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Future Technology – Available Now
multi EA 5000
微量硫黄・窒素・炭素・塩素分析装置
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multi EA 5000 — １サイクルでC, N, S, Clを測定

 ■ 高感度: HiPerSens 検出器

 ■ 独自の技術: ダブルファーネステクノロジー

 ■ 革新的: フレームセンサーテクノロジー

 ■ 安全性: オートプロテクション

 ■ 直観的: セルフチェックシステム

 ■ 多様性: マルチマトリックスサンプラー

Analytik JenaのEAシステム - 
元素分析のリーダー 
現代の分析システムで重要なことは、広範囲のサンプルに適用でき
信頼性の高い自動化分析ができることです。 アナリティクイエナの
multi EA シリーズは、特許の革新的なソリューションと優れた品質で、
自動化と信頼性を結合しました。このシステムは、多様なサンプル
マトリックスに対応する為に開発しました。 

https://www.analytik-jena.de/en/analytical-instrumentation/products/elemental-analysis-cnscl/micro-elemental-analysis/multi-ear-5000.html?utm_source=br_multiEA5000_en&utm_medium=PDF&utm_campaign=multiEA5000
https://www.analytik-jena.de/jp/analytical-instrumentation/products/elemental-analysis-cnscl/micro-elemental-analysis/multi-ear-5000.html?utm_source=br_multiEA5000_de&utm_medium=PDF&utm_campaign=multiEA5000
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multi EA 5000
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今までにない元素分析装置がここにあります

multi EA 5000は アナリティクイエナの長年の分析の経験により進歩を遂げま
した。システムは、新しい世代の元素分析装置です。標準となる分析装置です！

アナリティクイエナは 50 年以上元素分析装置を製造して
きました。 製造開始当時と比べて装置は大きく変化しまし
た。 分析装置はよりインテリジェントで安全、使いやすく
信頼性のあるものへと変わりました。 また、アプリケーショ
ンの分野も広がりました。元素分析装置は、さらなる可能
性を持っているのでしょうか？　答えは、もちろん持ってい
ます。multi EA 5000 についてよく知ると、可能性があると
言った理由を理解できるでしょう。

multi EA 5000 は、多様性、信頼性、簡単な操作など多く
の可能性を持つ元素分析装置です。固体、液体、ペースト、
ガスサンプル中の C, N, S, Cl は、この装置で測定できる項
目の一部分です。 TOC, EOX と AOX / TOX 測定にも multi 
EA 5000 を使用する事ができ、測定の変換も簡単です。
石油化学、環境分析、製薬、化学工業、材料分析など様々
なフィールドで使用する事ができます。

ユニークなモジュールコンセプトは、システムを用途に合
わせて組み合わせることを可能にしました。 分析者のニー
ズと必要な機能に合わせて multi EA 5000 を設定できま
す。 もし、測定の目的が変化しても問題ありません。モ
ジュールタイプの multi EA 5000 はいつでも機能を拡張す
る事が可能です。

他にはない ダブルファーネステクノロジーは、1 台のシス
テムで水平モードと垂直モードの測定が可能です。
必要に応じて簡単に、しかも迅速に変更でき、サンプルに
合わせてそれぞれのモードを有効に活用できます。

フレームセンサーテクノロジーはマトリックスに合わせた完
全燃焼を実現しました。 たとえサンプルが未知で性状が
わからなくても、すすの発生しない精確で再現性の良い測
定が可能です。 

セルフチェックシステム (SCS), 直 感 的 に操 作 のできる 
multiWin ソフトウェアマネージメントと FAST (Fast, Safe 
and Tight) コネクションテクニックは、簡単なオペレーショ
ンと信頼できる結果をユーザーに提供します。

https://www.analytik-jena.de/en/analytical-instrumentation/products/elemental-analysis-cnscl/micro-elemental-analysis/multi-ear-5000.html?utm_source=br_multiEA5000_en&utm_medium=PDF&utm_campaign=multiEA5000
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装置に対するユーザーのリクエスト：
 ■ １台の装置で炭素、硫黄、窒素、塩素の多元素測定が

