
High-Resolution Array ICP-OES
PlasmaQuant PQ 9000
高分解能シーケンシャルICP発光分光分析装置

In
du

ct
iv

el
y 

Co
up

le
d 

Pl
as

m
a 

O
pt

ica
l E

m
iss

io
n 

Sp
ec

tro
m

et
ry



V Shuttle Torch Dual View PlusOptics

High Resolution
HR

High Frequency

2

PlasmaQuant PQ 9000 シリーズの主な特長

 ■  高分解能光学系  
最高の分解能で分析結果に対する絶対の信頼性を提供

 ■  V シャトルトーチ  
快適で高性能なインテリジェンスモジュール

 ■  デュアルビュープラス  
広範囲なサンプル測定に柔軟に対応できるプラズマビュー

 ■  RFジェネレーター 
安定したプラズマ出力により長時間性能を保証

PlasmaQuant PQ 9000 
妥協のないコスト効率の分析

PlasmaQuant PQ 9000 Elite 
革新的なコンパクト設計の高分解能テクノロジー

PlasmaQuant PQ 9000 シリーズ
素晴らしい分析性能を是非ご自身でお確かめください。
革新的なハイエンドテクノロジーをご体感いただけます。
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PlasmaQuant PQ 9000 
妥協しない高感度測定!
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PlasmaQuant PQ 9000 シリーズは、ルーチン分析や非常
に専門性の高いアプリケーションなど現在の分析要件の
ニーズであるシンプルさ、応用性、精度を簡単に実現しま
す！

先進的なトーチ技術とプラズマテクノロジー、ベンチトップ
型装置コンセプト、簡便なソフトウェア、信頼性の高い分
光器設計が新世代の快適な操作性に加え、最高レベルの
精度、柔軟性を確かなものとします。 

PlasmaQuant PQ 9000 シリーズ — 先駆的なテクノロジー 
PlasmaQuant PQ 9000 シリーズの抜群の分析能力は、以
下の４つの部分の特許技術を実現しました。 

 ■ 高分解能光学系 
 ■ V シャトルトーチ
 ■ デュアルビュープラス
 ■ RF ジェネレーター

高分解能光学系がもたらす精度への信頼が、分析結果へ
の極めて高い信頼を実現します。
 
インテリジェント V シャトルトーチは、最良の光学精度と幅
広いマトリックス耐性により、あなたの分析のお手伝いをし
ます。  

デュアルビュープラスプラズマは、従来の ICP 発光分光分
析装置の測定濃度領域を大幅に拡大し、検出限界も改善し
ました。 

あらゆる試料の導入とマトリックスに耐え得るプラズマを
生成する RF ジェネレーターは、試料の前処理を最小限に
抑え、妥協のない再現性を提供します。

幅広いアプリケーションニーズに対応します
ハイエンド分光器開発における当社の経験が活かされています。独自の高分
解アレイテクノロジーにより、アナリティクイエナ社は比類のない性能をもつ
ICP 発光分光分析装置を提供します。
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新しい基準
複合材料中の微量分析では測定する試料によって装置へのニーズが変化し
ます。高マトリックス試料には高いプラズマ性能が必要となります。高感度
の検出限界には独自の分光器設計が求められます !

PlasmaQuant PQ 9000 と PlasmaQuant PQ 9000 Elite は多
様な測定に対して対応できる機能を持っています。革新的
な各コンポーネントは過去の分析上の弱点を克服できるよ
うに設計されており、新基準の分析性能を確立しました。  

PlasmaQuant PQ 9000 – 抜群の汎用性 
揮発性試料や高マトリックス試料の直接分析は微量検出を
向上させますが 、実用的でない場合があります。アナリティ
クイエナ社の最新のプラズマとトーチ技術は、測定が極め
て難しい揮発性有機物、塩水、その他の多くの材料の直接
分析が可能です。高い柔軟性が必要な未知の材料の測定、
あるいはマトリックスが非常に高い試料を連続吸引しなけ
ればならない等、いずれの目的であっても PlasmaQuant 
PQ 9000 をお選びください。直接導入による検出限界の改
善と前処理の短縮は、精度、生産性、使いやすさを向上さ
せました。

