GC/MS の生産性と精度を向上
Agilent GC/MS カラムおよび消耗品
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GC/MS ワークフローの

あらゆる段階を最適化

活性点の存在や不活性化が十分でないライナやカラムのせいで、分析対象物が失われていないでしょうか。

GC 接続部のリークが大きなバックグラウンドノイズの原因となっていませんか。

サンプルの完全性を可能な限り高く維持していますか。

分析の成功の決め手は機器の感度だけではありません。ワークフローのすべての段階で、最高品質

のカラムと消耗品を選択する必要があります。Agilent J&W GC カラムおよび消耗品なら、機器の

感度と性能が向上します。

– Agilent 独自のイナートフローパス ソリューション。不活性な注入口と、Agilent ウルトライナー

ト注入口ライナおよびカラムを組み合 わせることで、すべてのサンプルを検出器まで届けること
ができるため、正確な微量分析を実現できます。

– インテリジェントな消耗品。Agilent J&W GC カラム用のスマートキーによって、カラムの使用状

況、構成、使用年数、注入回数、温度上限などの情報を得られます。これにはカラムの仕様も
含まれます。

– スマートセンサ付きガスクリーンフィルタ。Agilent ガスクリーンフィルタシステムは、クリーンな

ガスを提供し、カラム損傷のリスク、感度の低下、機器のダウンタイムを低減します。スマートセ

ンサは、フィルタが飽和し交換が必要となった場合に自動的に通知します。

高品質のカラムと消耗品を用いることにより、分析に関する問題の解消、再分析の低減、ラボの生

産性向上を実現することができます。
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サンプル前処理

複雑なマトリックスからの
信頼性の高いサンプル抽出と濃縮

サンプル前処理は、GC/MS ワークフローの重要な部分です。サンプル前処理により、カラム寿命が延び、再分

析が低減し、分離、検出、定量に悪影響を及 ぼす可能性のある干渉を最小限に抑えられます。正確で再現性の

ある結果が毎回確実に得られるように、アジレントではさまざまな機器に対応したサンプル前処理製品を幅広く

取り揃えています。

Agilent Bond Elut SPE
40 種類以上の充填剤から選択でき、分析に最適な固相抽出製品が見つかります。
多数のカートリッジ形式と 96 ウェルプレート構成もご利用いただけます。
Agilent Bond Elut QuEChERS
QuEChERS キットはどれも同じではありませんAgilent Bond Elut QuEChERS キットにより、再現性が向上し、

さまざまなマトリックスのサンプルクリーンアップを最適化できるうえ、計量済みキットならではの時間の節約と
いう利点も得られます。

Agilent Captiva EMR–Lipid

タンパク質除去を効率化し、同時にマトリックスを最大限に除去します。Captiva EMR-Lipid なら、ワークフロー
の時間を延長することなく、リン脂質の除去と精度の向上を実現できます。

Agilent Captiva シリンジフィルタおよびフィルタバイアル

わずかな微粒子であっても、カラムの劣化や分析結果の信頼性低下を招く場合があります。Captiva プレミアム

シリンジフィルタ、エコノフィルタ、フィルタバイアルは、問題の原因となる微粒子の除去に最適な製品です。

Agilent Chem Elut S

分析日の違い、分析者の違いによらず、一貫性のある分析結果を提供します。Chem Elut S は、再現性、

サンプル保持力、データ品質のすべてにおいて優れた性能を発揮するように最適化されています。

Agilent SPME Arrow およびファイバ
次世代 SPME Arrow は従来の SPME ファイバの 10 倍という高い感度を備えています。
ヘッドスペース分析、または液体に浸漬して Arrow 上で分析対象物を濃縮するのに最適です。
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分離

Agilent J&W GC カラムで最大限の成果を
アジレントは、低ブリード、高い熱安定性、優れた不活性度を実現する MS グレードのカラムを幅広く取り揃えています。アジレントのア

