサイトメトリー分析 

 

詳細情報: 

 2100 バイオアナライザアプリケーション 

一覧、資料番号 5989-7725JAJP 

 2100 バイオアナライザシステムの  

Web ページ 

http://www.chem-agilent.com/cimg/low_5989-7725JAJP.pdf
http://www.chem-agilent.com/cimg/low_5989-7725JAJP.pdf
http://www.chem-agilent.com/cimg/low_5989-7725JAJP.pdf
http://www.chem-agilent.com/cimg/low_5989-7725JAJP.pdf
http://www.chem-agilent.com/contents.php?id=51
http://www.chem-agilent.com/contents.php?id=51
http://www.chem-agilent.com/contents.php?id=51
http://www.chem-agilent.com/contents.php?id=51
http://www.chem-agilent.com/contents.php?id=51
http://www.chem-agilent.com/contents.php?id=51
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Agilent SureCycler 8800 

 
 

Agilent SureCycler とアジレントの 

高正確性 PCR 酵素の組み合わせは、 

ゲノミクスに最適な選択肢です。 

 温度グラジエント機能（設定した温度
範囲を12 の温度ゾーンに分割してグ
ラジエント 

 最高のスピードとボリュームを同時に
実現 (ランプ速度は100 uL でも最大 

6℃/sec) 

 モジュール方式の採用により、96-well

タイプと384-wellタイプをいつでも 

簡単に切り替え 

 PCR ウィザードによって 5 つの 

ステップで簡単にプロトコルを作成 

可能  

 アジレント製の酵素のうち、 よく 

使用されるものは、プロトコルを事前
設定済み  

 

代表的なアプリケーション: 

 クローン作成 

 部位特異的変異導入 

 一般的な PCR および RT-PCR 

 遺伝子型判定 

 

詳細情報: 

 Surely Better – PCR の試薬および機器、 

資料番号 5991-4458JAJP 

 SureCycler 8800 のWeb ページ 

http://www.chem-agilent.com/pdf/surecycler_5991-4458jajp_20140401.pdf
http://www.chem-agilent.com/pdf/surecycler_5991-4458jajp_20140401.pdf
http://www.chem-agilent.com/pdf/surecycler_5991-4458jajp_20140401.pdf
http://www.chem-agilent.com/pdf/surecycler_5991-4458jajp_20140401.pdf
http://www.chem-agilent.com/contents.php?id=305012
http://www.chem-agilent.com/contents.php?id=305012
http://www.chem-agilent.com/contents.php?id=305012
http://www.chem-agilent.com/contents.php?id=305012
http://www.chem-agilent.com/contents.php?id=305012
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Cary 630 FTIR 分光光度計 

 
 Agilent Cary 630 FTIR 分光光度計は、 

複数ユーザーが使用する環境においても、 

主力システムとして、学生向け講座などに 

ご使用いただけます。 

 世界最小の FTIR – 設置面積が少なく 

軽量なシステムのため、移設が容易 

 きわめて視覚的で直感的なソフトウェア
により、使用しやすい 

 堅牢性、信頼性が高く、コンパクトで、
コストも魅力的 

 液体、固体、気体の取り扱いが可能な 

幅広いアタッチメントを準備 

 個別の学生名で実験結果を保存可能 

代表的なアプリケーション: 

 固体、液体、気体のルーチン分析における 

定性および定量分析データ 

 有機合成分析 

 

詳細情報: 

 分子分光分析アプリケーション一覧、 

資料番号 5990-8570JAJP 

 Cary 630 FTIR 分光光度計の Web ページ  

http://www.chem-agilent.com/pdf/low_5990-8570JAJP.pdf
http://www.chem-agilent.com/pdf/low_5990-8570JAJP.pdf
http://www.chem-agilent.com/pdf/low_5990-8570JAJP.pdf
http://www.chem-agilent.com/pdf/low_5990-8570JAJP.pdf
http://www.chem-agilent.com/contents.php?id=1002106
http://www.chem-agilent.com/contents.php?id=1002106
http://www.chem-agilent.com/contents.php?id=1002106
http://www.chem-agilent.com/contents.php?id=1002106
http://www.chem-agilent.com/contents.php?id=1002106
http://www.chem-agilent.com/contents.php?id=1002106
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Cary 60 UV-Vis 分光光度計 

 
 

Agilent Cary 60 UV-VIS は、堅牢で 

使いやすく、また、ランニングコストを 

抑える最新の技術が備わっています。 

 非常に長寿命のキセノンフラッシュ 

ランプを搭載 

 オプションの光ファイバープローブを
使用することにより、キュベットが 

不要  

 設置面積が少なく軽量であるため、 

システムの移設が容易  

 データ解析ライセンス (5ライセンス)

を含む (アカデミックオプション) 

 

 

代表的なアプリケーション: 

