
Quality is the Difference
ZEEnit Series
ゼーマン補正原子吸光分析装置
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分光分析での 150 年以上の                           
確かな経験と技術
アナリティクイエナ社は、優れた性能・精度と品質で、高い信頼と評価を頂いているグローバ
ルな分析機器メーカーの１つです。 
その起源は、エルンスト・アッベとカール・ツァイスが発明した分光器から始まり、今日に至っ
ています。 
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ZEEnit
Quality is the Difference
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デュアルアトマイザーコンセプト
ZEEnit700 P はアトマイザーを移動させることなく、マウス
での操作のみでフレーム分析からファーネス分析、またそ
の逆を行うことができます。当然のことながら位置調整は
全く不要です。

交差加熱型グラファイトファーネス
機能性を重視したデザインで、複雑なマトリックスや耐火
性の元素など、多様なサンプルや元素に対応できます。

第３世代のゼーマンバックグラウンド補正技術
ZEEnit シリーズは、全ての元素に対して最適な補正が行え
るように磁場強度は最大 1.0 テスラまで可変設定できます。
また 2 フィールドモード補正（オン , オフ）に加えて、ゼー
マンバックグラウンド補正の革新的な技術である 3 フィー
ルドモード補正（オフ , 中 , 高磁場）が可能になりました。
このことにより、従来一般的であった μ g/L オーダーの測
定濃度範囲から mg/L オーダーまで拡大され、アプリケー
ション領域が飛躍的に拡充されました。

信頼できる自動化測定
AS-F, AS-FD フレームオートサンプラーと AS-GF ファーネス
オートサンプラーは、自動希釈や濃縮、自動干渉抑制剤添
加、自動深さ調整など、自動化の為に必要な試料調製や
サンプリング機能を備えています。優れた精度と正確さを
極めたオートサンプラーは、原子吸光分析の完全な自動化
を実現し、ルーチン作業を含めて 24 時間の無人運転を可
能にしました。.

ZEEnit Plus

新しい ZEEnit シリーズは、ゼーマン補正グラファイトファー
ネスと還元気化/水素化物法に対応する ZEEnit650P、ゼー
マン補正グラファイトファーネスとフレーム、還元気化/水素
化物法に対応するZEEnit700 Pの2機種です。

どちらの装置も一台で液体・固体両方の試料の分析ができ
ます。また、機能的なインテリジェントデザインで信頼性の
高い性能と優れた分析結果を提供します。:

ユニークな技術を集約した原子吸光分析装置 
ZEEnit 700 P はアナリティクイエナの原子吸光分析装置の開発に                  
新たなページを開きました: 分析性能と使いやすさを融合したシステムです 

 ■ Plus　8 本ランプチェンジャーで最大の自動化と
　　　サンプル処理能力

 ■ Plus　シングルおよびダブルビームの切り替え　
　　　が可能

 ■ Plus　D2 バックグラウンド補正と第三世代のゼー  
                マンバックグラウンド補正

 ■ Plus　コード化ランプの為の自動認識機構　　　
　　　RFID ツール

 ■ Plus　高輝度ランプ電源内蔵
 ■ Plus　グラファイトチューブ内の試料の注入・          

　　   乾燥を観察できる高性能ビジョンツール

 ■ Plus　固体試料の直接測定  



* according to our warranty conditions: www.analytik-jena.com
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 様々な要求に応えます 

多彩でユニークなサンプル導入法
液体サンプルだけでなく固体直接サンプル導入にも対応し
ます。しかも 2 つのテクニックの切り替えも簡単です。

ASpect LS ソフトウェア
ソフトウェアのコンセプトは、ルーチン分析で使いやすい
ことはもちろんですが、メソッド開発やメソッド最適化など
ユーザーニーズに応じた自由度があることです。品質管理
分析への対応性やバリデーションなどの機能も充実してい
ます。 

10 年間の長期間保証
石英コーティングの光学素子と分光器のカプセル化は、実
験室の腐食性の環境から分光器を隔離保護し、性能の維
持と長時間の安定性を保証します。アナリティクイエナ社
の原子吸光分析装置に搭載されている分光器は、10 年間
の長期保証が基本です。

バーナー・ネブライザーシステム
何世代にも渡るアナリティクイエナ社の原子吸光分析装置
の発展の中で改良されてきた、チタン製バーナーとネブラ
イザーのシステムは、フレーム分析に優れた安定性と高い
再現性を保証します。