リレン位相技術とシロキサン製造プロセスにより、活性成分、酸性物質、塩基性物質、置換性の高い化合物など、多岐にわたる化合物で

優れた分析性能を発揮できます。

アジレントの GC カラム
カラム

DB-1ms

ウルトライナート

DB-5ms

ウルトライナート

DB-35ms

ウルトライナート

同等品

Rxi-1ms、ZB-1ms、
SLB-1ms、SolGel-1ms

Rxi-5Sil MS、Rxi-5ms、
Rtx-5MS、ZB-5MS、
ZB-5MSplus、SLB-5ms、
BP5MS
Rxi-35Sil MS、ZB-35、
SLB-35ms、BPX35

アプリケーション

汎用、炭化水素、硫黄化合物、

香料/香気成分、フェノール、PCB
汎用、半揮発性物質、ハロゲン化合物、
農薬、除草剤、アミン、未知のサンプル

のスクリーニング

アロクロール、医薬品、CLP 系農薬、

塩素系除草剤、PCB、EPA 508.1 農薬

DB-17ms

Rxi-17Sil MS、ZB-50、
SP-2250、BPX50

薬物、グリコール、農薬、ステロイド

VF-1701ms

Rtx-1701、ZB-1701、
SPB-1701、BP10

農薬、PCB、半揮発性物質

VF-624ms

Rxi-624Sil MS、Rtx-624、
ZB-624plus、SPB-624、
BP624

DB-225ms

Rtx-225、SPB-225

VF-23ms

Rtx-2330、SP-2330、
SP-2340、BPX70

VF-200ms

Rtx-200、Rtx-200MS

クロロ基含有化合物、PAH、

VF-Xms

Rtx-XLB

農薬、半揮発性物質、溶媒、フェノール、

VF-WAXms

Stabilwax-MS、Stabilwax、
アルコール、溶媒、FAME、食品/香料/
Rtx-Wax、ZB-WAX、
ZB-WAXplus、Supelcowax 香気成分、芳香族
10、SolGel-WAX