PlasmaQuant PQ 9000 Elite – 最高の検出性能 
ICP 発光分光分析装置による先端材料の分析では、高分解
能であることがデータの正確性を保証し、分析操作を容易
にするための重要なポイントとなります。工業製品や研究
開発試料の複雑な成分を考えると、最高レベルの分解能の
みが、最高の精度と検出限界を保証することができます。
スペクトル干渉を取り除き、最も感度の高い発光線をほぼ
すべての試料の測定に使用することができ、超微量検出も
可能となります！

最高水準の高分解能： PlasmaQuant PQ 9000 Elite の比類
ない高分解能は、高マトリックスサンプルの分析に正確性、
簡易性、信頼性をもたらします。
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インテリジェントトーチ
塩水、金属、石油化学製品などの高マトリックス試料は、高マトリックスでも
確実にプラズマを維持できるシンプルで耐久性の高いサンプリングシステ
ムが必要です。 

PlasmaQuant PQ 9000 シリーズは、12 ローラーのペリスタ
リックポンプ、 EasyFit ネブライザー、サイクロンチャンバー
と V シャトルトーチの距離が非常に近くに配置されていま
す。 この配置より、均一なサンプルの導入、高いエアロゾ
ル生成率、洗浄時間の短縮が可能になりました。また、4 チャ
ンネルペリスタリックポンプのスピードモードにより遅延時
間が大幅に短縮できました。 さらに、通常の水溶液の試料
分析と水素化物発生法による分析を同時に行うことも可能
です。

信頼性の高いプラズマ性能
トーチの配置が縦方向の V シャトルトーチは、マトリックス
濃度の高い試料による目詰まりやすすの発生が無く、長時
間にわたり安定したプラズマを維持できます。  垂直なトー
チでは、インジェクターに試料が付着しにくくなり、希釈せ
ずに測定できる試料の幅が広がりました。正確性 (RSD) も
向上し、希釈操作による汚染も防ぐことができます。

使いやすいシャトル設計 
ガス接続が内蔵されたスライド式トーチベース（シャトル）
は、耐熱および耐薬品性の材料で作られているため、様々
な試料に対応します。

分析作業に専念できるように、トーチの取り付けはプラグ
アンドプレイ方式です。トーチの取り扱いを最小限に抑え、
トーチチューブの保守を簡素化しました。 

レールガイドにシャトルを接続するだけで、すべてのガス
接続が終了です。レールガイド上をスライドするだけで、トー
チを測定位置にセットできます。 V シャトルトーチの快適で
安全な取り付け機能と自動調整により、トーチ位置を簡単
かつ確実に設定できます。  

非常に精密な V シャトルトーチの光学系は、優れた再現性
を提供します。また、最新の設計により装置のダウンタイ
ムやメンテナンスコストを低減しました。
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プラグアンドプレイ
片手で簡単に V シャトルトーチ内に 3
つのトーチチューブをしっかりと取り
付けることができます。

チューブの挿入と取り外しは、シャト
ルの上部から 1 つずつ容易に行うこと
ができ、テーパー状のガラスジョイン
トによって自動的に確実に密閉されま
す。

シャトルインターロック 
V シャトルトーチは、アダプターに接
続し、ねじを回して固定するだけ、調
整不要です。V シャトルトーチのアル
ゴンガス接続は、内蔵の真鍮のフラ
ンジにより、チューブを使わずに安全
にガス漏れなくコネクターとガラス部
品を接続します。

自動アライメント
V シャトルトーチをスライドさせてサン
プリングポジションに正確に差し込む
ことができます。様々なアプリケーショ
ンに合わせて簡単に無理なくトーチを
交換できるため、ラボでの作業を簡
素化することができます。
 

V シャトルトーチ — 特長
 ■ シンプルな操作性 
 ■ 高マトリックス試料の導入が可能
 ■ 卓越した分析性能  
 ■ 簡単なメンテナンス、消耗品交換コストの低減 
 ■ 簡単操作で生産性を向上
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測光方向の追加
複雑なマトリックスの試料の分析では、微量成分と主成分で理想的なプラズ
マビュー方向は異なります。そのため、アキシャルまたはラジアルで測光方
向を限定してしまうと、分析性能や柔軟性を低下させてしまいます。

