


固体を溶液にすることなく、高感度の定量分析を実現！ 

混合、希釈、内標準元素の添加を溶液調整より簡単に行える！ 

元素分析の常識を変える革新的技術  
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アティーナ    ソリッドネブライザー 

The Solid Nebulizer 

Athena の 高速多点照射 ほぼ同時に多点にレーザー照射 

Athena は固体試料表面を広範囲に高速でアブレーションする機能で偏在や表面分布の元素イメージを短時間で測定することが出来ます。  

お電話または admin@stjapan.co.jp までお気軽にお問い合わせください 株式会社エス・ティ・ジャパン   http://www.stjapan.co.jp 

東京本社／〒103-0014 東京都中央区日本橋蠣殻町 1-14-10 

   TEL: 03-3666-2561/FAX: 03-3666-2658 

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 

ガルバノ光学系とフェムト秒レーザーを搭載し、高速で、複数の固体試料をほぼ同時に高速で多点

アブレーションが可能になりました。 この高速多点アブレーションにより、個体試料や標準試料の

希釈、内標準元素の添加が可能になり、検量線法、標準添加法、同位体希釈法などの最適な校正

方式を選択して定量測定を行えます。                                      

従来の方法に比べ、100 倍以上の量をアブレートすることが可能になり、分析感度を大幅に向上

することが出来ました。 

 

■ ガラス標準試料を用いた PE 樹脂の定量分析                       ■ イメージング分析例   

目的、組合せる装置に合わせ YAG、Excimer レーザーのシステムおよびアクセサリーを用意 

TELEDYNE CETAC 社では YAG、Excimer、Femto 秒

のレーザーアブレーションシステムを取り揃えております。 

環境地質学の同位体比測定や年代測定、バルク分析、材料

不良解析など目的に応じて、また組合せるディテクターの

装置の感度に合わせて最適な装置をご提案いたします。  

また、大きな試料のアブレーションのエアロゾルを効率良く迅

速に導入可能な HelEX 2Volume セルや、＜20 ミリ秒の

高速ウォッシュアウトを可能としたエアロゾル迅速導入シ

ステム（ ARIS）などの高感度化や高速化を図れるオプショ

ン等も用意されています。 





低頭型プラッ トフォーム

海底資源開発に伴う環境モニタリング

ツールとして、海底近傍の流況等を正

確に観測することが可能です。

深海カメラ付
マルチプルコアラ

マルチプルコアラに装着した深海ハイビ

ジョンカメラにより採泥ポイントを画像

データで録画・確認することが可能です。

◎放射能分析 （海水極低レベル放射性Cs分析対応） ◎ダイオキシン類分析

◎海水標準物質（栄養塩、全炭酸等）の製造・販売 ◎標準物質開発（魚Sr-90他）

◎環境アセスメント、環境調査 ◎猛禽類調査、貴重動植物調査

◎地盤調査、水文調査 ◎土木工事／地盤改良工事の設計・施工

◎建築設計・施工、建物点検・保全（リニューアル）

代表取締役社長 大石 富彦





Unisense社 マイクロセンサー 
マイクロ領域での物質濃度を測定 

LGR社 同位体比アナライザー 
      ガス濃度アナライザー  

高速・高精度な同位体比/ガス濃度測定 

H2O同位体比アナライザー 

詳細についてはお問い合わせください。 

対象物質 
 O2(酸素) 
 H2S(硫化水素) 
 H2 (水素) 

 N2O (亜酸化窒素) 
 NO (一酸化窒素) 
 pH 
 酸化還元電位 
 温度  

浅瀬・深海用現場測定 

渦相関法を用いた 
酸素フラックス測定 
システム 

温室効果ガス濃度アナライザー 
マイクロポータブル型 

＜仕様＞ 
P/N： U-GGA-918 
• 測定対象：CH4、CO2、H2O  

• 測定精度 
 (1σ、1Hz) 

 
• 測定レンジ  

 
 
• 測定レート ： 0.01～10Hz 
• 寸法：     12cmH x34cmW x29.5cmD 
• 重量：     5.4kg 
• 消費電力：  35watts 
  

小型・軽量(5.4kg)、内臓バッテリー搭載 

 CH4：0～100ppm (オプション適用にて0-5%) 
 CO2：0～20000ppm 
 H2O： 0-30000ppm 

＜仕様＞ 
P/N： IWA-45EP 
• 測定対象：δ2H､ δ17O、 δ18O、 H2O 
•  精度(1σ) ： 
 
 
• 測定レート：800インジェクション/日（水） 
  
IWA-35EP 
• 測定対象： δ2H､ δ18O、 H2O 
• 精度(1σ) ： 

 
• 測定レート：800インジェクション/日（水） 

δ2H､ δ17O、 δ18O、H2O濃度を測定 

 δ2H：0.2‰ (0.15‰:代表値) 
 δ17O：0.03‰ (0.02‰:代表値) 
 δ18O：0.03‰ (0.02‰:代表値) 