安全設計
フレーム原子吸光分析で最も重要なことは、安全性です。
装置に標準搭載されている多数のセンサーで、安全に関
するすべてのパラメータを常時監視し、制御します。フレー
ム点火からガスの切り替え、故障時の安全消火などの全て
のフレーム点火・消火機能は、コンピューターによる自動
制御です。
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交差加熱型グラファイトファーネス –  
最先端のファーネス技術
交差加熱型グラファイトファーネスは、最適なサンプル加熱や迅速な             
サンプル測定には、不可欠です。

独自のファーネスデザイン
アナリティクイエナ社の長年の経験と先進技術で開発さ
れた、独自設計の交差加熱型グラファイトファーネスは、
チューブ内を均一に加熱し、理想的な原子化状態にします。
この特徴的なグラファイトファーネスは、アナリティクイエ
ナ社の全てのファーネス原子吸光分析装置に使用されて
います。このファーネス方式の優れている点は、サンプル
マトリックスの影響を最小限に抑え、メモリー効果を軽減し
て原子化シグナルのテーリングを最小限に抑えた事です。
さらに、従来の加熱方式で問題となっていたグラファイト
チューブ両端の低温度部位で発生する再凝集による汚染
や干渉、感度の損失が無くなりました。バナジウムやモリ
ブデンの様な耐火性元素のテーリングも減少しました。従
来の方式では困難であった固体の直接導入測定も可能と
なり、アプリケーションの範囲も飛躍的に広がりました。 

センサーレスアダプティブ温度コントロール(STC)は、 プロ
グラムしたファーネス加熱条件と実際の温度を常にモニタ
ーしています。この機能によって、薬品などによる腐食や加
熱によるグラファイトの消耗等のチューブ劣化を速やかに
感知し、正しい温度に補正します。グラファイトチューブ内の
温度は、ユニークな発光を利用した指数高温測定技術を使
用して、常時モニター・較正しています。またファーネスコン
トロール機能では、新しいチューブを最適な測定状態に自
動調整し、チューブの劣化状態と寿命もモニターし、ファー
ネス全体の状態をチェックします。研究用やルーチン分析
のデータの信頼性が常に維持できます。

正確度の飛躍的な向上
交差加熱型グラファイトチューブは、多くの化学干渉とそ
れによるマトリックスの影響をかなり減らしました。その結
果、メモリーの影響もほとんど無くなります。 

分析コストの削減
分析コストを削減するために、2 種類のチューブを使い分
けることができます。
プラットフォームチューブは、マトリックスの多いサンプル
に最適です。ウォールチューブは全元素測定することがで
きるので多元素ルーチン分析中にチューブを交換する必
要がありません。 

時間の節約と調整の容易さ
交差加熱型グラファイトチューブは、従来のマスマン型チュ
ーブと比較して、チューブ交換とピペット位置調整が大変簡
単になりました。ファーネスを開きチューブ交換をしても、位
置調整の必要はありません。.

STPF
” 温度安定化プラットフォーム (STPF)” の概念は、グ
ラファイトチューブから試料を加熱せず、輻射熱で加
熱する方法です。ゆっくりと試料が加熱されるので干
渉の原因となる共存物から目的元素を分離でき、干
渉を最低限に抑えることができます。
この効果により、測定データの精度が飛躍的に改善
されます。ZEEnit は干渉のないグラファイト分析の必
要条件をすべて満たしています。.
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液体/固体 あらゆるサンプル測定に柔軟対応

ZEEnit は、液体と固体試料の両方の測定が可能なゼー
マンファーネス原子吸光分析装置です。 液体測定と直接
固体測定をスムーズに交換するという夢が ZEEnit によっ
て実現しました。アナリティクイエナ社の ZEEnit シリーズ
は、ゼーマンバックグラウンド補正と最先端のグラファイト
ファーネス技術の組合せにより、直接固体測定に必要な要
件を満たし、実用化しました。 

マニュアルと自動の直接固体導入法 : 
SSA 6 z – マニュアル固体サンプラー
マニュアル操作でサンプルボートをファーネスに搬送しま
す。外部天秤での秤量データも ASpect LS ソフトウェアに
自動転送することが可能です。

SSA 600 – マイクロ天秤内蔵固体サンプラー
自動でサンプルボートを搬送します。ボートのファーネス
への搬送だけでなく、天秤への搬送、重量データの取り込
みも全て自動です。 

