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RI 101, 102 and 10

Refractive index detectors Shodex
ワークステーションソフトウェア
Differential refractive index detectors are widely used as general-purpose detectors. How
problem with these detectors is the rather complicated start-up operations when compa
other general-purpose detectors. This is impact due to the limitation imposed by the d
インターフェイスボード
principle by which changes in the refractive index of the eluent containing the sample are d
units were also difficult to validate. The Shodex RI-101, our latest detector,
PC、UV8220付 Previous
a number of improvements for shortening the time for stabilization. By using a micro-proce

capable of automatic start-up from eluent replacement to checking the base-line stabilizat
new concept detector, Shodex RI-101, is a differential refractive index detector for use
performance liquid chromatography. For the use with downsizing GPC columns, RI-104
because of its small flow cell volume. For semi-preparative applications, RI-102 is t
detectors.
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UV検出器 UV7750
送液ポンプ
PU7710
式
電磁弁開閉時間制御方式
複数ポンプ流量制御方式

方
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新品
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\520,000 \728,000
Dionex

セミミクロ用 RI-104

特価発売中

ジーエルサイエンス ジーエルサイエンス Waters
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新品

装置コントロールソフト
データ解析ソフト組込
PC付

特価発売中
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イオンクロマトグラフ
ICA-200

LC-6AD 分取ポンプ
DGU-20A3 デガッサー
SIL-10AP オートサンプラー分取仕様
SPD-10AV 検出器
・アセトニトリル / 水 =20/80
FRC-10A
フラクションコレクター
・室温を 20 ℃、カラムオーブン
60 ℃で測定
SCL-10Avp
LCsolution 1式

ラジエント〉

Shodex RI検出器

NEW

Dionex

低圧グラジェントポンプ 電気化学検出器
GP-50
ED-50
オプション

NEW

Features 定価：115万
1年メーカー保証付き

\540,000

1) Exceptional ease - of - use:
(a) Equipped with color liquid crystal display, the detector allows the chromatographer to easily see opera
conditions and base line trends at a glance.
(b) With the automatic start-up function, complicated operations from the replacement of the eluent in the refe
to checking of the base-line stabilization can be made automatically.
(c) Easy validation and calibration of the unit assisted by the HELP function.

NEW

Waters

2) Superior stability:

UV検出器 2487

蛍光検出器 2475

\380,000

\450,000

3) Safety measures:
As the detector is equipped with a leak sensor, the pump can be set to stop automatically in case of solvent
4) Various automated functions:
The detector is fitted with external input and output terminals as well as RS232C communication ports, pe
advanced automation by linking the detector with various HPLC systems, enabling advanced automation by
the detector with various chromatographs.

Dionex

NEW

電気伝導度検出器
CD-20

Dionex
オートサンプラー
AS-50

・サンプルループ（最大 2 mL まで注入可能）
・２液洗浄キット
・サンプルラック
1.5 mL × 105 本（標準）
1 mL × 175 本
4 mL × 50 本
96 Well Plate × 2 枚
384 Well Plate × 2 枚

\320,000
日立

NEW

低圧グラジェントポンプ
L-2130

\350,000 \280,000

日立

NEW

By optimizing the method of temperature control, the time for stabilization after the power has been turned on
shortened and superior base-line stability has been achieved.

NEW

\380,000

NEW

UV-VIS検出器
L-2420
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\360,000

チラシ以外にも多数の商品をご用意しております！

\280,000

ＬＣＳの中古装置は３か月保証付き！（一部商品を除きます）

エルシーサイエンス 最新中古機器リスト

http://lc-s.co.jp/usedlist.htm

ホームページは

ＬＣＳ中古分析機器 検索

★本チラシの価格は全て税別です。
★各商品とも、売約済みの際はご容赦下さい。