可能
 ■ メンテナンス頻度も少なく測定濃度範囲が広い、 ppb か

ら％までのレンジの高性能検出器
 ■ 液体、ペースト状、固体、ガス、LPG など様々な形状の

試料に対応
 ■ 固体と液体サンプル、水平、垂直モードにいずれの自動

測定にも使用できるマルチマトリックスサンプラー
 ■ ASTM, EPA, DIN, ISO, EN, JIS 等の国際標準や各国の規格

に準拠
 ■ プレインストールのメソッドから簡単に始められ、測定時

間の短縮も可能
 ■ サンプルに合わせて１台の装置で水平・垂直モードの

測定が可能なダブルファーネステクノロジー
 ■ 測定に安心をもたらすセルフチェックシステム (SCS)
 ■ マトリックスに合わせた燃焼の為のフレームセンサーテ

クノロジー

装置の特長：
 ■ 自己学習機能のフレームセンサー
 ■ 水平・垂直モードの全てのアプリケーションに対応する

多目的燃焼管で測定の簡素化を実現
 ■ 装置内部テスト、最適化を自動化
 ■ 革新的な FAST コネクションでガスリ－クの無い測定を

約束
 ■ オートプロテクション、粒子フィルターで装置を保護し、

安心の測定とメンテナンスのコストを削減
 ■ サンプラーヘッド、シリンジ、トレイ種類を自動認識する

多機能オートサンプラー
 ■ 安定した測定と正確な結果の為のフローマネージメント

システム (FMS)

https://www.analytik-jena.de/en/analytical-instrumentation/products/elemental-analysis-cnscl/micro-elemental-analysis/multi-ear-5000.html?utm_source=br_multiEA5000_en&utm_medium=PDF&utm_campaign=multiEA5000
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測定項目・モードを変更したい ...  
手間のかかる装置変換の必要はありません
ディーゼル燃料の硫黄測定、次にプロピレンガスの塩素測定 – 分析システムを
変更することなく１つのサンプルの全てのパラメーターを測定できます。

multi EA 5000 のソフトウェアとメソッドライブラリーは、適
切なメソッドを選択を手助けし、簡単に正しいパラメーター
での測定を可能とします。multiWin メニューは、装置の
すべての機能と個々の設定の変更を常時モニターしていま
す。

非常に使いやすいダブルファーネスシステムは、装置をサ
ンプルに最適な測定モードに設定できます。特に微量の液
体やガスサンプルの迅速で高精度の測定には、垂直シス
テムが標準的な測定法です。共存物が多く、揮発性また
は高粘度なサンプルは水平モードの測定が必要です。 

multi EA 5000 は、水平・垂直両方の測定モードを一つの
装置に収めました。 ファーネスは水平または垂直にすぐに
設定でき、安全に固定されます。すべてのアプリケーショ
ンそして水平・垂直モードで使用できる多目的燃焼管は、 
測定モードの変換をより簡単にしました。もう、測定モード
を変更しても燃焼管を交換する必要はありません。

水平モードのメリット
 ■ 気体、LPG, 固体に適している
 ■ 粘度に関わらず全ての液体サンプルに使用可能
 ■ 揮発性の高い液体に最適
 ■ 高濃度サンプルに最適
 ■ マトリックスに合わせた燃焼工程
 ■ フレームセンサーですすの発生しない燃焼

垂直モードのメリット
 ■ N, S, Cl の微量分析に最適
 ■ 気体、LPG と標準的な粘度の液体に適している
 ■ 迅速な測定 
 ■ コンパクトな装置構成