 カイネティクスのモニタリング 

 未知または新たな合成化合物の特性解析 

 DNA の純度評価 

 DNA およびタンパク質の定量 

 水、食品および農業における栄養素の分析 

 

詳細情報: 

 分子分光分析アプリケーション一覧、 

資料番号 5990-7789JAJP 

 Cary 60 UV-Vis の Web ページ  

http://www.chem-agilent.com/pdf/low_5990-7789JAJP.pdf
http://www.chem-agilent.com/pdf/low_5990-7789JAJP.pdf
http://www.chem-agilent.com/pdf/low_5990-7789JAJP.pdf
http://www.chem-agilent.com/pdf/low_5990-7789JAJP.pdf
http://www.chem.agilent.com/en-US/products-services/Instruments-Systems/Molecular-Spectroscopy/Cary-630-FTIR-Spectrometer/Pages/default.aspx
http://www.chem.agilent.com/en-US/products-services/Instruments-Systems/Molecular-Spectroscopy/Cary-60-UV-Vis/Pages/default.aspx
http://www.chem-agilent.com/contents.php?id=1001878
http://www.chem-agilent.com/contents.php?id=1001878
http://www.chem-agilent.com/contents.php?id=1001878
http://www.chem-agilent.com/contents.php?id=1001878
http://www.chem-agilent.com/contents.php?id=1001878
http://www.chem-agilent.com/contents.php?id=1001878
http://www.chem-agilent.com/contents.php?id=1001878
http://www.chem-agilent.com/contents.php?id=1001878
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Cary Eclipse 蛍光分光光度計 

 
 Agilent Cary Eclipse 蛍光分光光度計は、

ランニングコストが低く、柔軟性が高くて 

使いやすいシステムです。 

 ランニングコストが低く、非常に長寿
命のキセノンフラッシュランプを搭載 

 室内光耐性機能を備え、光退色が 

発生しない 

 設置面積が少なく軽量であるため、 

システムの移設が容易  

 きわめて幅広いサンプルのサイズと 

種類に対応し、性能を高める 

アクセサリ 

 データ解析ライセンス (5ライセンス) 

を含む (アカデミックオプション) 

 

 

代表的なアプリケーション: 

 生体触媒の熱安定 

 生細胞イメージングにおける生体標識の 

特性解析 

 ORAC 分析 

 石油の炭化水素混合物 

 GPCR オリゴマー形成の特性解析 

 

詳細情報: 

 Cary Eclipse カタログ、 

資料番号 5990-7788JAJP 

 Cary Eclipse の Web ページ  

http://www.chem-agilent.com/pdf/low_5990-7788JAJP.pdf
http://www.chem-agilent.com/pdf/low_5990-7788JAJP.pdf
http://www.chem-agilent.com/pdf/low_5990-7788JAJP.pdf
http://www.chem-agilent.com/pdf/low_5990-7788JAJP.pdf
http://www.chem-agilent.com/contents.php?id=1001589
http://www.chem-agilent.com/contents.php?id=1001589
http://www.chem-agilent.com/contents.php?id=1001589
http://www.chem-agilent.com/contents.php?id=1001589
http://www.chem-agilent.com/contents.php?id=1001589
http://www.chem-agilent.com/contents.php?id=1001589
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マイクロ波プラズマ原子発光分光分析装置  

4200 MP-AES 

 
 

より安全でコスト効率の高い  

Agilent 4200 MP-AES は、可燃性ガスを 

使用せず、フレーム原子吸光 (AA) を 

上回る感度、検出限界、速度を提供します。  

 分析時間とガスを節約 

 使いやすさ – アプリケーションに特化 

したソフトウェアアプレットとプラグ＆ 

プレイハードウェアにより、学生でも 

簡単に使用できる 

 最小限のランニングコスト - 可燃性ガス
や高価なガスが不要 

 ラボの安全性の向上 - ガスボンべの 

手動での運搬や取り扱いが不要 

 

代表的なアプリケーション: 

 地球化学サンプル中の微量元素分析 

 土壌抽出物中の金属分析 

 食品および飲料中の主要元素 

 石油の分析 

 廃水の分析 

 

詳細情報: 

 原子分光分析アプリケーション入門、 

資料番号 5991-5326EN 

 4200 MP-AES カタログ、 

資料番号5991-3696JAJP 

 4200 MP-AES の Web ページ 

http://www.chem.agilent.com/Library/primers/Public/Primer_Environmental_elemental_analysis.pdf
http://www.chem.agilent.com/Library/primers/Public/Primer_Environmental_elemental_analysis.pdf
http://www.chem.agilent.com/Library/primers/Public/Primer_Environmental_elemental_analysis.pdf
http://www.chem-agilent.com/pdf/low_5991-3696JAJP.pdf
http://www.chem-agilent.com/pdf/low_5991-3696JAJP.pdf
http://www.chem-agilent.com/pdf/low_5991-3696JAJP.pdf
http://www.chem-agilent.com/contents.php?id=1003252
http://www.chem-agilent.com/contents.php?id=1003252
http://www.chem-agilent.com/contents.php?id=1003252
http://www.chem-agilent.com/contents.php?id=1003252
http://www.chem-agilent.com/contents.php?id=1003252
http://www.chem-agilent.com/contents.php?id=1003252
http://www.chem-agilent.com/contents.php?id=1003252
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1200 Infinity シリーズ HPLC ポートフォリオ 

