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YL，s HPLCは、卓越したコストパフォーマンスを提供する為に開発されました。
たゆまない研究と開発により、最高の性能と品質のシステムをご提供します。

デザイン重視の設計ながら、妥協のない品質を考えたYL9100HPL⊂。

20年以上の経験と開発の下に、自信を持って、HPL⊂の新しい世代の機種として推奨いたします。

施砿伽離相承鋸鰍

ii

研究室の古いHPLCを買い換える際、YL9100は、

より少ない予算で可能となります。

想定する価格で、十分な性能と機能を備えた、

優れたデザインの最新型HPLCが手に入ります。
WindowsOSを使用することによって分析者に

大きく貢献できる環境が整っています。

，，
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分析者は、ベースラインノイズやドリフ

トのない安定した状態を待つ為に、多

くの時間を浪費しています。

YL9100は、分析時間を短縮する為に非

常に安定したベースラインを提供します。

YL9100は、自動圧力補正により、ポン

プでの逆流を最小限に抑えることで

非常に精度の良しヽ送液を可能としま

した。
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YL9100の多くの革新的な特徴の1つは、密閉された光学構造です。

微小な嘆や、有害なガスによる光学系への悪影響を遮断することにより、

高感度分析を可能としています。

さらに、Seya－Namioka MonoChrometerと新型グレー

ティングの採用により、全波長域において光の強度を高

め、高感度分析を確実に行うことができます。

信頼性は、現代のHPL〔に求められている基本性能です。そして、YL9100は、その要求に完壁にお答えいたします。
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YL9101のバキュームデガッサーは、溶存酸素を完全に取り除きます。

また、完全に溶媒ボトルを収納できよるように工夫されたトレイは、利便性に優れ

ています。

自動洗浄機構は、ポンプシールの寿命を延ばします。
YL9130カラムオーブンは、ベルチェ冷却を採用し、40⊂から900⊂までの幅広

い温度コントロールをします。優れた温度コントロールにより、リテンションタイ

ムの再現性と信頼されるデータ収集を確実なものにします。また、カラム温度コ

ントロールは、分離性能向上と分析時間の短縮のために有効です。
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冊直木骨柁「沌臓⊂鯨掩［群憬≡

分析用カラム：内径4mmから7．6mm

溶離液の流速：lml／minから2．7mI／min

分取方法　：分析時間（RT）から必要なピークの前後の時

間を入力するだけです。

検出器セルホルダーの直後に電磁弁が設置さ

れているため遅延時間を考える必要がありま

せん。

分取した試料は、この電磁弁直後のサンプル

瓶に回収されます。

電磁弁が2個まで設置できますので、1分析中

の2成分まで、自動で分取できます。

4　YL9100／YL9300HPL（

YL－9120〕∨／VIS検出器

分取サンプルが1成分の場合は、電磁弁、受器はそれぞれ1個です。
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＠SoIventDeliveryPump
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JYL9110QuaternaryPump

・Operatingp「lnCIPIe：

Paralleldual－PIungerpump，

Low－PreSSuregradient

・NumberofSoIvent：uPtO4soIvents

Gradientformation：4－ChanneLmixlngVaIve

CompositionPrecision：＜0．1％

CompositionAccuracy：＜0．5％

■YL9112lsocraticPump LYL9111BinaryPump

NomixlngValve

OperatingpnncIPle：Para‖elduaE－Plungerpump

EasilyupgradedtoYL9110Quatemarypump

OperatingpnncIPle：

DoubIeParalleldual－PIungerpump，

High－PreSSuregradient

NumberofSoIvents：2

PumpSpecificationinCommon
・圧力補正：Automati⊂

・流量範囲：－Analytkal：0．001－10ml／min

－Sem卜PreP：0．01－50ml／min

・流量精度：≦±l％atlml／min

・流量再現性：0．1％RSDatlml／min

・最高圧力：

－Ana仰Cal：6000psi

＞Operatingrange：0－6000psiupto5ml／min

＞Operatlngrange：0－3000psiat5－10mL／min

ーSem卜PreP：3500psi

＞Operatingrange：0－3500psiupto35mI／mIn

＞Operatingrange：0－2500psiat35－50mVmin

Semi－autOmatiCPrIme／PUrge

Safety＆maintenan〔e：Leakdete〔tion，DiagnoStl〔5．Errordete〔tion

＠TPControIModuleforYL9100SeriesPump（Stand－alonetype））

このポンプキーコントローラは、プロセス使用のため、あるいはポンプ単体で使用するための

ものです。すべてのポンプ機能制御と各ファクターの設定と表示ができます。

Function

・MethodProgrammlng

・SoIventMixingRate

・Prime／Purge

●Flow〔alibration

●MaintenanCe〔ontrol

●PressureZero

Features

・4．2in〔hwide，Vividandsensitive

L〔Dtou〔hs〔reen

・Logkalinstrumentmonitorlng

・Methodprogrammingandkeeping

・Fortheuseofpro〔eSS／

Fortheuseofsingleunit
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6　YL9100／YL9300HPL⊂

