
Short Path Thermal Desorption Model 
TD‐4J Auto Sampler Type    &   TD‐4J Manual Type

TD-4J
特徴

●ダイレクトインジェクション加熱脱着システム
●コンタミ ・ 吸着なしのシンプル構造
●すべての GCｲﾝｼﾞｪｸｼｮﾝﾎﾟｰﾄにワンタッチ脱着！
●液体 ・ 固体 ・ 気体あらゆるサンプルに対応！
●メンテナンスのしやすい構造

液体サンプルはバブリングして
樹脂に吸着！

固体サンプルはそのままGLT 管に！

GC 前処理　加熱脱着装置

GC前処理
加熱脱着装置　TD-4J

TD‐4J 
Manual Type

TD‐4J 
Auto Sampler Type

￥2,700,000～

気体サンプルはサンプリングポンプで
GLT 管に吸着・濃縮！ 大気中の揮発性物質…

プラスチック、農薬、ゴム… 塗料、飲料水…

LCO2(-70℃Max）

LCO2(-70℃Max）
( 税別 )

( 税別 )

内訳 【本体、 クライオトラップ、 7890 インストールキット、 配管、 転倒防止具】

内訳 【本体、 クライオトラップ、 7890 インストールキット、 配管、 転倒防止具、 コネクションチューブ、
ニードル、 ニードルパッキン各 5 個、 TenaxTA 充填 GLT 管 2 本、 GLT 空管 3 本】
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Theory of Operation
TD-4J は あらゆる GCのインジェクション
ポート上に設置でき、揮発性、半揮発性
サンプルをGCｲﾝｼﾞｪｸｼｮﾝﾎﾟｰﾄからカラムへ
直接デソープできます。サンプルによって
汚染されやすい導入流路を最短にすること
により、サンプルを最適な状態（最大感度
を持つ状態）でGCに送ることができる為
これまでのデソープションシステムよりも
優れています。

■新構造の加熱脱着システム

・ダイレクトインジェクション加熱脱着システム
・メモリーがなく、トランスファーラインによる
   サンプルのコンタミを避ける構造
・サンプルからGCまでがショートパス
・面倒な溶媒抽出から解放される
・GCｲﾝｼﾞｪｸｼｮﾝﾎﾟｰﾄの上に据え付けられ、簡単に
   取り外しできる
・マイクロプロセッサー制御
・20℃から 350℃までの一定温度または 40℃/min
   までの昇温ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑでｻﾝﾌﾟﾙのﾃﾞｿｰﾌﾟが可能
・1秒から 100 分までのﾃﾞｿｰﾌﾟﾀｲﾑの自動ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ制御
・自動でのﾃﾞｿｰﾌﾟｻｲｸﾙと GCのﾘﾓｰﾄｽﾀｰﾄ
・ｶﾞﾗｽﾗｲﾆﾝｸﾞSUSｻﾝﾌﾟﾙﾁｭｰﾌﾞ(GLT) はｻﾝﾌﾟﾙにイナート
  であり、取扱いが簡単！

■TD-4J のメリット

Short Path 
Thermal Desorption Mechanism

TD-4J　Auto Sanpler Type

TD-4J

Control
Unit

TD-4J　Manual Type

●あらゆるサンプルに！

シンプル構造の加熱脱着！



●Micro Cryo Trap の構造

Direct Thermal
Exrtaction
Applications

Parge and Trap
Applications

固体サンプル測定 液体サンプル測定

●あらゆるサンプル形態に対応
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気体サンプル測定

■サンプリングポンプ

GLT 管に TenaxTA 60/80mesh
100mg充填の条件で、250ml/min
まで吸引可能です。
積算流量計付、タイマー内臓
乾電池 /AC アダプター
GLT 管ｺﾈｸﾀｰ、ｼﾘｺﾝﾁｭｰﾌﾞ付

■パージ&トラップ
　システム

気体サンプルは、サンプリングポンプを用いて
一定流量・一定時間吸引し、吸着剤を充填した
GLT 管にサンプルガスを吸着させて分析します

液体サンプルは、パージ&トラップを用いて
サンプルをバブリングし、樹脂に吸着させて
熱抽出します

固体サンプルをそのままGLT 管の中へ入れて
直接熱抽出できます

Desorption Tube for Direct Thermal Extraction

石英ウール石英ウール 吸着剤

石英ウール 固体試料

●GLT 管
ガラスライニング SUS デソープションチューブ

●エージング装置

・ガラスと同様の洗浄にて、半永久的に再利用できます
・GLT 管は内径 4.0ｍｍ外径 1/4” 長さ 100 ㎜
   GLT 管に入るサイズであれば、直接加熱抽出できます
・GLT 管はガラスライニングされているため、保存中、加熱脱着の際にも
   サンプルが汚染されません

■アプリケーション (PCcomputer 内のガス )■アプリケーション (Water)

■アプリケーション (Aspirin)

（食品ラップ）

・350℃までの任意温度設定が可能
・６本まで同時にエージングできます
・ヘリウムストップバルブを内臓
・ ﾍﾘｳﾑ流量は 6本同時ｴｰｼﾞﾝｸﾞの際、1本あたり 30ml/min まで設定可能
・外径 1/4” または 6mm長さ 150mmまでのｻﾝﾌﾟﾙﾁｭｰﾌﾞが使用できます
・温度精度 350℃±1.5℃以内
・タイマー付属によりヒーターを遮断

GLT 管（Tenax TA 等充填済）を、ヘリウムガスを流しながら
エージングするための TD-4J 専用装置です

仕様
分布精度：３５０℃にて中央と両端との温度差は
　　　　　0.2℃以内
流量変動：室温で設定したHe流量は、350℃に
　　　　　加熱した際にも変化しない
寸法：加熱部　　　W190 ㎜　D190 ㎜　H145 ㎜
　　　流量制御部　W150 ㎜　D330 ㎜　H190 ㎜
電源：100V　7.5A
付属品：GLT 管アダプター６個

■エージング装置

■吸着剤を充填したGLT 管と固体試料を入れた空管

●バリエーション豊かなラインナップ

■Auto Sampler、LCO2(-70℃MAX) 仕様

■Auto Sampler、LN2(-180℃MAX) 仕様

■Manual、LCO2(-70℃MAX) 仕様

■Manual、LN2(-180℃MAX) 仕様

用途に応じて リーズナブルに！

（オプション） （オプション）

分析用カラムまたは
不活性化チューブ
ダイレクトヒーター

冷却溶媒出口

クライオトラップ
チャンバー

温度センサー

冷却溶媒入口

内径 1㎜ステンレスパイプ
この中を下から上にカラムを
貫通させてGC注入口に
接続します

・加熱脱着されたサンプルはGC
   オーブン内のカラムヘッドに捕集・
   濃縮されます
・サンプルが完全にﾃﾞｿｰﾌﾟされた時
    設定温度まで瞬時に上昇・揮発、
    目的成分を分離分析します
・冷媒の消費量が少量
・カラムを直接冷却・加熱し効率的

■クライオトラップ

￥3,800,000

￥2,700,000

￥3,000,000

￥310,000( 税抜 )

( 税抜 )

( 税抜 )

( 税抜 )

( 税抜 )
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