 δ2H：0.2‰ (0.15‰:代表値) 
 δ18O：0.03‰ (0.02‰:代表値) 

In vivoやIn-situで液中、堆積物中の溶存成分をマイクロスケールで測定可能 

 CH4： 1ppb 
 CO2： 0.4ppm 
 H2O： 200ppm 

日本総代理店  

電子機器部門 機器営業二部 
〒140-0001 東京都品川区北品川２丁目３２番３号 
TEL: 03-5781-5130  FAX: 03-5781-5131 
E-mail: kyc-denshikiki-kiki2b-eigyo@restargp.com 

URL： https://www.kycom.co.jp/   



Tandetron

High Voltage Engineering Europa

Singletron

Air insulated 

RBS and PIXE

1.0MV AMS

TEL：03-3244-3602
FAX：03-3246-1846
URL:http://www.kbk.co.jp

〒100－0004 ●千代田区大手町２丁目２番１号
● 新大手町ビル ７階

電子計測機器部

Items
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脱硝触媒再生技術

調 査

環境計量証明事業

試料粉砕の様子

バイオマスを含む、
様々な燃料の分析
を行っています。

【試験項目】
・工業分析
(水分、灰分、揮発分、固定炭素)

・元素分析
(炭素、水素、酸素、窒素、硫黄) など

燃料分析

再生前 再生後

↑ 薬液による
脱硝触媒洗浄の様子

性能が低下した排煙脱硝装置※

の触媒を薬液で洗浄し性能を回
復させます。

建材中や空気環境中のアスベストの
定性・定量分析を行っています。

顕微鏡によるアスベストの
含有確認の様子

アスベスト調査分析

※アスベストは、
肺線維症
悪性中皮腫
肺がん
の原因となる可能性が
あります。
使用されている箇所は
適切な処理が必要です。

触媒再生は
・新品に近い性能回復
・コスト削減
・環境負荷軽減
に繋がります。

地熱に関する調査

調査地点風景

試料採取の様子

地熱水・蒸気・ガスなどの特殊なサンプリング技術を有しています。

【調査例】
・スケール調査
・トレーサー試験
・地熱水採取分析 など

※火力発電所や、ごみ焼却施設の煙道
に設置されているNOx除去装置

当社は九州で唯一、同位体分析を行っている民間企業です。

地熱発電所の地熱流体（熱水・蒸気・ガス）に関する分析、調査、
評価を行っています。

・水素（δD）
・酸素（δ18O）
・炭素（δ13C）
・硫黄（δ34S）
・希ガス（3He/4He，4He/20Ne など）

・・鉛（206Pb/204Pb，207Pb/204Pb，208Pb/204Pb）

・ストロンチウム（87Sr/86Sr）
・ホウ素（11B/10B）
・トリチウム(Ｔ）
・その他各種同位体

【分析項目】

・温泉水の特徴と温泉水起源の推定
・地下水の起源推定
・鉱床の形成過程の解明
・ダム水などの漏水調査

【地球科学分野への応用】

当社では環境に関する“分析・測定・工事・調査”を行っています

同位体分析

安定同位体比質量分析装置

環境部

問い合わせ先窓口
九電産業株式会社
環境部 営業推進グループ
福岡市東区名島2丁目１８－２０
092-671-6072

分析・測定

ばい煙測定の様子

【測定項目】
・大気
・水質
・土壌
・騒音測定
・振動測定

計量法に基づき、測定・分析を行い、
計量証明書を発行します。

工 事

金属に関する調査

応力腐食割れの
ミクロ組織

0.00 1.00 2.00 3.00 4.00 5.00 6.00 7.00 8.00 9.00 10.00

keV

異物    

CO

Al

簡易定量分析
元素 質量%
炭素 19.72
酸素 5.77
ｱﾙﾐﾆｳﾑ 74.51
合計 100.00

食品中の異物調査
（事例：鶏肉に付着していた異物）

金属組織調査のための
試料採取の様子

金属材料検査や損傷原因調査を行います。

・ボイラ設備等の余寿命診断
・ボイラチューブ等の非破壊検査
・ミクロ組織、結晶粒度、非金属介在物、マクロ組織調査 など

【調査項目】

※特殊な試料についても前処理等
検討・実施いたします。ご相談ください。



PICARRO

波長スキャンキャビティリングダウン分光方式により
各種ガスの濃度や水素・酸素・炭素などの安定同位体比を
「簡単かつ高精度に」測定します。
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使いやすさを追及した 
レーザーアブレーション 固相サンプリングツール 
ベストセラーモデル 

レーザーアブレーション装置NWRシリーズは,ICP-MS/OESと組み合わせて使用する固相サンプリングツールです.  
分析前処理工程を迅速化するだけでなく,局所分析,元素マッピングのアプリケーションを可能にします. Nd:YAGレー
ザーを搭載したNWR213は,もっともポピュラーなコンパクト・アブレーション装置で,全世界5000本以上の論文に掲載さ
れた実績を誇るベストセラーモデルです. 

