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送液ポンプ PU7710

オートサンプラー AS7720/AS7720C

耐久性
・プランジャーシールの長寿命化

安定性
・気泡による影響を低減した安定送液

スピーディーな注入動作

優れた注入量の再現性

冷却機能付 
オートサンプラー AS7720C
除湿機能が付いているため、結露水の
影響を低減できます。注入量（µL） 面積再現性（%RSD）

1 0.42
5 0.17
10 0.08
50 0.09
100 0.32

 使用目的によって選べる 
グラジエントミキサー
・コンベンショナルミキサー
・セミミクロミキサー
・容量可変ミキサー

全てのミキサーはオーブン内に設置可能なた
め、ミキシング時の温度変化による分析への
影響を低減できます。カラムのパフォーマン
スを最大限に引き出すことができます。

オートパージ機能
送液ポンプ PU7710 とオートサンプラーを組み
合わせることで、移動相交換時などにポンプの
ドレインバルブを開閉せずにパージすることが
可能です。ルーチン分析に最適な機能です。

ミキサーをオーブン内に設置
（理諭段数 5,000 段）

ミキサーをオーブン外に設置
（理諭段数 4,200 段）

・アセトニトリル /水 =20/80
・室温を 20 ℃、カラムオーブン 60 ℃で測定

型 式 PU7710
送 液 方 式 直列ダブルプランジャー
最 大 吐 出 圧 力 40 MPa
流 量 設 定 範 囲 0.001 mL/min ～ 10.000 mL/min
グラジエント混合 低圧混合 /高圧混合
流 量 正 確 さ 2 %または 2 µL/min（どちらか大きい方）（0.01 ～ 5 mL/min、指定条件）
流 量 精 密 さ 0.06 % または 0.02 minSD（どちらか大きい方、指定条件）
プ ラ ン ジ ャ ー 
洗 浄 機 構 マニュアル洗浄（標準）/自動洗浄（オプション）

安 全 対 策 液漏れセンサー、高圧・低圧リミット
大 き さ 260（W）× 420（D）× 140（H） mm
重 さ 11 kg
所 要 電 源 AC100 V、150 VA、50/60 Hz

〈グラジエント〉 
グ ラ ジ エ ン ト 低圧グラジエント 高圧グラジエント
混 合 液 数 4液 2～ 3液
混 合 方 式 電磁弁開閉時間制御方式 複数ポンプ流量制御方式

型 式 AS7720 AS7720C
注 入 方 式 全量試料注入、注入量可変式
最 大 使 用 圧 力 35 MPa

注 入 設 定 範 囲 0.1 µL ～ 100 µL（標準） 
0.1 µL ～ 2,000 µL（オプション）

注 入 量 正 確 さ 1 %以下（指定条件）
注 入 量 精 密 さ 0.3 %RSD 以下（指定条件）

試 料 処 理 数
標　　　準：105（1.5 mL バイアル）、
オプション： 50（4 mLバイアル）、175（1 mLバイアル）、 

192（96‒Well MTP/DWP 2 枚）、 768（384‒Well MTP/DWP 2 枚）
上記の各々に加えて1.5 mL バイアル10本使用可能（標準）

サンプラークーラー なし ブロック冷却加熱方式
除湿機能併用 4 ℃～ 40 ℃

大 き さ 260（W）× 500（D）× 415（H） mm
重 さ 27 kg 30 kg
所 要 電 源 AC100 V、100 VA、50/60 Hz AC100 V、300 VA、50/60 Hz

・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

オプション

各装置の詳細

GL7700 HPLC SystemGL7700 HPLC System

確かな性能と心強いサポート
GL7700シリーズは、それぞれに優れた特長を持つユニットを豊富に揃え、それらを組
み合わせることで目的や希望に沿えるシステムを構築することが可能です。
お客様にとって信頼できるパートナーとして、様々な分析業務の場面でお役に立てる
よう設計されたHPLCシステムです。