J YL9120UWisDetector
・WavelengthRange：190－900nm

・Dataco”ectionrate：uPtO50Hz

・LightSource：Deuteriumlamp＆tungstenlamp

・Noiselevef：＜±0．5XlO‾5AU，254nm，dryceH

・Drift：＜1XlOJ4AU／hr

・Bandwidth：5．5nm

・WavelengthAccuracy：±1nm

・WaveJengthPrecision：±0．1nm

．Linearity：＞99．5％for2．5AU（acetone，254nm）

．PathLength：10mm（Analyticalcell）／3mm（Semi－PrePCeII）

．CellVolume：10uL（AnatyticaIce”）／5uL（Semi－PrePCeH）

■YL9160PDADetector

・SIitBandwidth：1．7nm

・No．ofPDAChannel：1024

・PixelResoIution：0．9nm

・WaveIength：190－950nm

・AnalyticalCelJ Semi－PrePCelI

－Path－length：10mm　　　　・Path－Jength：3mm

－Pressure：＜1500psi　　　－Pressure：＜1500psi

－Volume　：13uI　　　　　　　－Volume　：5ul

・NoiseLeveJ：＜±2xlO‾5AU（EmptyCe”，1secRiseTime，254nm）

・Dhft：＜2xlOJIAU／hr（BaselineCorrection），0．001A〕nlr（RoomTemp）

・WavelengthAccuracy：＜1nm（HY－1HolmiumOxideFilter）

・GLPCompHance：－PhotomethcAccuracy，Lineahty，NoiseLevel，D珊

－SystemCheck

qYL9170Re什activelndexDetector

・RIRange：1，00－1．75RIU

・Noise：≦5xlO’9RIU（Analytical）／≦10xlO‾8RIU（Semi－PreP）

・F10WCeHVolume：9uI（AnalyticaI）／7ul（Semi－PreP）

・Ce”pressure：6kg／cm2（84psi）

・RS232Control

J YL9180ELSD　■YL9181ELSD

（EvaporativeLightScatteringDetector）

－MoreSensitive　　　　　　－HighlySensitive

－GeneralLaboratory　　　　－AdvancedResearch

－CooIingDowntolOOCfbrChamber

・PatentedThermo－Split：VaporPhaseControlforoptimumsensitiv吋

・Veryl0WdetectorvolumeresuItinginthesma”estpeakwithin3sec．

・Asinglemulti－nOW，nebueizerforusewithmicro－boretosemトPreParative什owrates．



。Autosampler

■YL9150AutosampIer（Alias）

YL9150は、高性能なオートサンプラーです。ファーストインジェクション、すばやい洗浄工程、オプションの
ベルチエによるサンプルの冷却加熱など、最先端のインジェクション技術を備えています。PASA（圧力制御

のサンプル吸引）により、全量または部分的な再現性の良い、ループインジェクションを可能としています。

高性能なニードルと、内部キヤピラリー洗浄により、サンプルのキャリーオーバーをなくしています。また、
洗浄も含むサイクル時間は、1分以内と短時間です。
2mlバイアル（12mmx32mm）を最大96本または