アジレントバリュープロミス  
 これまでの財産を無駄にせず、 

最小限の投資で新しい業界のトレンドに 

対応できます。 

 1995 年:  

HP 1100 シリーズ LC の導入 

 2015 年:  

Agilent 1100 シリーズ LC の修理部品 

保有終了 (EGS; End of Guarantee 

Support) 

 2018 年:  

Agilent 1100 シリーズ LC のアセット 

マックス終了 (アジレントサービス契約の
お客様のみ対象)  

 

…20 年間にわたる使用を実証 

完全なモジュール互換性: 
 1220、1260、1290 Infinity LC と 1100 および  

1200 シリーズを混在可能 

 新しいシステム = 以前のシステム + α 

 1100/1200 のメソッドを 1220/1260/1290 上で実行 

 1260/1290 のモジュールを使って 1100/1200 を 

       アップグレード 

 

詳細情報: 

 アジレントの液体クロマトグラフィーの 

 Web ページ 

http://www.chem-agilent.com/contents.php?id=1000130
http://www.chem-agilent.com/contents.php?id=1000130
http://www.chem-agilent.com/contents.php?id=1000130
http://www.chem-agilent.com/contents.php?id=1000130
http://www.chem-agilent.com/contents.php?id=1000130
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1200 Infinity シリーズ HPLC ポートフォリオ 

運用コストを抑制 

 
 

アジレントのポートフォリオには、現在 

および将来のニーズに対応する、さまざまな 

HPLC および UHPLC ソリューションが 

揃っています。あらゆるアプリケーション、
予算の制約に柔軟に対応できます。 

 1220 および 1260 Infinity LC システムは 

HPLCのコストで UHPLC システムの機能を提供 

 OpenLAB e-Familiarizationでの 

オンデマンド自習トレーニングにより、 

トレーニングコストを削減 

 互換性と段階的アップグレード対応により、 

新旧モジュールの混合が可能  

 60 MPa のシステムでは、溶媒消費量を減らし、
分析時間を短縮することが可能 

 インテリジェントな診断および予後ツールによ
り、セルフメンテナンスとトラブルシューティ
ングが可能 

主な実績: 

 40 年にわたる品質と技術革新  

 ドイツにおいて 1970 年から製造 

 2012 年の SDi のレポートにおいて、品質と
技術革新で最高位にランキング  

 2012 年の LC/GC の調査において、信頼性、
運用コスト、価格/性能で最高位にランキング  

 最も包括的なポートフォリオとして最高位に
ランキング - あらゆるアプリケーションで 

常に最適な選択肢  
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1220 Infinity LC システム 

 
 Agilent 1220 Infinity LC システムは、低価格

かつ高品質の 一体型UHPLC システムで、 

メンテナンスを最小限に抑え、最高の投資 

収益率をもたらします。  

 高速で手間のかからない設定 – すべての
システムを最終構成でテスト済み   

 投資の保護 – ハードウェアモジュールの
追加により、システムをアップグレード  

 設置面積が少ない  

 モバイル LC – モバイルアップグレード
キットによって簡単に移設が可能  

 業界をリードする OpenLAB ソフト 

ウェアによる操作 

 

代表的なアプリケーション: 

 環境: 不揮発性農薬 

 食品安全性: 食品中の農薬および汚染物質 

 DOA テスト: デザイナードラッグ分析  

 医薬品: 不純物分析  

 

詳細情報: 

 1220 Infinity LC のカタログ、資料番号 

5991-0204JAJP 

 1220 Infinity LC システムの Web ページ 

http://www.chem-agilent.com/pdf/low_5991-0204JAJP.pdf
http://www.chem-agilent.com/pdf/low_5991-0204JAJP.pdf
http://www.chem-agilent.com/pdf/low_5991-0204JAJP.pdf
http://www.chem-agilent.com/pdf/low_5991-0204JAJP.pdf
http://www.chem-agilent.com/contents.php?id=1001330
http://www.chem-agilent.com/contents.php?id=1001330
http://www.chem-agilent.com/contents.php?id=1001330
http://www.chem-agilent.com/contents.php?id=1001330
http://www.chem-agilent.com/contents.php?id=1001330
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1260 Infinity LC システム 
 