溶液注入ユニット
溶液注入ユニットが固体測定を更に便利にしました – 検量
線用の複数の標準溶液を使用して検量線を作成すること
や、サンプルへのモディファイアの添加が可能です。

特別設の専用サンプルボートは、粉体から粉砕した粒状の
サンプルまで様々なサンプルに対応します。サンプルボー
トの特殊な形状は、グラファイトチューブ内での最適な原子
化状態を約束します。 

直接固体測定の利点
 ■ 元のサンプルを希釈せずに測定
 ■ 分解前処理の時間が不要
 ■ 健康や環境に害のある物質による希釈の影響がない
 ■ 汚染のリスクが少ない
 ■ 高感度
 ■ サンプル量が少なくても測定が可能 ( 必要なサンプル量

が µg または mg オーダー )
 ■ 検出限界が pg や fg レンジ

直接固体測定による経済的利点
 ■ 時間短縮 
 ■ 薬品等のコストの削減
 ■ 結果が出るまでの時間が速い
 ■ 効率が良い

ZEEnit 650 P と 固体サンプラーSSA 600 サンプルトレイとサンプルボート
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ユーザーフレンドリー:  
分析の利便性を追求した操作
"デュアルファーネス" コンセプトは、フレームモードとファーネスモードの  切り
替えの迅速さと簡単さを追求しました。サンプラーの付け替えや調整は不要
です—ソフトウェアでクリックするだけで測定準備が整います。

微量分析を快適に行うには、装置の定期的なメンテナン
スとクリーニングが重要です。ZEEnit のファーネスは、メ
ンテナンス時にファーネス各部に手が届きやすいように、
ファーネス部を手前に引き出すことができます。

パラメーターの完全自動最適化
装置の開発時には革新的な機能が重要視されます。全自
動最適化ルーチンは、分析工程を自動で最適化します。
常に最適な条件でサンプルを測定することができるため
に、高いサンプル処理能力を維持でき、さらに信頼性の高
い結果を提供できます。 

灰化と原子化温度は、”ファーネスパラメータの最適化”機能
で自動最適化できます。簡単にそれぞれのアプリケーショ
ンに合わせた設定にできます。  
また内蔵ファーネスカメラ” ファーネスビジョンツール” で、
グラファイトチューブの溶液の滴下と乾燥の状態を観察で
きます。このユニークな内蔵カメラを通じて、詳細なチュー
ブ内の様子の観察と、調整の効果を確認することができま
す。

ZEEnit シリーズでは、専用ランプ使用時には RFID ツール
で、全てのランプデータを自動的に読み取りそして保存し
ます。ランプを初期化時に認識し、分析パラメーターをセッ
トし、点灯時間もモニターしています。
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スクレーパー付バーナーヘッドr インジェクションモジュール SFS 6

ZEEnit 700P は、吸光分析、炎光分析に関わらず、迅速に
自動化ルーチン分析のソリューションを提供します。ガス
流量とバーナー高さをそれぞれのサンプルに合わせて自
動調整することで、最高の分析結果を提供します。また
ZEEnit システムに搭載されている全自動ガスボックスが、
全てのガスパラメーターを設定し制御しています。 

バーナーヘッドは、自動高さ調整によりいつも最適な位置
に調整されます。シーケンシャル測定の際に元素毎に測定
条件や測定方法が異なる時でも、効率的で最適なルーチ
ン作業を達成するために、種々の制御パラメータを設定ど
おりに再現性良く調整し、いつでも最適条件を保ちます。

アクセサリー
インジェクションモジュール (SFS) やスクレーパーは、マト
リックスの濃度の高いフレーム測定に対して大変便利で有
効なアクセサリーです。　インジェクションモジュールは
いわゆる一滴法のような、極少量のサンプル導入が可能
です。また連続システム洗浄により、高濃度のマトリックス
成分や塩類含むサンプル測定の場合もバーナーやネブラ
イザーが詰まることなく、長時間安定した測定ができます。
スクレーパーは、アセチレン/亜酸化窒素フレーム測定にお
いて、バーナーに析出するすすを自動的に排除します。手動
によるクリーニングと比較して、安全で再現性の高い連続
測定を約束します。.
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測定効率と生産性
現在の分析では、以前よりも自動化が重要となっています。 迅速分析、 　　自
動希釈、信頼できるモニター機能、簡単な取り扱い必要です。

