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システム類

モノアミン分析基本システム

HTEC-510型でカテコールアミン、インドールアミンを分析するモノアミン分析システムです。試料注入はマニュアルインジェクタ
（SI-700）となります。

HTEC-510ACB  価格(税別)\4,166,000型式

マイクロダイアリシス   モノアミン分析システム A
HTEC-510MAD  価格(税別)\5,632,000 型式

マイクロダイアリシス   アセチルコリン分析システム A

 アミノ酸分析基本システム HTEC-510AAA  価格(税別)\6,766,000型式

マイクロダイアリシスのオンライン、モノアミン分析システムです。マイクロシリンジポンプ(ESP-64)とMDSシーベルセットによる
サンプリング機能とオートインジェクタ(EAS-20S)使用により生体内モノアミンの経時変化を全自動で追うことができる分析システ
ムで構成されています。

マイクロダイアリシスのオンライン、アセチルコリン分析システムです。マイクロシリンジポンプ(ESP-64)とMDSシーベルセットに
よるサンプリング機能とオートインジェクタ(EAS-20S)使用により生体内アセチルコリンの経時変化を全自動で追うことができる分
析システムで構成されています。

HTEC-510型でアミノ酸を分析するためのシステムです。アミノ酸分析はアミノ酸を誘導体化して分析する必要がある為自動誘導
体化機能を持ったオートサンプリングインジェクタ(M-510)が付属していることが必要になります。プログラム通りに誘導体化し、
分析計に打ち込みます。マイクロダイアリシス試料の場合もこのシステムにセットすることが必要になります。マイクロダイアリシス
試料をフラクションコレクタで集める場合には、MSF-300サンプリングシステムを追加予算化してください。

マイクロダイアリシス   トータル分析システム HTEC-510MAT  価格(税別)\9,382,000 型式

マイクロダイアリシス試料から生体液中、組織中のモノアミンまで分析カラムや条件を変えるだけで分析できるトータルシステムです。
オートインジェクタによる連続分析から、オートサンプリングインジェクタM-510型による自動注入分析まで目的に応じて選択できる
システムです。

マイクロダイアリシス  グルタミン分析システム HTEC-510GAD  価格(税別)\6,232,000 型式

HTEC-510型にオートインジェクタ(EAS-20S)2台を付加してマイクロダイアリシスのグルタメート直接分析を行うシステムです。外部
からグルタメートの標準物質を時間差を設けて入れることにより、酵素活性の劣化や電極の感度変化を補償しています。マイクロシ
リンジポンプ(ESP-64)とMDSシーベルセットによるサンプリング機能と分析計により実験動物の生体内グルタメートの経時変化を
全自動で追うことができるシステムです。

マイクロダイアリシス   モノアミン分析システム B HTEC-510MAG  価格(税別)\8,782,000型式

マイクロダイアリシスのオフライン、モノアミン分析システムです。フラクションコレクタ（EFC-96)に集めた後、オートサンプリングイ
ンジェクタ(M-510)にセットする事によりプログラム通りの分析が可能です。

マイクロダイアリシス   アセチルコリン分析システム B
HTEC-510ACG  価格(税別)\8,782,000 型式

マイクロダイアリシスのオフライン、アセチルコリン分析システムです。フラクションコレクタ（EFC-96)に集めた後、オートサンプリング
インジェクタ(M-510)にセットする事によりプログラム通りの分析が可能です。

予算申請用ダイジェスト

分析装置・実験機器

HTEC-510ACD  価格(税別)\5,632,000 型式
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