業界をリードする HPLC システム  

 100 万台以上のモジュールの販売実績を
持つ業界標準 - 最先端の技術を使って 

学生をトレーニング 

 最高 60 MPa の耐圧 

 信頼性、安心、堅牢  

 設置面積が少ないモジュール構成  

 業界をリードする OpenLAB ソフト 

ウェアによる操作 

代表的なアプリケーション: 

 不純物試験 

 メソッド開発 

 バイオ医薬品の特性解析 

 漢方薬、生薬分析など 

 

詳細情報: 

 LC ハンドブック、資料番号 5990-7595EN 

(日本語版についてはお問い合わせください) 

 1260 Infinity LC システムの Web ページ 

http://www.chem.agilent.com/Library/primers/Public/LC-Handbook-Complete-2.pdf
http://www.chem.agilent.com/Library/primers/Public/LC-Handbook-Complete-2.pdf
http://www.chem.agilent.com/Library/primers/Public/LC-Handbook-Complete-2.pdf
http://www.chem-agilent.com/contents.php?id=1001326
http://www.chem-agilent.com/contents.php?id=1001326
http://www.chem-agilent.com/contents.php?id=1001326
http://www.chem-agilent.com/contents.php?id=1001326
http://www.chem-agilent.com/contents.php?id=1001326
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1290 Infinity II LC システム 

 
 Agilent 1290 Infinity II HPLC システムは、

教育ニーズと研究ニーズの両方に対応 

できます。 

 HPLC と同様の保守コストと UHPLC の
生産性 (最高 130 MPa) 

 設置面積が少ないモジュール構成 –  

さまざまなモジュールの中から選択し、
最高の性能へアップグレード 

 すべての部品に前面からアクセスでき、
ユーザーによるメンテナンスも容易  

 高度な診断機能を内蔵  

 業界をリードする OpenLAB ソフト 

ウェアによる操作  

代表的なアプリケーション: 

 不純物テスト 不純物試験 

 メソッド開発 

 バイオ医薬品の特性解析 

 漢方薬・生薬 

 ハイスループット分析など 

 

詳細情報: 

 LC ハンドブック、資料番号 5990-7595EN 

(日本語版についてはお問い合わせください) 

 1290 Infinity II LC システムの Web ページ 

http://www.chem.agilent.com/Library/primers/Public/LC-Handbook-Complete-2.pdf
http://www.chem.agilent.com/Library/primers/Public/LC-Handbook-Complete-2.pdf
http://www.chem.agilent.com/Library/primers/Public/LC-Handbook-Complete-2.pdf
http://www.chem-agilent.com/contents.php?id=1003313
http://www.chem-agilent.com/contents.php?id=1003313
http://www.chem-agilent.com/contents.php?id=1003313
http://www.chem-agilent.com/contents.php?id=1003313
http://www.chem-agilent.com/contents.php?id=1003313
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1290 Infinity II LC システム 

運用コスト 

 
 

ダウンタイムと予期しない故障の回数を 

減らすことで、総運用コストを抑制します。 

 Lab Advisor での機器のモニタリングに
よるアーリーメンテナンスフィード 

バック 

 強化されたメンテナンス手順 

 優れた診断機能 (オンサイトおよび 

リモート) により、部品レベルのトラブ
ルシューティングを迅速かつ効率的に 

実行可能 

 リモートアドバイザーによる 

インテリジェントなライフサイクル管理 

 適応制御および新規材料による部品寿命
の向上 

 簡単にすばやく部品を交換できるため、
修理時間が短縮 

総運用コストは以下の”3P”の合計です。 

 プロセス(管理など人的なもの) 

 プロダクト(機器の価格、使用および 

保守コスト、稼働時間など) 

 生産性向上(分析速度、分離能、感度) 
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OpenLAB ソフトウェアスイート 

 
 Agilent OpenLAB は、優れた性能と 

複数システム間の接続、オープンな 

システムの統合、投資の保護を実現 

します。 

 1 つのソフトウェアですべてのクロマト 

グラフィーシステムを操作 

 アジレント製の機器とアジレント製以外
の機器の両方を制御 

 すべての機器の状態を一目で確認 

 オフラインデータ解析 

 5 回の無料 OpenLAB CDS データ解析 

ライセンス (ChemStation) を含む  

Agilent OpenLAB ソフトウェア 

スイートには、以下が含まれます。 

 クロマトグラフィーデータシステム 

 コンテンツ管理 

 電子ラボノート (ELN) 

 プロフェッショナルサービス 

 

詳細情報: 

 OpenLAB ソフトウェアの Web ページ 

http://www.chem.agilent.com/en-US/Products-Services/Software-Informatics/Pages/OpenLABSoftwareSuite.aspx
http://www.chem-agilent.com/contents.php?id=37626
http://www.chem-agilent.com/contents.php?id=37626
http://www.chem-agilent.com/contents.php?id=37626
http://www.chem-agilent.com/contents.php?id=37626
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OpenLAB e- Familiarization 