自動化のコンセプト
フレームオートサンプラー AS-F と AS-FD は、標準溶液か
らサンプルまでの自動ルーチン分析に使用できます。 サ
ンプラーは、サンプルコンパートメントにつりさげだるけの
シンプルな構造です。 設置面積が小さくチューブ長も短
い 為、実サンプル測定での汚染を防ぎます。

オートサンプラーは耐久性を高くするために、酸や溶媒に
触れる部分は、すべて耐腐食性の素材を使用しています。
洗浄サイクルや回数も自由に設定できますので、キャリー
オーバーや汚染のリスクを回避します。

AS-FD の希釈ユニットは、手間と時間がかかり、間違いを
起こす元となる手動の希釈を不要にしました。濃度の大き
く違うサンプルがあっても測定を中断することなく測定す
ることができます。 

試料濃度が高く検量線の範囲を超えても、自動クリーニン
グ制御機能により自動洗浄し、次のサンプルへの汚染を防
ぎます。これらの機能は、すべてオートサンプラーの標準
機能です。自動化のために高価でスペースを取る特別な
装置への投資や接続の必要は全くありません。 

単なるサンプラー以上の機能
AS-GF 液体用ファーネスオートサンプラーは、単にサ
ンプルを自動注入するだけでなく、各種の自動調製
機能が搭載されており、分析を簡単にするだけでなく、
確実に実行します。

 ■ 最大 10 点までの検量線をストック標準から自動作
成

 ■ わずかなサンプル量で抜群の再現性
 ■ 任意の倍率での自動希釈および濃縮
 ■ 検量線範囲を超えたサンプルの自動希釈 ; クリー

ニングコントロールリミットで汚染を防止
 ■ 検量線範囲以下のサンプルの自動濃縮 
 ■ 自動ピペット高さ調整機能
 ■ 頑丈で振動のない動作
 ■ 調整が容易

AS-GF は、多くの機能と最適化ルーチンによる自動
測定で、従来の単なるサンプル導入装置であったオー
トサンプラーから、知的な試料調製装置に進化しま
した。
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オートサンプラー AS FD と 水素化物システム オートサンプラーAS GF

微量濃度の水素化物と水銀の分析
バーナーヘッドから吸収セルへの交換は、固定ねじを外し
て載せ替えるだけの簡単操作です。

水素化物システムは、水素化物測定と水銀の還元気化測
定の効率の良い測定だけでなく、使いやすさも兼ね備えて
います。 
ZEEnitP シリーズと水素化物システムには、2 つのコンビ
ネーションシステムがあります。

 ■ 従来の方法 : 電気加熱石英セルでの原子化

 ■ もう一つの方法 : グラファイトファーネスでの原子化

モジュールタイプの水素化物システム
水素化物システムは、測定の目的に合わせてシステムを
アップデートする事ができるモジュールタイプの装置です。 
モジュールのアップグレードで、ラボの分析内容の変化に
対応します。全てのシステムは、簡単に新しい機能を追加
することができます。たとえば、アマルガムモジュールの
追加やフローインジェクションからバッチシステムへの変
更などが可能です。 システムは AAS ソフトウェアによる完
全制御です。システム構成が自動的に検出され、構成に
対応したクックブックやパラメーター設定のみが表示され
るようになっています。

HydrEA テクニック
水素化物とグラファイトファーネス法のカップリングは、水
素化物測定（As,Se,Sb など）に新しい可能性をもたらしま
した。 これらの元素をグラファイトチューブ内で濃縮する
ことで、測定感度の向上、汚染の低減やマトリックスの影
響の低減などの効果があります – さらなる検出限界の改善
への要求に対応します。
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第三世代のゼーマン補正技術
革新的なゼーマン補正法は、従来のゼーマンバックグラウンド補正に多くの
可能性を与えます。 独自の測定モードを使用すると、測定レンジを容易にサ
ンプルの濃度範囲に適応させることができます。

D2 バックグラウンド補正に加え、ゼーマンバックグラウン
ド補正は、多くのアプリケーションで必要とされています。 
他の市販のゼーマンシステムは、磁場強度は固定です。 
ZEEnit は、磁場強度を自由に設定することができます。 

磁場強度可変の利点 :