クエルプレート（96または384、深型及び浅型）
を使用することができます。

Samplecapacity：

－Analytical：2MicroWelIPlatesaccordingtoSBSstandards

－Semi－PreP：24vialsoflOmL（LSV）

Loopvolume：1－5000uIprogrammable，10mLloopoptionaL

ReproducibiLity：RSD　≦0．3％forfuIH00PlnJeCtions

≦0．5％forpanial100Pfillinjections

≦1．0％forLJIpickupInJeCtions

Carry－OVer：＜0．05％

RS232ControI

Coo‖ngoption：downto40C

⊂〕VacuumDegasser

OColumnCompartment

＋YL9101VacuumDegasser

●　Numberofchannel：4Channels

・Maximumflowrate：10ml／minperchannel

＞0－2．Oml／minperchannelfor70％GasRemovedfromMethanol

・lnternalvolumeperchannel：925ulperchannel

．MaterialsincontactwithsoIvent

：Te¶on甑FandPEEK

■YL9130ColumnCompartment

・Temperaturerange：40C（CooHng）－900C

・Temperaturestability：±0．05OC

・Temperatureaccuracy：±0．50C

・Temperatureprograms：40Steps

・Columncapacity：－AnalyticaI：Max．3eaof30cmcolumn（Max・OD18mm）

－Semi－PreP：Max．2eaof30cmcolumn

・Heat－uPtime：16minutesfrom40Cto900C

・Cool・downtime：13minutesfrom900Cto40C

・CoIumnswitching：maX．tWOautOmatic6－PO止Valve（OPtional）
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YL9300HPLC（HighPerformanceLiquidChromatograph）

YL9300は、コンパクトなボディーに、4液対応のデガッサーとミキサー及び、ダブルプランジャーポン

スUV〃lS検出器を搭載した、大変安価な装置ですも

焦点に集中させた光学系は、溶離液とサンプル溶媒の組成差によるベースライン変動を減少させ、特に低波長

域においてノイズレベルを激減させ、抜群のベースライン安定性を提供しています。

1　　　　　　　　　　2　　　　　　　　　　　3　Time

二　　二

8　YL9100〝L9300HPL⊂

lComparisonofasolventpeakinfluence］

－CompactDesign

・完成された4液低圧グラジ工ントシステム

・ポンプ及びデガッサーモジュールが引出し式で

簡単なメンテナンスが可能

T PerfectPerformance

・高精度のグラジエント

・溶離液のピークによるベースライン変動を低減

・測定ピークのシャープ化

・低ノイズレベルで非常に安定したベースライン

JrlmpacttoCompetitors
・他社製品を圧倒するコストパフォーマンス

・LAN接続で高速データ通信が可能

・メンテナンス費用が安価

む・11し：・、・tJ・、・刷
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UVNisDetector
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A VacuumDegasser
・チャンネル数：4CHs

・最大流量：1チャンネルにつき10ml／min

・内部容量：1チャンネルにつき925ul

・接液材質：TefIonAF．PEEKandGlass－fi”edPTFE

－QuaternaryPump

・流量範囲：0．00l－10mVmin（Standard）

0．00l－5ml／min（Option）

・流量精度：≦±l％atl ml／min

・流量再現性：＜0．1％RSDatl ml／min

・溶離液数：4
・圧力変動：≦±0．5％atl血／min

r UVNIS Detector
・波長範囲■　190－600nm（Standard）／190－900nm（Option）

・スペクトルバンド幅：　5nm

・波長精度：±1nm

・波長再現性：±0．1nm

・直線性：＞99．5％at2．5AU（Acetone，254nm）

・ノイズレベル：＜±0．35XlO‾5AU、254nm．dryceH

・ドリフト：＜1×10‾4AU／hour

．Systemlnformation

・データ通信：　LAN
・寸　法：375X470X545mm（WXHXD）

・重　さ：27Kg

・安全性と保守：漏れの検出、診断、エラーの表示
・消費電力：150W

YL9330CoIumnCompa止ment

●

T YL9330ColumnCompartment

・温度範囲：　4℃～900C

・温度安定性：±0．05℃

・温度精度：±0．5℃，2点較正

・温度プログラム：　40段階

・カラム容量：長さ300mmのカラム3本

最大外径18mm

カラムスイッチング（Option）：自動6万バルブSS

（PEEK）2台可
・データ通信：　LAN

・安全性と保守：漏れの検出、診断、エラー表示

・寸　法：185×476×480mm（WxHxD）

・電　源：100－240V、±10％、

・周波数：50／60Hz、±5％、

・消費電力：150W

LicluidChromatograDh　9



Features

洗練されたCIarityChromatographydatasystemは、使いやすく、豊富なデータ処理

に加え、全てのYL社クロマトグラフの完全な制御を提供しています。ソフトウェアーは、
21⊂FRPart11に準拠しており、全てのWindowsOSと完全に互換性があります。