 
 OpenLAB e-Familiarizationでの 

オンデマンドトレーニング 

ステップバイステップ式のカリキュラムに 

より、以下の手順について説明します。  

 ユーザーインタフェース 

 メソッドおよびシーケンス 

 データ解析ナビゲーション 

 積分 

 キャリブレーション 

 レポート作成 

 ワークフロー 

Agilent HPLC システムの無料取扱説明として、
複数ユーザー環境専用に開発されています。  

モジュールには役に立つ知識の確認などが 

含まれ、教育ツールとして有用です。  

OpenLAB e-Familiarizationは、以下を対象に 

利用できます。 

 HPLC 

 GC 

 シングル四重極 LC/MS 

 CE 

 

詳細情報: 

 OpenLAB ソフトウェアの Web ページ 

http://www.chem.agilent.com/en-US/Products-Services/Software-Informatics/Pages/OpenLABSoftwareSuite.aspx
http://www.chem-agilent.com/contents.php?id=37626
http://www.chem-agilent.com/contents.php?id=37626
http://www.chem-agilent.com/contents.php?id=37626
http://www.chem-agilent.com/contents.php?id=37626
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OpenLAB 電子ラボノート 
 

OpenLAB ELN は、学生たちの情報を 

整理し、共有するための中心ツールです。 

 OpenLAB ELN に直接ファイルを 

ドラッグ＆ドロップ 

 あらゆる機器からデータを収集 

 チーム間で最新の結果および情報を共有 

 プロトコルおよび SOP を保存 

 レポートの独自作成や事前設定フォーム
およびテンプレートの使用 

 検索機能 

 

学術分野向け OpenLAB ELN: 

 柔軟なデータ収集 

 使いやすさ 

 拡張性  

 新たなクラウドによって提供される 

魅力的な価格設定 

 

詳細情報: 

 OpenLAB ELN の Web ページ 

http://www.chem-agilent.com/contents.php?id=1001207
http://www.chem-agilent.com/contents.php?id=1001207
http://www.chem-agilent.com/contents.php?id=1001207
http://www.chem-agilent.com/contents.php?id=1001207
http://www.chem-agilent.com/contents.php?id=1001207
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6100 シリーズ シングル四重極 LC/MS 

 
 使いやすく信頼性の高い質量分析計が、

Agilent 1200 Infinity LC システムを 

完全なものにします。  

 使いやすくて安全 - LC/MS を初めて 

使用する研究者に最適  

 1200 Infinity シリーズ LC システム 

およびキャピラリー電気泳動とシームレ
スに統合  

 幅広いイオン源から選択可能 

 場所を取らないベンチトップサイズ 

(～ 40 x 65 cm) 

 オプションの LC/MS Easy Access  

ソフトウェアによる複数ユーザーの 

サンプル分析が可能 

代表的なアプリケーション: 

 化合物の迅速なスクリーニング 

 分子量確認 

 ターゲット化合物の純度確認 

 ターゲット化合物の定量 

 不純物の同定 

 

詳細情報: 

 Agilent 6100 シリーズシングル四重極 

LC/MS システムのカタログ、資料番号 

5989-7871JAJP 

 6100 シリーズ LCMS の Web ページ 

http://www.chem-agilent.com/pdf/low_5989-7871JAJP.pdf
http://www.chem-agilent.com/pdf/low_5989-7871JAJP.pdf
http://www.chem-agilent.com/pdf/low_5989-7871JAJP.pdf
http://www.chem-agilent.com/pdf/low_5989-7871JAJP.pdf
http://www.chem-agilent.com/contents.php?id=41723
http://www.chem-agilent.com/contents.php?id=41723
http://www.chem-agilent.com/contents.php?id=41723
http://www.chem-agilent.com/contents.php?id=41723
http://www.chem-agilent.com/contents.php?id=41723
http://www.chem-agilent.com/contents.php?id=41723
http://www.chem-agilent.com/contents.php?id=41723
http://www.chem-agilent.com/contents.php?id=41723
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6200 シリーズ  Accurate-Mass TOF LC/MS 

 
 TOF テクノロジー – 低価格で入手しやすい 

精密質量分析計  

 1200 Infinity シリーズ LC システム 

およびキャピラリー電気泳動とシームレ
スに統合
  

 幅広いイオン源から選択可能 

 自動チューニングと信頼性の高い 

内部参照化合物の提供により、簡単操作
で精密質量取得 

 場所を取らないベンチトップサイズ 

(～ 75 x 75 cm) 

 オプションの LC/MS Easy Access  

ソフトウェアによる複数ユーザーの 

サンプル分析 

代表的なアプリケーション: 