サンプルインジェクション: 
液体 / LPG / 気体

サンプルインジェクション: 
固体/ 液体 / LPG / 気体
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https://www.analytik-jena.de/jp/analytical-instrumentation/products/elemental-analysis-cnscl/micro-elemental-analysis/multi-ear-5000.html?utm_source=br_multiEA5000_de&utm_medium=PDF&utm_campaign=multiEA5000
https://www.analytik-jena.de/jp/analytical-instrumentation/products/elemental-analysis-cnscl/micro-elemental-analysis/multi-ear-5000.html?utm_source=br_multiEA5000_de&utm_medium=PDF&utm_campaign=multiEA5000
https://www.analytik-jena.de/jp/analytical-instrumentation/products/elemental-analysis-cnscl/micro-elemental-analysis/multi-ear-5000.html?utm_source=br_multiEA5000_de&utm_medium=PDF&utm_campaign=multiEA5000
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もっと早く測定したい ... 測定コストも抑えたい 
　
1 台で液体、固体、気体、LPG 中の C, S, Cl, N, TOC, AOX / TOX, EOX 測定ができ
る分析装置は、分析内容にあわせ変化します。

メソッドライブラリーを使用すると、 multi EA 5000 を速や
かに測定の内容に適応させる事ができます。また、選択し
たメソッドからサンプル固有のメソッドを編集する事もでき
ます。 

水平・垂直測定に対応する マルチマトリックスサンプラー
は、分析工程に関わる時間を短縮します。 時間のかかる
サンプラーの変更や接続作業、サンプラーの調整等必要
ありません。燃焼システムを触る必要もありません。液体
から固体、またその逆の変換時間を短縮しました。  

セルフチェックシステム (SCS) は、円滑な測定を保証しま
す。 測定のエラーやシステムの汚染を防ぎ、その結果サ
ンプル使用量や測定時間を節約しました。長寿命の素材、
スタンバイ機能、多目的燃焼管、マルチマトリックスサン
プラーにより multi EA 5000 は測定コストの削減と比類な
いパフォーマンスを実現しました。 

利点
 ■ メソッドライブラリーでメソッドの作成時間

を短縮
 ■ 完全なサンプル分解を保証
 ■ サンプラーによるサンプル導入の最適化で

再現性を向上 – 測定サイクルの短縮
 ■ 最適な測定モード選択で測定を迅速化

https://www.analytik-jena.de/en/analytical-instrumentation/products/elemental-analysis-cnscl/micro-elemental-analysis/multi-ear-5000.html?utm_source=br_multiEA5000_en&utm_medium=PDF&utm_campaign=multiEA5000
https://www.analytik-jena.de/en/analytical-instrumentation/products/elemental-analysis-cnscl/micro-elemental-analysis/multi-ear-5000.html?utm_source=br_multiEA5000_en&utm_medium=PDF&utm_campaign=multiEA5000
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完璧な測定を行うには ... 
インテリジェント技術で実現
ハードウェアコンポーネントとソフトウェア機能の巧妙な組み合わせは、分析シ
ステム全体の障害のない操作を保証します。

セルフチェックシステム 
multi EA 5000 のセルフチェックシステムは、機器の安全
と分析の品質のために重要な全てのパラメーターを、1 秒
あたり数回の頻度でチェックします。multi EA® 5000 のシ
ステム内には、20 か所以上センサーがあります。これら
は、ガス流量、温度、圧力、システムの気密性、検出器の
状態、ベースライン安定性、シグナルドリフト、冷却、フレー
ムセンサー値等の非常に重要なパラメーターを常にチェッ
クしています。そして、その結果をわかりやすく表示しま
す。信頼できる測定と安全に不可欠なコンポーネントとし
て、セルフチェックシステムはもちろん multi EA® 5000 の
標準機能として組み込まれています。

フレームセンサーテクノロジー
完全な燃焼は、最初にサンプルが、不活発ガスにより熱分
解される段階から始まります。 熱分解により生成した物質
が次に純空気中で燃焼されます。これが実際に行われてい
る酸化のプロセスです。フレームセンサーは、形成される
フレームを監視しています。このフレームの形成が完全な
酸化で重要なポイントです。すすの発生を防ぎ正確な測定
を保証しています。