スマートキー付き GC カラム*

GC カラムを即座に識別し、使用状況を

モニタリングできます。

*Agilent 8890 GC システムのみに対応

揮発性物質、残留溶媒

FAME、アルジトールアセテート、

中性ステロール

FAME、ダイオキシン、芳香族化合物
ケトン、アルデヒド、ニトロ基または

不飽和化合物、シラン、CFC

PAH、芳香族

組成/注記

・100 % ジメチルポリシロキサン
・無極性

・－60 ～ 325/350 ° C

・5 % フェニル、95 % ジメチルアリレンシロキサン
・無極性

・－60 ～ 325/350 ° C

・35 % フェニル、65 % ジメチルアリレンシロキサン
・中極性

・50 ～ 340/360 ° C

・50 % フェニル、50 % ジメチルアリレンシロキサン
・中極性

・40 ～ 320/340 ° C

・14 % シアノプロピルフェニル、86 % ポリジメチルシロキサン
・中極性

・-20 ～ 280/300 ° C

・6 % シアノプロピルフェニル、94 % ジメチルポリシロキサン
・中極性

・-40 ～ 280/300 ° C

・50 % シアノプロピルフェニル、50 % ジメチルポリシロキサン

・極性

・40 ～ 220/240 ° C

・置換性の高いシアノプロピル相
・極性

・40 ～ 260 ℃

・トリフルオロプロピル メチルポリシロキサン
・極性

・0 ～ 325/350 ℃
・独自相

・低ブリード、VF-5ms のより極性の強い代替品
・30 ～ 340/360 ° C

・ポリエチレングリコール
・極性

・20 ～ 250/260 ° C

USP
G1、G2、
G38
G27、
G36

G42

G3

G46

G43

G7、G19

G48

G6

なし

G14、
G15、
G16、
G20、G39

Agilent Intuvo 9000 用のカラム、消耗品、フィッティング

Agilent Intuvo の高効率と優れた費用対効果により、GC の運用が大きく変わります。

Agilent 5977B、7000D、7010B MS システムとの併用に最適です。専用に設計された

Intuvo 消耗品には、フェラルフリーフィッティング、ガードチップリテンションギャップ技術、

トリミング不要カラムなどがあります。
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高品質な消耗品

分析成果の向上
サンプルの導入および容器

Agilent A-Line バイアル：貴重なサンプルのための究極の性能

Agilent A-Line オートサンプラバイアルは、現在市販されているバイアルの中で最高の品質を
誇ります。不活性な第 1 級の耐加水分解性のタイプ 1 ホウケイ酸ガラス（膨張係数（COE）
：
51）を使用して製造され、アジレントの機器で最大限の性能を発揮できるように設計されてい
ます。さらに、すべての A-Line バイアルに、バイアルの適合性についての分析証明書を準備

しています。
製品情報
説明

ラベル付き、
A-Line クリンプバイアル、2 mL、茶色、
100 個

ラベル付き、
A-Line クリンプバイアル、2 mL、透明、
100 個

ラベル付き、
A-Line スクリューバイアル、2 mL、茶色、
100 個
ラベル付き、
A-Line スクリューバイアル、2 mL、透明、
100 個

A-Line バイアルの推奨キャップ
説明

スクリューキャップ、
圧着、青色、PTFE/白色シリコンセプタム、100 個

スクリューキャップ、
スリット入り、
圧着、青色、
PTFE/白色シリコンセプタム、100 個
クリンプキャップ、
銀アルミ、PTFE/白色シリコンセプタム、100 個

部品番号

5190-9592
5190-9591
5190-9590
5190-9589

部品番号

5190-7021
5190-7023*
5182-0552

*大容量注入に推奨

認定ノンスティック注入口セプタムによりブリードを低減

Agilent 独自のブリード/温度最適化（BTO）注入口セプタムは、貼りつきや芯抜けのない

ようにプラズマ処理されています。これにより、注入口を外部汚染から防ぐことができます。

ブリスターパックに包装されており、清潔かつ便利に使用できます。
説明

11 mm BTO セプタム、50 個

5 mm BTO セプタム、オンカラム注入用のスルーホール、ガラスボトル入り、50 個
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部品番号

5183-4757
5183-4758

GC 流路用の消耗品

新しいフリットライナ：さらなる長寿命と不活性度

Agilent ウルトライナートフリット付きライナは、ガラスウールの代わりにフィルタフリットを使用して

います。このため、ガラスウールの破片により活性表面ができる心配はありません。また、寿命はガ

ラスウールライナの最大 2 倍です。
説明

ライナ、
ミドル
UI、ガラスフリット付き、

ライナ、
UI、ガラスフリット付き、ボトム

部品番号

5190-5105
5190-5112

ウルトライナート注入口ライナにより一貫性を確保

吸着が防止されるため、サンプルは不活性化された堅牢な表面を通って確実に GC カラムに移送

されます。アジレントのライナは、FID および MSD テストによって、酸/塩基不活性、レスポンス直

線性、ピーク対称性、ブリード、バックグラウンドノイズを確認しています。また、タッチレスパッケー
ジにより取り付けが簡単です。
説明

ライナ、
UI、スプリットレス、シングルテーパー、ガラスウール

ライナ、
UI、スプリット、ストレート、ガラスウール
ライナ、
UI、汎用、低圧力損失、ガラスウール

1 パック

5 パック

25 パック

5190-2293

5190-3163

5190-3167

5190-2294

5190-3164

5190-3168

5190-2295

5190-3165

5190-3169

認定済みゴールドシールによりシステムの不活性度を強化

独自の製造プロセスにより、一貫性があり滑らかで不活性な表面が実現し、注入口でのリークや

サンプルの分解を防止します。活性化合物や高感度分析には欠かせません。
説明

ワッシャ付き
認定済みゴールドシール、

ウルトライナートゴールドシール、
ワッシャ付き

部品番号

5188-5367
5190-6145
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リークフリーのコンディショニング済みフェラルで GC/MS 感度を最適化