 低分子および生体分子の精密分子量確認 

 インタクトタンパク質の質量確認 

 依存性薬物の分析 

 多成分サンプルのスクリーニング 

 

詳細情報: 

 Agilent 6200 TOF LC/MS システムの 

カタログ、資料番号 5990-4052JAJP 

 6200 シリーズ TOF LC/MS の Web ページ 

http://www.chem-agilent.com/pdf/low_5990-4052JAJP.pdf
http://www.chem-agilent.com/pdf/low_5990-4052JAJP.pdf
http://www.chem-agilent.com/pdf/low_5990-4052JAJP.pdf
http://www.chem-agilent.com/pdf/low_5990-4052JAJP.pdf
http://www.chem-agilent.com/contents.php?id=10175
http://www.chem-agilent.com/contents.php?id=10175
http://www.chem-agilent.com/contents.php?id=10175
http://www.chem-agilent.com/contents.php?id=10175
http://www.chem-agilent.com/contents.php?id=10175
http://www.chem-agilent.com/contents.php?id=10175
http://www.chem-agilent.com/contents.php?id=10175
http://www.chem-agilent.com/contents.php?id=10175
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6400 シリーズ トリプル四重極 LC/MS 

 
 MS および MS/MS 分析用 トリプル四重極 

質量分析計 – 定性および定量分析の標準。 

 幅広い機種から選択可能 – エントリーモ

デルから、最高感度のハイエンドシステ
ムまで 

 1200 Infinity シリーズ LC システムと 

シームレスに統合  

 幅広いイオン源から選択可能 

 使いやすい MassHunter ソフトウェアに
よる機器の制御、データの取り込み、 

解析、およびレポート作成 

 メタボロミクス、プロテオミクス、 

農薬、および毒性スクリーニングなど 

特定のアプリケーション向けの追加の 

ソフトウェアパッケージ、ライブラリ、
およびキットを利用可能 

代表的なアプリケーション: 

 低分子の定性および定量分析 

 ペプチド定量 

 法医学スクリーニング 

 食品安全性における農薬分析 

 その他多数 

 

詳細情報: 

 Agilent 6400 トリプル四重極 LC/MS の 

カタログ、資料番号 5990-9758JAJP 

 6400 シリーズ QQQ LC/MS の Web ページ 

http://www.chem-agilent.com/pdf/low_5990-9758JAJP.pdf
http://www.chem-agilent.com/pdf/low_5990-9758JAJP.pdf
http://www.chem-agilent.com/pdf/low_5990-9758JAJP.pdf
http://www.chem-agilent.com/pdf/low_5990-9758JAJP.pdf
http://www.chem-agilent.com/contents.php?id=38196
http://www.chem-agilent.com/contents.php?id=38196
http://www.chem-agilent.com/contents.php?id=38196
http://www.chem-agilent.com/contents.php?id=38196
http://www.chem-agilent.com/contents.php?id=38196
http://www.chem-agilent.com/contents.php?id=38196
http://www.chem-agilent.com/contents.php?id=38196
http://www.chem-agilent.com/contents.php?id=38196
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6500 シリーズ  Q-TOF LC/MS 

 
 精密質量 Q-TOF LC/MS システムで、教育 

と研究ニーズの両方に対応できます。 

 iFunnel 技術やイオンビーム圧縮形成な

どの革新技術により、最高の感度、分離
能、質量真度を実現 

 1200 Infinity シリーズ LC システム 

およびキャピラリー電気泳動とシームレ
スに統合  

 自動チューニングよってシステム性能が
最適化され、幅広いアプリケーションで
高品質なデータを提供可能 

 使いやすい MassHunter ソフトウェアに
よる機器の制御、データの取り込み、 

処理、およびレポート作成 

 パーソナル化合物データベースおよび 

ライブラリソフトウェアを利用可能 

代表的なアプリケーション: 

 低分子の定性および定量分析 

 ターゲットおよびノンターゲット 

スクリーニング 

 ペプチド定量 

 食品安全性における農薬分析 

 その他多数 

 

詳細情報: 

 Agilent 6500 Q-TOF LC/MS システムの 

カタログ、資料番号 5990-4052JAJP 

 6500 シリーズ Q-TOF LC/MS の Web ページ 

http://www.chem-agilent.com/pdf/low_5990-4052JAJP.pdf
http://www.chem-agilent.com/pdf/low_5990-4052JAJP.pdf
http://www.chem-agilent.com/pdf/low_5990-4052JAJP.pdf
http://www.chem-agilent.com/pdf/low_5990-4052JAJP.pdf
http://www.chem-agilent.com/contents.php?id=38197
http://www.chem-agilent.com/contents.php?id=38197
http://www.chem-agilent.com/contents.php?id=38197
http://www.chem-agilent.com/contents.php?id=38197
http://www.chem-agilent.com/contents.php?id=38197
http://www.chem-agilent.com/contents.php?id=38197
http://www.chem-agilent.com/contents.php?id=38197
http://www.chem-agilent.com/contents.php?id=38197
http://www.chem-agilent.com/contents.php?id=38197
http://www.chem-agilent.com/contents.php?id=38197
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7820 GC システム 