利点
 ■ 一つのメソッドで異なるマトリックスサンプルの測

定が可能
 ■ マトリックスに合わせたパラメーター調整は不要
 ■ サンプルの燃焼条件の知識は不要
 ■ メソッド開発時間の削減
 ■ サンプル測定の迅速化
 ■ 完全なサンプル分解を保証、システム中のすすの

発生を防ぐ
 ■ 完全酸化で正確度の向上
 ■ マトリックスによる影響が最小限
 ■ メンテナンス時間を削減

利点
 ■ 最小の操作で最大の安全性
 ■ 終夜運転に最適、分析経験も関係なし
 ■ 時間を節約するモジュールの自動検出とコンディ

ショニング
 ■ メンテナンス時期の自動モニタリング
 ■ ガス流量の変動や不足によるすすの発生を防止
 ■ ガス漏れによる不正確な測定を防止
 ■ 流量変動による再現性の低下を防止
 ■ エラー発生時装置を自動停止

https://www.analytik-jena.de/jp/analytical-instrumentation/products/elemental-analysis-cnscl/micro-elemental-analysis/multi-ear-5000.html?utm_source=br_multiEA5000_de&utm_medium=PDF&utm_campaign=multiEA5000
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自己学習機能
自己学習機能は、フレームセンサーテクノロジーをより一
層進化させました。サンプルマトリックスに対しての燃焼プ
ロセスをより最適化します。この技術は、迅速、安全そし
て今までの元素分析の歴史の中で相対的に最も完全な燃
焼と言えます。  

フローマネージメントシステム (FMS)
フローマネージメントシステムは、測定の安全性と信頼で
きる測定結果を保証します。安定したガス流量とガスリー
クの無いシステムは、完全な燃焼と精確な測定をもたらし
ます。 

高性能ガスボックスは、システムのガス流量を１秒間に数
回調整・監視します。必要に応じてガス流量を調整する事
もでき、オペレーターの要求に柔軟に対応します。 

システムのガスリークチェックは、連続そして完全自動で
す。チェックの結果は、 SCS に送られます。もし結果が保存
されているチェック値と異なる場合には、システムは自動
的にオペレーターに警告を表示します。同時にすべての装
置機能を停止して、分析システムの障害発生を防止します。

利点
 ■ 最大の安全性
 ■ サンプル分解の質の保証
 ■ 結果の信頼性の向上
 ■ ガス流量調整の柔軟性
 ■ メンテナンスの手間を省く

https://www.analytik-jena.de/en/analytical-instrumentation/products/elemental-analysis-cnscl/micro-elemental-analysis/multi-ear-5000.html?utm_source=br_multiEA5000_en&utm_medium=PDF&utm_campaign=multiEA5000
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アクセサリーの検出 ... 
接続するだけ
システムが全ての設定を自動的に調整します。 　　　　　　　　　　　　　
スタートを押すだけです!

プラグアンドスタート 
multi EA 5000 の自己制御機能は、システムをスタート後、 
自動的に構成と全機能をチェックします。構成にあわせて
適切なメソッドパッケージを自動的にロードします。サンプ
ル導入の構成もシステムで自動認識し、multiWinソフトウェ
アシステム設定に自動的に組み入れらます。

利点
 ■ モジュールの自動認識で操作がより簡単
 ■ プラグアンドスタートで新しいモジュールのインス
トール時の設定時間を節約

 ■ サンプラー設定の自動認識でエラーを回避

https://www.analytik-jena.de/jp/analytical-instrumentation/products/elemental-analysis-cnscl/micro-elemental-analysis/multi-ear-5000.html?utm_source=br_multiEA5000_de&utm_medium=PDF&utm_campaign=multiEA5000
https://www.analytik-jena.de/en/analytical-instrumentation/products/elemental-analysis-cnscl/micro-elemental-analysis/multi-ear-5000.html?utm_source=br_multiEA5000_en&utm_medium=PDF&utm_campaign=multiEA5000
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multi EA 5000 は、マニュアル、半自動または全自動サン
プル導入システムを選択できます。あなたのニーズ、要
求に従って EA 5000 をセットアップする事が可能です。