デュアルビュープラスは目的に合わせて測光方向が選択できるため
に、クリーンルーム内の超微量分析から工場内のルーチン分析まで、
様々な分析ニーズに適用できます。 

高分解能 ICP 発光分光分析装置の新しい技術であるデュ
アルビュープラスは、プラズマビューの選択とプラス機能
で発光強度の調整が可能であり、あらゆる元素や含有量に
対して理想的な測光方向を設定できます。 プラス機能の
追加は、アキシャル、ラジアルそれぞれの測定濃度領域
を拡大し、さらに適用性が向上しました。

測定濃度範囲の拡大
分析する波長すべてに対して最適なプラズマビューと観測
位置に迅速に調製できます。1 度の測定で複数のプラズマ
ビューの測定を行うことができるために、分析の柔軟性を
大幅にアップしました。 ppb からパーセント濃度までの様々
な濃度範囲に対して デュアルビュープラスは、2+2 プラズ
マビューから同時に測定を行うすべての元素に対して最適
なプラズマビューを選択できるために、時間のかかる試料
の希釈前処理はほとんど不要となりました。 

アルゴンカウンターガス技術 
干渉の原因となる成分の再結合、温度の低いプラズマの
先端部分での自己吸収、酸素、粒子、熱は、カウンターガ
スにより光学系光路より完全に除去しています。 カウンター
ガスは、ラジアルプラズマでの安定性を低下させたり、ア
キシャルプラズマで分析ゾーンを短くしたりすることはあり
ません。 

デュアルビュープラスによって得られたスペクトルデータ
は、アキシャルビュー、ラジアルビューどちらも従来の ICP
発光分光分析装置より検出能力も高く、安定性に優れてま
す。

分光器のパージバスをカウンターガスとして使用するため
に、 PlasmaQuant PQ 9000 シリーズは、非常に経済的です。 

デュアルビュープラスは、すべてのアプリケーションで優
れた感度を実現しただけでなく、前処理の時間と分析時間
を短縮できるため分析コストの効率化も図れます。
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デュアルビュープラス — 特長
 ■ すべての元素と濃度領域に最適なプラズマビューを提供
 ■ 群を抜く広範囲の測定濃度領域  
 ■ 感度を改善したアルゴンカウンターガス技術 
 ■ すべてのアプリケーションに最高の分析性能 
 ■ 新世代の快適性

ラジアルとラジアルプラス 
PlasmaQuant PQ 9000 シリーズのラ
ジアルビューは、プラズマの一部分
のみを観測します。その為、中程度
の濃度から重量パーセントまでの高濃
度での試料測定に最適です。

ラジアルプラスは、放射光を減衰させ、
高濃度サンプルでのシグナルの飽和
や発光線の自己吸収を回避します。

ラジアルプラスは、ICP-OES の検量線
の直線性の範囲をさらに高濃度にま
で拡張し、高濃度までの測定が可能
になりました。時間のかかるサンプル
調製を大幅に削減し、生産性を高める
ことができました。

アキシャルとアキシャルプラス 
PlasmaQuant PQ 9000 シリーズのア
キシャルビューは、ppm オーダーか
ら ppb まで の 広 範 囲 の 濃 度 領 域 の
測定を可能にしました。アキシャル
ビューでの検出限界は、ppt オーダー
に達し、革新的な ICP 発光分光分析
装置といえます。

アキシャルプラスは、プラズマのすべ
ての分析ゾーンの発光強度を観測し、 
その強度を自動的に減衰させて感度
を調製します。そのため、濃度の高
いサンプルでの希釈やラジアルへの
観測方向の切り替えの設定などの手
間を省くことができます。

元素の含有量が ppm オーダーの分析
に適用できるアキシャルビュープラス
は、マトリックスが多様で常に最高の
データ再現性が求められるルーチン
分析に最適です。
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高分解能光学系
高感度・高分解能であることは、日常的な分析における精度、安定性にとって、
重要な要素です。 複雑なマトリックス、減感干渉、スペクトル干渉に直面し
た場合、最高の分光器のみが最大の感度と卓越したスペクトル分解能を実現
します。