 
 グローバルに対応できる人材育成には、業界

をリードする GC システムの導入が早道です。  

 シンプルな操作 - 「必要最小限」の 5 つ
のボタンのキーパッド 

 システム設定ガイドにより、容易に 

システムを起動して実行可能 

 高い信頼性、安心、信用 – 授業や 

トレーニングでの使用 

 環境に配慮したソフトウェア機能に 

より、エネルギーおよびラボコストを 

抑制 

 投資の保護 –アップグレードにより機能
の拡張が可能 

 パーツファインダ - 部品の検索と 

トラブルシューティングが容易 

代表的なアプリケーション: 

 血中エタノールの分析 

 食品中の保存料添加物の分析 

 飲料水中の農薬 

 梱包材の印刷用残留溶媒 

 その他多数 

 

詳細情報: 

 Agilent 7820A GC システムのカタログ、 

資料番号 5991-2953JAJP 

 7820A GC の Web ページ 

http://www.chem.agilent.com/Library/brochures/low_5991-1772JAJP.pdf
http://www.chem.agilent.com/Library/brochures/low_5991-1772JAJP.pdf
http://www.chem.agilent.com/Library/brochures/low_5991-1772JAJP.pdf
http://www.chem-agilent.com/contents.php?id=1000561
http://www.chem-agilent.com/contents.php?id=1000561
http://www.chem-agilent.com/contents.php?id=1000561
http://www.chem-agilent.com/contents.php?id=1000561
http://www.chem-agilent.com/contents.php?id=1000561
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5977 GC/MSD システム 

 
 

グローバルに対応できる人材育成には、 

業界をリードする GC/MS システムの導入が 

早道です。  

 環境に配慮したソフトウェア機能により、 

エネルギーやガスなどのラボのオペレー 

ションコストを抑制 

 アーリーメンテナンスフィードバック (EMF) 

により、システム性能を最高の状態に保持 

 さまざまなアプリケーションに応じて 

システムを最適化するワークフローツール 

 最高レベルの圧力制御により、高い再現性の
リテンションタイムを実現、他の研究 

機関と合わせられるクロマトグラム 

 キャピラリ・フロー・テクノロジーなどの 

革新技術による、イオン源洗浄の頻度削減、
カラムの寿命延長、測定時間の短縮 

 パーツファインダ - 部品の検索と 

トラブルシューティングが容易 

代表的なアプリケーション: 

 水中揮発性化合物の分析 

 官能試験 (お茶の分類など) 

 バイオ燃料の特性解析 

 フタル酸エステル可塑剤の分析 

 医薬品の品質管理 

 メタボロミクス分析（バイオマーカー探索） 

 危険ドラッグ分析 

 

詳細情報: 
 Agilent 5977A シリーズ GC/MSD システムの 

カタログ、資料番号 5991-1835JAJP 

 5977A シリーズ GC/MSD の Web ページ 

http://www.chem.agilent.com/Library/brochures/low_5991-1835JAJP.pdf
http://www.chem.agilent.com/Library/brochures/low_5991-1835JAJP.pdf
http://www.chem.agilent.com/Library/brochures/low_5991-1835JAJP.pdf
http://www.chem.agilent.com/Library/brochures/low_5991-1835JAJP.pdf
http://www.chem-agilent.com/contents.php?id=1002610
http://www.chem-agilent.com/contents.php?id=1002610
http://www.chem-agilent.com/contents.php?id=1002610
http://www.chem-agilent.com/contents.php?id=1002610
http://www.chem-agilent.com/contents.php?id=1002610
http://www.chem-agilent.com/contents.php?id=1002610
http://www.chem-agilent.com/contents.php?id=1002610
http://www.chem-agilent.com/contents.php?id=1002610
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Agilent トレーニングチケット  

 
 Agilent トレーニングチケットは、任意のト

レーニングコースに引き換えることができる
プリペイド式のチケットです。 

 計画的な予算執行 – 現在購入し、将来の 

ニーズに合わせて使用 

 フレキシブル –必要な時に必要なコースの
受講が可能           

 購入しやすい – 部品と同様に購入可能 

 費用の削減 – 数量に応じた値引き 

 機器購入時に チケットを購入可能 

お客様の利点: 

 プリペイド式の受講券 – 予算の計画使用が
可能 

 24 か月間有効 

 任意のトレーニングコースと引き換え可能 

 

詳細情報: 