液体、固体サンプル、  
水平と垂直モードのオートサンプラー
時間のかかる変換作業が不要なマルチマトリックスサンプ
ラーは、液体と固体サンプルの導入をすることができます。 
水平モードではサンプルボートで、垂直モードは直接サン
プルを注入します。この両方のモードに同じサンプラーを
使用します。 マルチマトリックスサンプラーは１台で４つ
の機能を提供します。 

様々なサンプルヘッド、サンプルラックの種類、シリンジの
サイズは、すべてセルフチェックシステムで自動的に検出
します。固体サンプルの測定には、ボートの位置をチェッ
クするボートセンサーオプションを付けることもできます。 

multi EA 5000 の自動化システムは、水平・垂直の両方の
モードと固体と液体測定において、今までにないサンプル
処理能力を発揮します。

利点
 ■ 簡単な設置と最小限の調整操作
 ■ 迅速にモード変換可能
 ■ 構成の自動検出
 ■ マルチマトリックス測定、固体、液体と AOX / EOX

サンプルに最適
 ■ 完全自動コントロールシステムで簡単なオペレー

ション

利点
 ■ 簡単なインストールで調整の必要なし
 ■ 容量の自動検出
 ■ 精確なサンプル吸引
 ■ multiWin コントロールによる一定速度の注入
 ■ 信頼性の高いサンプル注入

オートサンプラー無しでのオートインジェクション
オートインジェクターは、液体サンプルを自動注入します。 
水平・垂直両方の測定に対応します。設定した容量をワン
ステップで吸引し、オペレーターによるミスを防ぎます。 
注入速度は、 multiWin ソフトウェアでコントロールします。
オートサンプラーと同様の精度でサンプルを注入します。 

最も優れている点は、接続技術です。 磁石による接続で、
オートインジェクターは簡単に燃焼モジュールに接続でき、
正しい位置に安全に固定されます。

https://www.analytik-jena.de/en/analytical-instrumentation/products/elemental-analysis-cnscl/micro-elemental-analysis/multi-ear-5000.html?utm_source=br_multiEA5000_en&utm_medium=PDF&utm_campaign=multiEA5000
https://www.analytik-jena.de/en/analytical-instrumentation/products/elemental-analysis-cnscl/micro-elemental-analysis/multi-ear-5000.html?utm_source=br_multiEA5000_en&utm_medium=PDF&utm_campaign=multiEA5000
https://www.analytik-jena.de/en/analytical-instrumentation/products/elemental-analysis-cnscl/micro-elemental-analysis/multi-ear-5000.html?utm_source=br_multiEA5000_en&utm_medium=PDF&utm_campaign=multiEA5000
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たった１台の装置で... 
様々な測定に対応
検出器の多様さはアプリケーション範囲を広げます。  
必要に応じて、検出システムを接続できます。

装置を交換する必要のない硫黄、窒素、炭素、塩素測定
硫黄、窒素、炭素測定は高感度でかつ同時測定を行うこと
ができます。その後すぐに塩素の測定も行う事も可能です。
この装置は、1 回の測定サイクルで 4 元素すべての測定
ができる、初めての装置です。装置を変換する必要は全く
ありません。

硫黄測定には、高感度紫外蛍光検出器または、マイクロクー
ロメトリー検出器が使用できます。 窒素は、化学発光検出
器で検出します。メンテナンスフリーの NDIR 検出器は炭
素測定に使用します。 塩素 , TOX / AOX , EOX は、クーロメ
トリーを使用します。 これらの検出器で ppb から wt-% ま
での広い濃度範囲をカバーします。

塩素分析を簡単に
塩素の測定は、クーロメーターの安定性に左右されます。 
測定のミスを防ぐために multi EA 5000 は、電気的に安定
化した冷却マイクロクーロメトリーセルを使用しています。
ソフトウェアの自動コンディショニング機能は、測定開始前
のドリフトモニターとオートゼロを行い、安定性と感度を保
証します。この機能により、塩素分析はルーチン分析でも
ppb レベルが簡単に検出できるようになりました。 