PlasmaQuant PQ 9000 Elite の高分解能光学系は、実試料
の分析においても最高の感度を提供します。原子吸光の
分光器で定評のあるカプセル化したエシェル分光器は、 プ
リズムと回折格子のダブルモノクロメーターと高分解能
CCD 検出器で構成されています。この分光器が、干渉のな
い生産性の高いルーチン分析を提供します。 

非干渉分析 
200nm で 2 pm の分解能の PlasmaQuant PQ 9000 Elite の
スペクトル分解能は、多くの分光干渉をなくすことに成功し
ました。  最も感度の高い波長でほとんどの試料の分析を
行うことができるため、常に最高の検出限界を得ることが
でき、その検出限界は ppt レベルに達します !

高い生産性 
PlasmaQuant PQ 9000 シリーズの最新の高分解能 CCD 検
出器は、量子効率が高く、6 桁のダイナミックレンジ、同時
バックグラウンド補正、UV 領域の感度の向上、検出限界を
向上するシグナル積算モード、複数波長の同時測定、波長
スキャン機能など多くの特長があります。
 
ネオン補正により、 0.4 pm 未満の卓越した波長精度を実現
しました。ネオン補正により分光器の恒温と頻繁な波長校
正は不要となりました。

光学部品に施した画期的なコーティングは、光散乱による
損失を無くし、160 から 900 nm の波長範囲の 43,000 以
上の発光線全体の感度を改善しました。

高分解能光学系 — 特長
 ■ 広範囲の波長に柔軟に対応 
 ■ 高い精度の非干渉分析 
 ■ 実試料においても最高の検出限界を提供わずか数ピコメーターしか離れていないカドミウムとヒ素も完全に分

離できます。

最高品質の光学部品をコンパクトに組み合わせたPlasmaQuant PQ 
9000 Eliteは、最高の分解能を実現しました。



10
6 

 Co
un

ts

1

3

5

0 10
Zeit/h

5

 Überzeugende Plasmastabilität dank leistungs- 
       starkem High-Frequency Generator: 
       Li 670 nm (   ), Mn 257 nm (   ), Al 396 nm (   )

 Long-term plasma stability for any line due 
       to High-Frequency Generator: Li 670 nm (   ),
       Mn 257 nm (   ), Al 396 nm (   )

10
6 

 Co
un

ts

1

3

5

0 10 
Time/h

5

1

High Frequency

11

最新の RF ジェネレーターは、試料導入量やマトリックスの
変化に対して、他の追従を許さないプラズマ性能を提供し
ます。 対応するアプリケーションの拡大に加えマトリックス
存在下での検出限界も改善し、サンプルの前処置も低減
され、精度と生産性が向上しました。 

安定した直接分析 
40 MHz フリーランニングのパワーチューブジェネレーター
は、4 重の誘導コイルを使用することで、効率よく700 か
ら 1700W の出力をプラズマに伝達します。 
いままでの装置ではプラズマの維持が困難であったブライ
ン、高濃度金属、揮発性有機物などの工業用ルーチン分
析に必要な高出力設定が可能となりました。  

試料がプラズマに導入されると速やかに RF ジェネレー
ターは出力を調整し、プラズマの状態を一定に保ちます。
この調整機能で、すべての元素の信号強度を長時間安定
させることができます。一般的なマトリックス試料を測定し
た際の強度 RSD 値は 1％以内であり、一日を通じで出力の
ドリフトはほとんどありません。ICP 発光分光分析装置によ
る作業精度を確実に向上します。
 
新設計の RF ジェネレーターは、優れたシグナル対ノイズ
レベルと感度の向上を実現しました。先進的な分析能力と
高い操作性を提供します。

コスト効率のよい分析 
ウォームアップ時間の短縮と迅速なトーチメンテナンス性
は、測定の柔軟性を高め、妥協のない精度とランニングコ
ストと共に、ICP 発光分光分析装置の操作を簡単にしまし
た。 PlasmaQuant PQ 9000 シリーズのウォームアップの速
さは、真の時間節約となり生産性を向上しました！