 Agilent トレーニングコースとチケットの  

Web ページ 

https://www.chem-agilent.com/customertr/
https://www.chem-agilent.com/customertr/
https://www.chem-agilent.com/customertr/
https://www.chem-agilent.com/customertr/
https://www.chem-agilent.com/customertr/
https://www.chem-agilent.com/customertr/
https://www.chem-agilent.com/customertr/
https://www.chem-agilent.com/customertr/
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II.投資*  サービスとサポート 

* 国によってプログラム内容は変わる場合があります 
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サービスとサポート 

アジレントでは、さまざまなサポートサービス
を提供しています。ポートフォリオには、以下
の標準およびカスタマイズサービスが含まれ 

ます。 

 特別価格での延長保証  

 機器およびアプリケーションに関する 

トレーニング 

 修理による機器の操作の復旧 

 最高の性能を発揮するための定期的な 

メンテナンス 

 修理とメンテナンスに対応する機器 

サービス契約 

詳細については、アジレント販売担当者に 

お問い合わせください。 

詳細情報: 

 アジレントのサービスの Web ページ 

http://www.chem-agilent.com/contents.php?id=137
http://www.chem-agilent.com/contents.php?id=137
http://www.chem-agilent.com/contents.php?id=137
http://www.chem-agilent.com/contents.php?id=137
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III.リソース  CHROMacademy 

 教育ツール 

 e-セミナー 

 インターンシッププログラム 
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CHROMacademy 

すべての大学生および大学スタッフに、5 年間
の無料アクセス権を提供。 

CHROMacademy は、HPLC、GC、サンプル
前処理、および複合技法に関する 3,000 ペー
ジ以上のコンテンツを含む、直感的で包括的な 

e-ラーニングおよびトラブルシューティング 

プラットフォームです。 

 

 

 

詳細情報: 

 CHROMacademy の Web ページ 

http://www.chromacademy.com/Agilent-uni.html
http://www.chromacademy.com/Agilent-uni.html
http://www.chromacademy.com/Agilent-uni.html
http://www.chromacademy.com/Agilent-uni.html
http://www.chromacademy.com/Agilent-uni.html
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アカデミア Web ページ – 教育ツール 

アプリケーションとテクノロジーに関する 

入門書、およびラボ用ポスターの無償提供 

 アカデミア Web ページでは、アジレントの

テクノロジーおよびアプリケーションに関
する入門書や、ラボ用ポスターにアクセス
できます。 

 電子版をダウンロードするか、ラボ用の 

ハードコピーを無料請求できます。  

化学分析の基礎を解説した教育用スライド集
の無償提供 

 分析理論および装置について説明したスラ
イド集を入手し、教材として使用すること
が可能です。   

詳細情報: 

 アジレントアカデミア教育ツールの Web ページ 

http://www.chem.agilent.com/en-US/Academia/Teaching-Tools/Pages/default.aspx
http://www.chem.agilent.com/en-US/Academia/Teaching-Tools/Pages/default.aspx
http://www.chem.agilent.com/en-US/Academia/Teaching-Tools/Pages/default.aspx
http://www.chem.agilent.com/en-US/Academia/Teaching-Tools/Pages/default.aspx
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e-セミナー 

無料の e-セミナーを教育リソースとして 

活用していただくことができます。 

トラブルシューティング、ヒントやコツ、また
基礎理論の解説など、e-セミナーでは、アジレ

ントの分析化学者および実際のユーザー様から、
役立つ知識と情報をお届けします。 

すべてのライブイベントを録画したオン 

デマンドプレゼンテーションと、それぞれの 

プレゼンテーションスライドもご利用いただけ
ます。   

  詳細情報: 

 アジレントの e-セミナーの Web ページ 

http://www.chem-agilent.com/contents.php?id=12580
http://www.chem-agilent.com/contents.php?id=12580
http://www.chem-agilent.com/contents.php?id=12580
http://www.chem-agilent.com/contents.php?id=12580
http://www.chem-agilent.com/contents.php?id=12580
http://www.chem-agilent.com/contents.php?id=12580
http://www.chem-agilent.com/contents.php?id=12580
http://www.chem-agilent.com/contents.php?id=12580
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インターンシッププログラム 

毎年、アジレントでは、世界中から数百人の
優秀な学生を採用しています。  

アジレントのインターンシッププログラムは、
学生たちが実践的な経験を積み、関心のある 

領域で貢献し、最終的には卒業後の正式な 

採用につなげることができるように構成されて
います*。 

* 国によってプログラムの内容と実施状況は異なります。 
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詳細情報: 

 Jobs@Agilent の Web ページ 

http://jobs.agilent.com/locations/japan_japanese.html
http://jobs.agilent.com/locations/japan_japanese.html
http://jobs.agilent.com/locations/japan_japanese.html
http://jobs.agilent.com/locations/japan_japanese.html
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