環境パラメーターの簡単自動分析
multi EA 5000 は AOX / TOX, EOX または EC / OC, TOC の
様な環境パラメーターの分析にも利用できます。自在なマ
ルチマトリックスサンプラーは、カラム法、バッチ法両方の 
EOX と AOX / TOX 測定の自動測定に使用できます。TOC
測定では、同じサンプラーを使用してサンプルを燃焼管に
直接注入します。

https://www.analytik-jena.de/en/analytical-instrumentation/products/elemental-analysis-cnscl/micro-elemental-analysis/multi-ear-5000.html?utm_source=br_multiEA5000_en&utm_medium=PDF&utm_campaign=multiEA5000
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multi EA 5000 – 高圧下でも最高機能でのオペレーション
天然ガスや較正用混合ガスだけでなく、LPG の様なガスの
自動分析に、非常に精度と感度の良い革新的な試料導入
システムを使用して行います。サンプル容量の選択の自
由度は、分析プロセスを短縮するだけでなく、一つの標準
ガスで広い濃度範囲の較正を可能とします。

高感度ガス分析
ガスと LPG サンプル用の特別なモジュールを用意してい
ます。サンプルに合わせて最適化できます。このモジュー
ルは、非常に容易な操作と安全性の高いガスハンドリング
技術を統合しました。

利点
 ■ サンプルコンテナーの簡単で安全な接続技術
 ■ 全自動のモジュールコントロール
 ■ 注入システムの自動洗浄とクリーニング
 ■ メモリーの影響を除去するパーマパージテクノロ

ジー 
 ■ 100mL までの大容量サンプルに対応
 ■ 微量域の測定において他に類の無い高感度

利点
 ■ サンプルコンテナーのシンプルで安全な接続シス

テム
 ■ 非常に高い安全基準を満たしたシステム 
 ■ 加圧用のガスは不要 , 測定コストを縮小
 ■ ペルチェ冷却で精確なサンプル導入を実現
 ■ 50 μ L までの大容量と可変サンプリング
 ■ 加熱気化チャンバーでサンプルを完全に気化
 ■ パーマパージ技術でメモリーを除去 
 ■ 微量域の測定において高感度の LPG 測定

低圧での液化ガス (LPG) 分析
液化ガスの導入には、ペルチェ冷却システムが特長であ
る特別な導入バルブを取り付けた LPG モジュールを使用
します。これは、早すぎるサンプルの拡散や気泡の発生を
効果的に防止します。 精確で正しい測定は、日常的な測
定の基本です。  
その他の利点としては、従来の LPG システムに比べてサ
ンプル測定に必要な初期圧力が、明らかに低くなった事で
す。ガスを注入してサンプルコンテナー内の圧力を上昇さ
せる必要はありません。測定を効率的にし、汚染の原因も
無くしました。

サンプル導入後、液化ガスは加熱チャンバー内で気化しま
す。この方法は、揮発性の低い成分も完全にガス状態に
する事を保証します。
メモリー効果はもう起こりません。サンプルは、パーマパー
ジと呼ばれている連続的に流れるパージガスのサポート
で、燃焼システムへ送られます。

https://www.analytik-jena.de/en/analytical-instrumentation/products/elemental-analysis-cnscl/micro-elemental-analysis/multi-ear-5000.html?utm_source=br_multiEA5000_en&utm_medium=PDF&utm_campaign=multiEA5000
https://www.analytik-jena.de/en/analytical-instrumentation/products/elemental-analysis-cnscl/micro-elemental-analysis/multi-ear-5000.html?utm_source=br_multiEA5000_en&utm_medium=PDF&utm_campaign=multiEA5000
https://www.analytik-jena.de/en/analytical-instrumentation/products/elemental-analysis-cnscl/micro-elemental-analysis/multi-ear-5000.html?utm_source=br_multiEA5000_en&utm_medium=PDF&utm_campaign=multiEA5000
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特長
 ■ 直感的でわかりやすいユーザーガイダンス
 ■ 全システムパラメーターの自動調整とモニター 
 ■ 明確な状態のレポート
 ■ 標準のアプリケーションのためのメソッドライブラ
リー