プラズマの安定性
ICP 発光分光分析による高濃度試料中の微量分析には、急速に変化する試
料の種類、導入量およびマトリックスに対応できるプラズマが必要です。

RF ジェネレーター — 特長
 ■ 高マトリックスのアプリケーションに対応
 ■ 1 つのメソッドで多くのサンプルに対応できる   

 柔軟性
 ■ 高精度のスーチン分析
 ■ 生産性の向上 

時間安定性: Li 670 nm (   ), Mn 257 nm (   ), Al 396 nm (   )
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高分解能かつ高感度 
PlasmaQuant PQ 9000 Elite の高分解能光学系は、微小な
ピークの検出を可能としました。これまでは測定が不可能
だった高マトリック試料での高精度な測定を保証します。最
良の検出限界を使いやすさと共に提供します。 

使いやすさの追求
ドイツ製の分光器技術はサンプルに柔軟に対応し、優れた
ソフトウェアソリューションは、快適な操作を提供します。
先端材料分析、品質管理、研究分野などの測定で目的元
素のピークを確実に検出します。

マーケットのリーダー 
アナリティクイエナ社の高分解能発光分光分析装置の最新
の技術が、信頼できる測定結果を約束します。

PlasmaQuant PQ 9000 Elite の分解能と感度はトップクラス
です !

PlasmaQuant PQ 9000 Elite 

高分解能で近接線の干渉がほとんどない為、多くの試料で最も感度
の良い発光線を使用できます !
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PlasmaQuant PQ 9000

幅広い適用性 
幅広いアプリケーションへの適用性とシンプルさ、そして
コスト効果を重要視した PlasmaQuant PQ 9000 は、他の
ICP 発光分光分析装置とは全く違います。より良いものを
必要としている方々のための一台です !

マトリックスへの対応 
最新設計の RFジェネレーターはどのようなマトリックスの
サンプルにも対応します。環境、高分子材料、地質学試料
などのルーチン測定の安定性が向上しました。試料の取り
扱いが容易になっただけでなく、ウォームアップ時間も短
縮しました。 PlasmaQuant PQ 9000 はルーチン分析を容
易にし、生産性を向上します。

より使いやすく 
土壌や石油化学製品、電池や塩水などの高マトリックス試
料でも、垂直配置の V シャトルトーチのプラズマは長時間
安定した測定が可能です。トーチは、チューブやガスの接
続や手動でのトーチ調製が不要です。簡単なプラグアンド
プレイ操作のみですので、メンテナンス作業が容易です。

測定濃度範囲の拡大 
農産物や食品試料で不可欠な主成分と微量成分の 1 シー
ケンス測定が、2＋2 のデュアルビュープラズマにより可能
です。試料の前処理や繰り返しの測定を減らす、ppb から
パーセントオーダーまでの測定濃度範囲をカバーした 2＋2
デュアルビュープラズマは、優れた操作性に利便性を付け
加えています。

PlasmaQuant PQ 9000 のアルゴンカウンターガス技術は、
160 から 900nm の範囲の 43,000 本以上の発光線で卓越
した感度を保証します。 200 nm で 6pm のスペクトル分解
能は、一般的な ICP 発光分光分析でのアプリケーションに
必要な要求を満たしています。

PlasmaQuant PQ 9000 は受託分析や品質管理における信
頼性と、各種規格・規制の対象となる産業での測定に最高
水準の結果を提供します !
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ASpect PQ ソフトウェアは、PlasmaQuant PQ 9000 シリーズ
装置本体とそのアクセサリーの操作とモニター、レポートの
作成を行います。  ソフトウェアは、高度な分析のためのカ
スタマイズされた分析のための最高のオペレーターの柔軟
性と、操作および変更が容易なプリセットメソッドテンプレー
トの利便性の両方を提供します。

クリックするだけで簡単に開始 
試料測定の開始は簡単です。ソフトウェアはわかりやすいレ
イアウトで、メソッドを簡単に作成することができます。測
定したい元素やマトリックス、波長をクリックするだけで、あ
らかじめインストールされているメソッドパラメーターを自
動的読み込み、すぐに測定を開始することができます。 