ポリイミド/グラファイトのキャピラリカラムフェラルおよび MS インタフェースフェラルは、カラ

ムブリードを低減し、より低い検出レベルを可能にします。便利なディスペンサパックにより、使

用時までフェラルを清潔に保持できます。
説明

内径 0.27 mm、内径 0.10 mm のカラム用

内径 0.37 mm、内径 0.20 mm のカラム用
内径 0.40 mm、内径 0.25 mm のカラム用
内径 0.47 mm、内径 0.32 mm のカラム用

部品番号

5062-3518
5062-3516
5181-3323
5062-3514

セルフタイトカラムナットによりカラムを簡単に取り付け

アジレントのステンレス GC カラムナットを使うと、高価なアップグレードやアダプタがなくても、

信頼できる接続が実現します。手締 めのナットのため、スパナなどの工具が必要ありません。

どなたでも一貫性の高いカラム接続が可能です。さらに、新たに追加されたロッキングカラー
により、カラムの取り付けの長さとフェラルの位置が正確に固定されます。
説明

セルフタイトカラムナット、
注入口/検出器用
セルフタイトカラムナット、
MSD 用

部品番号

G3440-81011
G3440-81013

認定済みノンスティック O-リング：より清潔で粘着性が少ない

独自のプレクリーニング、プラズマ処理、コンディショニングにより、汚染物質の流出を防いで信
頼性の高い MSD 分析を実現できます。
説明

認定済みノンスティックフルオロカーボン O-リング、10 個
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部品番号

5188-5365

カラムの損傷や感度の低下を抑制するガスマネージメントシステム
高効率、高容量のガスフィルタ

– 酸素、水分、炭素の汚染を低減してカラムブリードを最少に抑えます。

– カラム寿命が延び、検出器のメンテナンスの頻度が低下します。

– イオン源での窒素の影響を最少限に抑えられます。キャニスター型デザインで、GC/QQQ アプリケーションに最適です。

ガスクリーンフィルタ

– 汚染を除去することにより、高品質ガスをリークなしで確実にシステム全体に流すことができます。
– 流路の不活性度とカラムの完全性を維持できます。

– 高感度インジケータにより機器を保護できます。

ガスクリーンセンサ（Agilent 8890 および 8860 GC システムで使用可能）

– インジケータの色の変化をモニタリングします。

– フィルタが飽和して交換が必要になると、通知が届きます。

飽和したフィルタを交換することで、流路やカラムを最大限に保護することができます。

説明

ガスピュリファイアスタートアップキット：

• カートリッジ
• ベース
• 壁/ベンチ取り付け用ツール
• 手順書

ガスクリーンフィルタ：Intuvo キット
ガスクリーンフィルタ：7890 キット

ガスクリーンフィルタ：8890/8860 キット（ガスクリーンセンサ付属）
ガスクリーンキャリアガスフィルタ、1 個

部品番号

G3440-60004

CP17995
CP17988
CP179880
CP17973
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最高の性能を維持