 ■ ASTM に準拠したメソッドライブラリーも搭載

誰でも専門的な知識がなくても ... 　　　  
高性能の装置を使いこなすことができる
ユーザーフレンドリーな概念、および簡単な操作によって、高性能分析装置のア
プリケーションは非常に容易になりました。

multi EA 5000 の直感的でわかりやすいユーザーガイドと
数多くの機能は、いつでも分析者をサポートします。 イン
テリジェントな管理機能のおかげで、メンテナンスとシス
テムケアは、これまでより簡単・迅速になりました。 multi 
EA 5000 は、様々なアプリケーションに対応した装置であ
るだけでなく、通常のルーチン分析にも最適な装置です。 

直感的なユーザーガイダンス – 優れた元素分析装置
最新の multiWin ソフトウェアは、ルーチン分析用の標準
的なメソッド、ASTM に準拠したメソッド、数種類のアプリ
ケーション用のメソッドがインストールされています。 

multiWin ソフトウェアはシステムのスタートからその日の
測定が終了し、システムの電源を切るまで、分析者をサポー
トします。ソフトウェアは分析者のアシスタントとコンサル
タントです。専門の知識が無くても簡単に測定する事がで
きます。

ソフトウェアは、システムの重要なパラメーターを監視し、
調整します。ソフトウェアは直ちにシステム構成のエラー
を指摘し、不適切なパラメーター入力を検出し、最初から
使用できない結果がでない様にします。 システムの機能
と測定の質をチェックし、それぞれの結果をレポートに示し
ます。 

セルフチェックシステム (SCS)
セルフチェックシステムは、multi EA 5000 の円滑な完全
自動分析を保証します。機器およびその操作のセキュリ
ティだけでなく、結果に影響するすべての関連したパラメー
ターをチェックし、監視します。 

FAST コネクションテクニック
革新的なチューブ接続テクニックは分析システムにガス
リークがないことを保証します。ガスリークを探すために
時間を費やす事や、不正確な結果を手にする事はありませ
ん。設置時に燃焼管は、ファーネスに差し込むだけで、固
定は、 multi EA 5000 自身が行います。ツールは必要あり
ません。システムのガス接続は、柔軟性のある耐熱の素
材で迅速に接続できます。

オートプロテクション
分析システム全体を保護する粒子フィルターは、操作の安
全性を高め、メンテナンスを最小限にしました。分析シス
テムのすべてのコンポーネントを損傷と汚染から効果的に
保護します。

https://www.analytik-jena.de/jp/analytical-instrumentation/products/elemental-analysis-cnscl/micro-elemental-analysis/multi-ear-5000.html?utm_source=br_multiEA5000_de&utm_medium=PDF&utm_campaign=multiEA5000
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今までとは違う ... 
分析を行う
可変性と柔軟性で multi EA 5000 は分析に合わせた元素分析装置と精確な
結果を提供します。
多くの中の 1 台 – あなたの為の１台。それが multi EA 5000 です。

石油化学工業 
 ■ 芳香族や脂肪族の炭化水素、潤滑油、 トランスミッ

ションオイル、 トランスファーオイル、 ブレーキオ
イル、作動油等

鉱油 , 天然ガス生産や精製所
 ■ 鉱油、 天然ガス、 燃料留分、 蒸留残渣、 燃料添加

剤、 バイオディーゼル、 バイオエタノール等

化学工業 
 ■ ワックス、 脂肪酸、 染料、 炭化水素、アルコール、

アルデヒド、ケントンなどの有機溶媒

高分子化学工業
 ■ ブタン、プロパンなどの原料と PP, PE, PC 等の添

加剤と誘導体、天然ゴム

医薬品 
 ■ ホワイトオイル、 ワセリン、 ワックス、 パラフィン、 

活性炭、 アルコールやその他有機成分

食品工業 
 ■ アルコール、 脂肪、 オイル、 ワックスその他

環境分析 
 ■ 表層水、冷却水、排水中の TOC, TOX / AOX / EOX 
 ■ 土壌、下水汚泥、低質中の TOX / AOX / EOX  
 ■ 環境監視のためのディーゼル排気ガス微粒子中