BEC 値、干渉、標準溶液のデータ、補正モデル、サンプル
ID などの測定にかかわる情報を操作をアシストする対話式
のソフトウェアにより、初めての測定でも正確な結果を得る
ことができます。 

クレバーな報告書ツール
保存した検量線データを使用する未知試料のスクリーニン
グ測定、元素や酸化物の含有量換算など、実用的なレポー
トツールが使用できます。 高度なユーザー管理機能 LIMS
と FDA モジュールは、PlasmaQuant PQ 9000 シリーズの適
用性を強化します。 様々な規格および 21 CFR Part 11 へ
準拠しています。

 

セルフチェックシステム
トーチを保護するためのネブライザー流量やプラズマの安
定性を含めた、装置全体のパラメーターをリアルタイムで
監視しています。自動アラート、緊急停止、オンラインヘ
ルプ機能で安全な操作、メンテナンスコストの削減を実現
しました。  

自動ベースライン補正 (ABC)
最適化、解析、再計算のツールの中で、自動ベースライン
補正（Automatic Baseline Correction=ABC）は今までにない
機能です。ABC は、自動で精確なバックグラウンド補正を
行い、よりよい検出限界をもたらします。使いやすく、また
データ解析の時間を大幅に短縮しました。煩雑な補正ポイ
ントの設定は、不要です。ベースライン補正は、ABC で簡単・
確実になりました !

ソフトウェア ソリューション
ソフトウェアすべての試料、すべての分析者の要求を満たす必要があります。
様々なアプリケーション分野への対応しなければなりません。 
何よりもシンプルで使いやすいものであるべきです。

自動ベースライン補正は、どのようなスペクトルでも最適なベースライ
ンを設定できる新時代のデータ解析ツールです。
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最も強力な修正ツールであるCSIは、干渉除去の新基準を提案します。

スペクトル干渉を精確に補正
発光線や干渉する近接線が多い、複雑なマトリックス試料
の分析に便利なツールです。CSIソフトウェアツールは複雑
なマトリックス試料のスペクトル干渉補正のためのツールで
す。 

CSI は最小二乗アルゴリズムを使用し、1 つまたは複数の補
正スペクトルをリアルタイムまたは再解析時に差し引くこと
ができます。精度、検出限界も向上します。CSI は干渉補
正の最もパワフルな補正ツールと言えます。分析の生産性
も向上します。 

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 で特許のイオン光
学系により超高感度 ロバストなプラズマ性能
で従来の半分のアルゴン消費量.

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、デュアルビュープラス測光で測定濃
度範囲を拡大

質量分析

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 



型式 PlasmaQuant PQ 9000 PlasmaQuant PQ 9000 Elite

光学系部

測定範囲 160 ～ 900nm

測光方向 アキシャル　および　ラジアル測光

分光器 エシェルダブルモノクロメーター

検出器 リニアアレイCCD検出器

分解能 0.006nm (200nm) 0.002nm (200nm)

真空紫外域 アルゴンパージ方式

電源部
周波数 40.68 Hz

高周波出力 最大 1.7 kW

回路 オールソリッドステート
データ処理 / 制御部 OS コンピュータ（Windows* 7 以上）制御
寸法 (W×H×D) 990 × 940 × 855 mm

重量 170 Kg

電源 単相　230V ± 10%　50/60Hz 　32A 　4600VA
供給ガス アルゴン　純度　99.996％以上　：　圧力　0.4-0.6MPa
排気ダクト 3.5 ～ 5.5m3/min
動作温度 15 ～ 35℃ 　(最適条件： 20～25 ℃ 1時間あたりの変動が2℃以内）
湿度 90% 以下 （＠ + 30 ℃）

＊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
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Pictures: Analytik Jena AG, p. 8: iStockphoto®/sdlgzps, iStockphoto®/SunDevilStormin
Subjects to changes in design and scope of delivery as well as further technical development!

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.co.jp
URL  https://www.analytik-jena.de/jp