GC/MS システムには、HP-5ms ウルトライナート、30 m x 0.25 mm x 0.25 μm の「チェックアウト」カラムが付属しています。

このカラムを用いて、出荷前に機器性能の品質を確認しました。
初回のご注文時に推奨される消耗品
説明

1

部品番号

CP179880

注記

MSD フィラメント（EI）

1

G7005-60061

高温用に最適な性能

ウルトライナートゴールドシール

1

認定済みライナ O-リング

10 個

5188-5365

50 個

5183-4757

10 個

5062-3508

ガスクリーンフィルタ：8890/8860 キット

認証済みノンスティック BTO セプタム、11 mm、

赤色

認証済みのコンディショニング済み

ポリイミド/グラファイト製フェラル、

内径 0.1、0.2、0.25 mm カラム
ウルトライナートライナ

数量

・非常に滑らかな表面

25 個

5190-6144

不活性な表面を実現

・微量分析では特に重要な汚染物質の流出を防止

・プラズマ処理により貼り付きを防止

・低ブリード MS キャピラリカラムに最適
・個別包装

・使いやすく安定したシール、高い温度限界
・容易に取り外し可能

・カラム径が最大 250 μm のカラム用の GC/MS トランスファーラインに
推奨

5190-3167

G4513-80200

2 mL バイアル、青色スクリューキャップ付き

5182-0732

500 個

・独自の金めっきとウルトライナート技術によりきわめて密なシーリングと

・リークまたはサンプルの分解を防止

オートサンプラシリンジ（テーパー、固定ニードル） 6 個
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ガスクリーンセンサを含む

・インレットライナ、ウルトライナート、スプリットレス、シングルテーパー、
ガラスウール

・スプリットライナ（4 mm）用、p/n 5190-2295（シングルライナ）を使用
・スプリット/スプリットレスまたはオンカラム注入口で使用

・10 μL、23 ～ 26s/42/コーン

・再利用可能な 6 つの引出しがついたキャビネットにスクリューキャップと
取り付け済みセプタムが同梱、便利で清潔さを保てる

・セプタムは PTFE/赤色シリコンラバー

その他の推奨消耗品

説明

数量

部品番号

GC スタートアップキット

1

19199M

カラムカッター

1

5181-8836

ガスレギュレータ

1

5183-4644

リークディテクタ

1

G3388B

フローメータ

1

G6691A

注記

GC のメンテナンスに必要なツールが含まれています。
・ナットとフェラルキット、
・銅チューブ（50 フィート× 1/8 インチ）
・1/8 インチティ（真鍮、4 個）
・チューブカッター（1/8 ～ 5/8 インチ）
・OD チューブ
・1/8 インチ真鍮キャップ（6 個）
・スクリュードライバとレンチ
ガスフィルタは含まれていません（ヘリウム Ar/Me トラップが必要な場合は、
p/n 19199N を使用してください）
さまざまなタイプのキャピラリカラムをクリーンかつ簡単にカットできます。

・米国のみ
・CGA 580 He、Ar、N2 用
・1/8 インチチューブ用

• ハンドヘルド電子装置、LCD ディスプレイおよび警報音付き
・充電式バッテリ
・ADM フローメーター

点検を忘れずに

定期的な点検により想定外の修理を 24 % 削減できます。*

年 1 回の GC/MS 点検サービス中に、担当のアジレントサービスエンジニアが次の作業を実施します。

– システム全体の調査

– 真空システムのメンテナンスの実施

– イオン源のクリーニング

– サービスログの管理

– ファン、ベント、注入口、検出器のクリーニング

– 真空圧の確認/オートチューン

* 第三者機関がアジレント機器と他社製機器の修理依頼 38,000 件以上を対象に実施した 5 年間にわたる調査に基づきます。
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Agilent CrossLab サービス：「見えない価値」を「目に見える成果」へ。

Agilent CrossLab は、サービスと消耗品を統合してワークフローをサポートし、お客様

の生産性の向上や運用の効率化などの重要な成果を実現するための機能です。アジレ

ントは CrossLab を通じてあらゆる場面で「見えない価値」を提供し、お客様の目標達

成を支援します。CrossLab では、メソッドの最適化、柔軟なサービスプラン、あらゆる

スキルレベル向けのトレーニングを提供します。またお客様が機器やラボを管理して最

高の性能を実現できるように、その他の製品やサービスも多数ご用意しています。

ホームページ

www.agilent.com/chem/jp

カストマコンタクトセンタ

0120-477-111

email_japan@agilent.com
本製品は一般的な実験用途での使用を想定しており、

医薬品医療機器等法に基づく登録を行っておりません。

本文書に記載の情報、説明、製品仕様等は予告なしに

変更されることがあります。
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