前処理から分析までのトータルソリューションをご提供
ジーエルサイエンスでは、HPLC装置を最高のパフォーマンスで使用するにあたって大
切な前処理やHPLCカラムに関する経験・ノウハウを蓄積し、多彩な製品群を揃えてお
ります。
GL7700 HPLCシステムで、分析を行う際に必要不可欠となる様々な製品を含めたトー
タルソリューションをご提供いたします。

LC Vol.
L-13

ＬＣＳの中古装置は３か月保証付き！（一部商品を除きます）

チラシ以外にも多数の商品をご用意しております！
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
★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。

検索　ＬＣＳ中古分析機器

ホームページは

http://www.lc-s.co.jp E-mail：chromat@lc-s.co.jp

●営業所 〒632-0086 奈良県天理市庵治町830-16
TEL：0743-64-2860　FAX：0743-64-2867

分析機器
製造・販売・技術サービスエルシーサイエンス株式会社

分取HPLCシステム RI検出器
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Refractive index detectors Shodex RI 101, 102 and 104 
Differential refractive index detectors are widely used as general-purpose detectors. However, the 
problem with these detectors is the rather complicated start-up operations when compared with 
other general-purpose detectors. This is impact due to the limitation imposed by the detection 
principle by which changes in the refractive index of the eluent containing the sample are detected. 
Previous units were also difficult to validate. The Shodex RI-101, our latest detector, employs 
a number of improvements for shortening the time for stabilization. By using a micro-processor it is 
capable of automatic start-up from eluent replacement to checking the base-line stabilization. This 
new concept detector, Shodex RI-101, is a differential refractive index detector for use in high 
performance liquid chromatography. For the use with downsizing GPC columns, RI-104 is suited 
because of its small flow cell volume. For semi-preparative applications, RI-102 is the ideal 
detectors. 

Features 
 

1) Exceptional ease - of - use:   

(a) Equipped with color liquid crystal display, the detector allows the chromatographer to easily see operational 
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 reference cell 
to checking of the base-line stabilization can be made automatically. 

(c) Easy validation and calibration of the unit assisted by the HELP function. 
2) Superior stability:   

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

3) Safety measures:  
As the detector is equipped with a leak sensor, the pump can be set to stop automatically in case of solvent leakage. 

4) Various automated functions:  

The detector is fitted with external input and output terminals as well as RS232C communication ports, permitting 
advanced automation by linking the detector with various HPLC systems, enabling advanced automation by combining 

the detector with various chromatographs. 

 

Shodex島津
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日立

セミミクロ用 RI-104
1年メーカー保証付き　定価：115万

日立

L-2100 ポンプ

L-2300 オーブン

L-2420 UV/VIS検出器

L-2200 オートサンプラー

D-2000 Eliteワークステーション

L-2000 東ソー GPCシステム HLC-8220

インターフェイスボード

LCsolution 1式  LCsolution 1式  

SPD-10AV 検出器

SCL-10AvpSCL-10Avp

SIL-10AP オートサンプラー分取仕様

DGU-20A3 デガッサー

LC-6AD 分取ポンプLC-6AD 分取ポンプ

FRC-10A フラクションコレクターFRC-10A フラクションコレクター

日立
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装置コントロールソフト
データ解析ソフト組込　
PC付

\380,000

低圧グラジェントシステム

装置コントロールソフト
データ解析ソフト組込
PC付

Waters
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UV検出器 UV7750 UV検出器 2487 蛍光検出器 2475

\450,000
Dionex

\280,000\350,000

オートサンプラー電気伝導度検出器電気化学検出器低圧グラジェントポンプ
ED-50 CD-20 AS-50

低圧グラジェントポンプ
L-2130

UV-VIS検出器
L-2420

\280,000

\320,000\320,000 \380,000\380,000

イオンクロマトグラフ
ICA-200

イオンクロマトグラフ
ICA-200

GP-50GP-50

一体型GPC専用システム

ワークステーションソフトウェア

一体型GPC専用システム

ワークステーションソフトウェア

NEW NEW

NEW NEW

NEWNEW

NEW NEW NEW NEW

新品 新品

新品

ジーエルサイエンスジーエルサイエンス

DionexDionexDionex

(デガッサー、
　　　グラジェントユニット内蔵)
(デガッサー、
　　　グラジェントユニット内蔵)
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