感度の最適化
全元素で効果的なゼーマン補正を行うには、元素毎に最
適な強度に設定することが唯一の方法です。ゼーマンファ
クター設定で、いつでも最適な磁場設定を行います。

濃度に対応
2フィールドモードと3フィールドモードのコンビネーション
であるダイナミックモードは、ルーチン分析での様々なサン
プル濃度に柔軟に対応できます。 測定時には、2つのモード
での吸光度が測定され、2つの検量線が作成されます。 (図 
3)。 濃度によって、高濃度または低濃度どちらかの検量線が
データ算出に使用されます。 

Fig. 1: 磁場強度による感度の変化 Fig. 2: 検量線の直線領域の拡大
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Fig. 3: 鉛のダイナミックモードでの検量線   Pb 10 から 1000 µg/L

ダイナミックレンジの拡大
従来の 2フィールドモード (磁場 オンまたはオフ)に加え、 
独自の 3フィールドモード (磁場 オフ, 中または 高磁場)は、 
今までにない分析の可能性を提供します。 自由な磁場強度
の設定で、特別なデータ測定モードを作成することが可能
です。 ゼーマンファーネス原子吸光分析で、２桁以上の濃
度範囲の検量線を作成することが可能となりました。 測定
濃度範囲と検量線の直線範囲を、元素濃度に合わせて調整
することができます。 マニュアルでのサンプル希釈は、もう
不要です。希釈による汚染や間違いの心配もありません。高
濃度のサンプル測定に対して、時間の短縮が図られ、ルーチ
ン分析も容易になりました.
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ユーザーフレンドリー
ASpect LS は、シンプルなルーチン分析とアプリケーション
に対応する様々な設定への柔軟性という２つの要求にお
応えできます。分かりやすいレイアウトのユーザーインター
フェースは、画面上で簡単にメソッド作成ができます。 ソ
フトウェアに搭載されているクックブックが、測定の開始を
手助けします。 自動最適化ルーチンで、メソッドの最適化
も容易です。

自動最適化
包括的な PC ソフトウェアはすべての技術の為に高度な自
動化を保証します。自動最適化ルーチンは未知のマトリッ
クスへのメソッド最適化を簡素化します。すべてのパラメー
タと機能は自動的に監視されて、制御されます。ソフトウェ
アは、フレームのガス流量、ファーネス測定の 2 フィール
ドまたは 3 フィールドモード、および 3 フィールドモード磁
場強度、原子化、灰化温度などのパラメータを自動的に最
適化し、メソッドに適用します。

ASpect LS – 解りやすく使いやすい
ソフトウェアには、シンプルなルーチン測定と多種多様な開発や最適化に対
応する事が求められます。装置をコントロールすることだけでなく、　全ての
プロセスでの安全性のモニターや記録そして効率的なオペレーションを満足
することが必要です。

Fig. 5: D測定データ表示

データ処理
測定データを外部プログラムで処理する為に、互換性のあ
るデータフォーマットでデータをエクスポートします。 ネッ
トワークへの接続や LIMS へのデータの転送も可能です。 

セルフチェックシステム (SCS)
 ■ 安全性
 ■ ガス流量とバルブの完全 モニター制御による測定状態

　の最適化と安全な測定を提供
 ■ ファー ネ ス シ ス テ ム の 全 自 動コントロー ル による  

 ファーネス測定の安全性
 ■ 自動温度モニターによるライフタイムの管理
 ■ 電気に関する操作の安全性 
 ■ ソフトウェア制御と最適ガス圧のモニターによるガス圧

　の安先生
 ■ 液量センサーや安全機構による異常時の自動停止機能

Fig. 4: 自動最適化
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TOPwave
マイクロウェーブ試料分解装置  全サンプル
に対して非接触の圧力および温度モニター.

試料前処理

分光分析

Analytik Jena – 分光器業界のリーダー

novAA シリーズ
ホロカーソードランプを使用する AAS 。ダブ
ルビーム光学系と D2 バックグラウンド補正

contrAA シリーズ
高分解能連続光源 AAS  迅速なシーケンシャ
ルおよび多元素同時分析と同時バックグラウ
ンド補正

PlasmaQuant MS シリーズ
ベンチトップ型の ICP-MS 　特許のイオン光
学系を搭載　従来の半分のアルゴン消費量
で超高感度とロバストなプラズマ性能 .