の EC / OC

発電所
 ■ 石炭、石油、天然ガス等の燃料、木材、わら等

由来の燃料など 
 ■ 冷却水中の TOC, TOX / AOX 

材料分析 / 品質管理
 ■ 石油化学工業用の N, S, Cl 標準物質など 
 ■ 溶媒の純度試験等

あなたの multi EA 5000 で、化学構造、サンプルの成分、
酸化の性質、沸点または物質の種類を問わず、あらゆる液
体サンプルを分析できます。

ワックス、ポリマー、木材や石炭の様な固体であっても、
特許のフレームセンサーテクノロジーでマトリックスに合わ
せて最適化した分解を行います。事前に サンプルの燃焼
特徴を知ることや時間がかかるメソッドの設定やプロセス
パラメータの最適化は、過去の事となりました。

https://www.analytik-jena.de/jp/analytical-instrumentation/products/elemental-analysis-cnscl/micro-elemental-analysis/multi-ear-5000.html?utm_source=br_multiEA5000_de&utm_medium=PDF&utm_campaign=multiEA5000
https://www.analytik-jena.de/jp/analytical-instrumentation/products/elemental-analysis-cnscl/micro-elemental-analysis/multi-ear-5000.html?utm_source=br_multiEA5000_de&utm_medium=PDF&utm_campaign=multiEA5000


Pictures: Analytik Jena AG
Subjects to changes in design and scope of delivery as well as further technical development!

仕様

窒素分析 硫黄分析

検出法 化学発光（CLD) 紫外蛍光（UVFD)
電量滴定（Coul.)

測定範囲
上限

検出限界（DL)

10,000ｍg/L

30µg/L

10,000ｍg/L(UVFD)
40,000mg/L(Coul.)

5µg/L
600µg/L

最大サンプル量

100µL（液体）
100ｍL（気体）
100mg（固体）

50µL（LPG)

100µL（液体）
100ｍL（気体）
100mg（固体）

50µL（LPG)

測定時間 垂直：　3- 5分
水平：　8-10分

垂直：　3- 5分
水平：　8-10分

ファーネス温度 最高　1,100℃ 最高　1,100℃

ガス アルゴン　99.996％　　酸素　99.995％

電源 100-240V　50/60Hz,　最大16A

寸法（幅×高さ×奥行）
装置本体（垂直モード）；　513×464×551mm

装置本体（水平モード、ボートドライブを含む）　1073×464×551ｍｍ
検出器のみ；　296×464×492ｍｍ

炭素分析 塩素分析

検出法 非分散赤外（NDIR) 電量滴定（Coul.)

測定範囲
上限

検出限界（DL)

100ｗt％

100µg/L

10,000ｍg/L

50µg/L

最大サンプル量

100µL（液体）
100ｍL（気体）
100mg（固体）

50µL（LPG)

100µL（液体）
100ｍL（気体）
100mg（固体）

50µL（LPG)

測定時間 垂直：　3- 5分
水平：　8-10分

垂直：　5-10分
水平：　8-12分

ファーネス温度 最高　1,100℃ 最高　1,100℃

ガス アルゴン　99.996％　　酸素　99.995％

電源 100-240V　50/60Hz,　最大16A

寸法（幅×高さ×奥行）
装置本体（垂直モード）；　513×464×551mm

装置本体（水平モード、ボートドライブを含む）；　1073×464×551ｍｍ
検出器のみ；　296×464×492ｍｍ
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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

https://www.analytik-jena.de/en.html?utm_source=br_ZEEnitseries_en&utm_campaign=AnalytikJena&utm_medium=PDF
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