また、信頼性の高いLANインターフェースを使用することで、機器制御とデータ処理

を、シームレスに行うことができます。

●21CFRPartllcompliance

lL Useraccounts

⊂larityは、アクセス権とパスワードを

（短い、有効なパラメータ）設定します1

各ユーザーは自分の装置を確認して使用出来ます。

b Audittrail

直接クロマトグラムへの操作や、特別なファイルへの操作

また選択された項目などが自動的に記録されます。

L Electronicslgnature

各クロマトグラムは、電子的に署名することができます。

署名の選択は、ユーザー名や署名認可に基づいています。

●DataAcquisition

LOverlay

⊂larityは、実際に、無制限な数のクロマトグラムと計算処

理したものを同時に表示できます。例えば、互いに差し引
いたり、条件により変換したクロマトグラムなどが、それに

相当します。

T Measurlng

最大4つの独立した装置の同時データ収集は、各装置に
おいて、最大12台の検出器からのデータを取得すること

⑲OptionalModuJe（Clarity）

TSST（SystemSuitabilityTest）

このプログラムは、3つの（USP，EP，」P）

の中から選択された1つの方法に

従って計算された12種類のパラメータ

と比較されます。これらの計算値は、各

クロマトグラム毎または選択した一連

のクロマトグラムを一括してユーザー

値と比較されます。

10　YL9100／YL9300HPLC
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●Reliableand Convenient

DataManagement
Jlntegration

インテグレーションを最適化するために拡張性が
あります。ベースラインの直接的な描画を通して、グ
ローバルパラメータや双方向パラメータを入力し

て、インテグテータパラメータを変更することがで

きます。

L Calibration

内部及び外部標準法、ピークのグループ化した検
量線や同定しやすくするための基準ピーク法での
検量線作成ができます。

4　postrun

Clarityは、測定終了後に自動的にクロマト表示、印

刷、エクスポートをしたり、他のプログラムを起動す

ることができます。

L Usercalculations

ユーザーは、結果と一覧表を編集することができまう㌔

高度な編集機能を使用して、あなた自身の項目と、

独自の計算項目を作成することができます。

■PDAExtension r GPCExtension

これは、フォトダイオードアレイ検出器

から得られたデータを処理するもので

す。

クロマトグラムとスペクトルデータに

加えて、3次元でデータを解析します。

GP⊂データの検索を簡単にできること

に加え、再計算とGP⊂レポート作成を

含め、双方向的に、自動的にGPCの解

析を提供します。



SP930D SoIventDeIiveryPump

YL92005eriesSinglePump

Mode1

0peratingPrinClPle

ControIModel

PumpHeadVolume

FlowRate

FlowAC⊂uraCy

FlowPreCiSion

Maximumpressure

⊂ompressibilityCOmPenSation

SoIventContaCtMaterials

SP930Dポンプはスタンダロンタイプとして、精度よくまた再現性良く

送液することを目的に使用できます。

また、他の液体クロマトグラフに簡単に接続でき、直観的にキーパッド

から制御できます。

・操作流量範囲：0．001～16．OmL／min

・流量確度：＜±1％

・流量精度：＜0．1％RSDatlml／min

・操作圧力：0～6′000psi

YL9200ポンプは6，000psiの高圧力で安価で簡便な使用目的のための

ポンプとして非常に安定した送液を行うことができる装置です。

■Systeminformation

・通信：RS232（、Markin／out、Remotestart／stop

・電圧：100－240V　±10％

・ディスプレイ：L⊂D，12－key

25い1

0．001～4．Oml／min

3500spi

SUS316．Zir⊂0nium．

Sapphire′UHMWPE

Singlehead／RapidrefilIing

Constantflow

64HI　　　　　144い1

0．00l～10．Oml／min O．001～25．Oml／min

2％（atl．Oml／mh）

0．2％（RSD）

6000spi　　　　2500spi

AutomatiC（Option）

PEEKIZir⊂Onium・　　SUS316．Zir⊂Onium，SUS316′Sapphire，

Sapphire，UHMWPE sapphire，UHMWPE UHMWPE

Licluid⊂hromatograDhll
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YL9100／YL9300

HighPerformanceLiquidChromatograph

YLINSTRUMENT〔C，LJD．

YoungLinBZdg”899－6，Hogye・dong，Anyang，431・836，Korea

JAS．ANZ

くく6－
TEL：＋82－＋31－428－8700／FAX：＋82－31・428－8779Email：eXPOrt＠younglin．com

WWW．yIinstrument．com

lSO潔X）1

Cer帥ed

TheseProductsaremanufacturedbyYoungLIn

lS09001－CertlfledfacIEltythatlSPerl0dtCarly

audLtedbythereglStenngbodytoensurecompllanCe

YLINSTRUMENT　日本総代理店

LCScilenCe
エルシーサイエンス株式会社
〒632－0086　奈良県天理市庵治町830－16
TEL：0743－64－2860　FAX：0743－64－2867

URL：http：／／www．Jc－S．COjp E－maiI：Chromat＠lc－S．COjp

『販売代理店