ZEEnit シリーズ
ホロカソードランプを使用する AAS  D2 及び
第 3 世代の磁場可変ゼーマンバックグラウン
ド補正

PlasmaQuant PQ 9000 シリーズ
高分解能アレイICP-OES  比類ないロバスト性
と感度の垂直プラズマのデュアルビュープラ
ス測光.

Mass Spectrometry

品質管理と GLP
今日の法令や社内規定等を考慮し、ソフトウェアは品質管
理プログラムを標準機能として搭載しています。
ソフトウェアは下記に対応しています :

 ■ 統計的な品質管理チャートの保存
 ■ 限界値を超えた時や警告レベルに達した場合の様々な

アクション
 ■ 自動装置機能テスト
 ■ GLP に準拠したデータ保存と印刷

FDA 21 CFR Part 11
FDA 21 CFR パート 11 への準拠は、現在の分析装置のソフ
トウェアには不可欠です。Aspect LS における統合された
機能は、測定中のすべての動作の信頼性、明瞭性、トレー
サビリティだけでなくデータセキュリティを保証します。す
べてのプロセスは、理解しやすい用語と解りやすいレイア
ウトで提示されます。包括的なユーザー管理、電子署名、
および監査証跡は、FDA21 CFR パート 11 の要件を満たし
ています。

Fig. 6: 品質管理チャート



型式 ZEEnit 650 P ZEEnit 700 P

分析法 ファーネス フレーム/ファーネス

光学系

測定範囲 185-900nm

分光器 ツェルニターナ

スリット幅 4段（0.2、0.5、0.8、1.2nm)

検出器 光電子増倍管（PMT）

ランプ ホロカソードランプ または　高輝度ランプ（8本）

BG 補正法 D2補正またはゼーマン補正

フレーム部

バーナー ー 空冷式 5cm、10cm チタン製スロットバーナー

チャンバ ー PPS 製

ネブライザ ー 白金・ロジウム製キャピラリ

位置調整 ー ソフトウェア自動調整

安全機構 ー バーナーヘッド自動認識機／ドレイン液面監視
フレーム監視／燃料ガス圧力監視／停電時逆火防止機能

ファーネス部

温度範囲 室温～ 3000℃

加熱速度 3000℃／秒

設定温度ステップ 1℃

加熱方向 光軸に対して直交（交差加熱）

オートサンプラ 
サンプル数 / 容量 100 個 / 2mL　8 個 / 5mL

データ処理 / 
制御部

ＯＳ コンピュータ（Windows* 7 以上）制御

ソフトウェア ピーク面積・高さ測定／検量線（検量線法、標準添加法）／グラフ表示／QC 機能／外部装置への測定データ転送／ 
測定データの市販ソフトとの互換

寸法 (W×H×Dmm) 790×645×735 1180×650×735

重量 170 kg 230 kg

電源 本体 200Ｖ 35A

供給ガス

ファーネス
アルゴン 圧力：600 kPa　　　最大流量：180 L/h

添加ガス 圧力：500~700 kPa　　最大流量：30 L/h

フレーム

空気 圧力：400~600 kPa　　　最大流量：800 L/h

アセチレン 圧力：120~150 kPa　　　最大流量：300 L/h

亜酸化窒素 圧力：500 kPa　　　最大流量：800Ｌ/ｈ

排気ダクト
排気量 フレーム　：　480~600ｍ3/h

ファーネス：　60ｍ３/ｈ以上

フード 300ｍｍ（Ｗ）×300ｍｍ（Ｄ）　ステンレス製　　　直径100ｍｍ~120ｍｍのステンレス管に接続

使用温度/湿度 10~35℃／最大90％（30℃において）
＊windows®はMicrosoftの登録商標です。
●　製品の概観および仕様、価格は予告なく変更する場合があります。
●　詳細は、弊社担当営業員または、下記営業部にお問い合わせください。　

仕様

設置条件

株式会社アナリティクイエナジャパン

本社　〒240-0005　神奈川県横浜市保土ヶ谷区神戸町134
横浜ビジネスパークイーストタワー 11階
Tel 045-340-5740　Fax 045-340-5745

大阪オフィス　〒532-0011　大阪府大阪市淀川区西中島3-23-15
セントアーバンビル 3階
Tel 06-6829-7577　Fax 06-6829-7688

e-mail  sales@analytik-jena.com
URL  https://www.analytik-jena.de/jp
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Pictures: Analytik Jena AG
Subjects to changes in design and scope of delivery as well as further technical development!