サンプル・ナビゲーション 
光学高倍ズームインとデジタルズームアウトが切れ目なし
で連続し,まるでgoogleMapのような使い心地でアブレーショ
ン位置を簡単にセットできます. 
直感操作のＧＵＩ 
- 大画面表示 
- 直感的で分かりやすいワークフロー構造 
- パターンセットの簡単作成とリスト化 
 

KEY Features 

- 2 Volume構成 
- 高速Heパージ 
- 高速ウォッシュアウト 
- 高いステージ位置決め精度 
-場所によらない高い測定再現性 

 

洗練されたソフトウェア ActiveView2 高性能サンプルチャンバー 

 
 
EXAMPLE 
25mmΦ樹脂包埋したジルコンサンプル100箇所を10回繰り返し測
定. 約8時間に渡る長時間動作においても1um以下のステージ精度
を達成しました.  

オプション 

高速エアロゾル搬送ユニット 
•エアロゾルをICPトーチにダイレクト
に搬送 
•イメージングの高速化とシグナル
高感度化に寄与 

オートサンプラ 
•セルフパージシステム搭載で全自動化 
•定形状サンプルのルーチン分析に最適 



電子機器事業部  営業二部
TEL:03-3225-8052　FAX:03-3225-9011
Mail : info@g5-hakuto.jp

メール、電話によるお問い合せも受け付けております。
お気軽に左記連絡先迄ご連絡ください。

先進技術で、人と地球にうるおいを。
,SLJ[VYVUPJZ��*OLTPJHSZ�MVY�O\THU

レーザーアブレーション試料導入系との優れた親和性
0*7�;6-4: ¸6W[PTHZZ ���¹

・飛行時間型（TOF）質量分析による全元素“完全同時”測定
・分解能：5Liで600、238Uで2000以上
・バックグラウンド：1～3cps/mass以下
・ダイナミックレンジ：107以上
・検出限界：多くの元素についてppt（ng/L）での測定が可能

Ybダイレクトダイオードポンプ式
　フェムト秒レーザーアブレーションシステム

アプリケーション例（ヒト腫瘍の組織切片）
レーザーアブレーションとLIBSの組合せによる同一のレーザー照射箇所からのC,H,O,N等を
含む多元素同時分析
,3,4,5;(3�4(7705.�6-�)0636.0*(3�:(473,:�<:05.�-,4;6:,*65+�;(5+,4�
3(�30):�:04<3;(5,6<:�(5(3@:0:�6-�;9(*,�(5+�)<32�,3,4,5;:

（�����,>*7:発表���4�)VU[H���1�.VUaHSLa����+�6YVWLaH���9�9\ZZV����HUK�(�3PTILJR����：=PLUUH�
<UP]LYZP[`�VM�;LJOUVSVN`���：3H^YLUJL�)LYRLSL`�5H[PVUHS�3HIVYH[VY`��：(WWSPLK�:WLJ[YH�0UJ�）

-PN\YL���!�4PJYVZJVWPJ�PTHNL�VM�[OL�[PZZ\L�ZWLJPTLU��H���KPZ[YPI\[PVU�VM�JHYIVU�HUHS`aLK�^P[O�30):�H[���������UT��I���HUK�
PU[LUZP[`�WYVMPSL�VM���7���J��HUK�� �7[���K��TLHZ\YLK�^P[O�0*7�4:

�H� �I�

�J� �K�

簡便な試料導入と多彩な元素分析を両立

面倒な前処理が不要
・5V�TVYL�ZHTWSL�WYLWHYH[PVU

ガスや各種廃棄物等の処理の心配が不要
・3V^�JVZ[�VM�V^ULYZOPW¯�
���5V�NHZ��5V�^HZ[L��5V�^VYYPLZ�

多元素同時分析 / 同位体分析
・4\S[P�LSLTLU[Z�HUK�PZV[VWPJ�HUHS`ZPZ

バルク、内包物、平面、
深さ方向マッピング等、多彩な元素分析の
ニーズを一つのシステムでカバー
・-SL_PISL�ZHTWSPUN�¶�I\SR�HUHS`ZPZ��PUJS\ZPVU�HUHS`ZPZ��
���KLW[O�WYVMP[PUN��HUK�LSLTLU[HS�THWWPUN�^P[O�VUL�PUZ[Y\TLU[

織切片）

簡便な試料導入と多彩な元素分析を両立簡便な試料導 多彩な 素 析 立

が不要

素分析の

S\ZPVU�HUHS`ZPZ��
N�^P[O�VUL�PUZ[Y\TLU[

簡便な試料導入と多彩な元素分析を両立

（LIBS分析システム導入可能）
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