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30 周年記念
特別キャンペーン
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下記 A、B いずれかのプランよりお選びいただけます

通常保証期間1年間のところ

2年間に延長*
消耗品にてご購入金額の

10%分を還元*

A B

おかげさまでこの度アナリティクイエナは創立30周年
を迎えました。
前身のカール・ツァイス社より170年以上培った技術は
卓越した装置性能に活かされています。
30周年を記念し、特別なキャンペーンをご用意しまし
たのでこの機会にご検討ください。

＊A、Bとも他キャンペーンとの併用は不可となります。

キャンペーン期間　2020年12月末日まで

or



原子吸光分析装置

モデル contrAA 800 F contrAA 800 G contrAA 800 D

測定モード フレーム ファーネス フレーム / ファーネス

波長範囲 185～900nm
ランプ キセノンランプ
バックグラウンド補正 キセノン連続光源補正法(CSX法)
検出器 半導体検出器(CCD)
サイズ 780(Ｗ)×775(D)×625(H)mm
重量 140kg 170kg 180kg

価格 ￥6,500,000～ ￥9,500,000～ ￥11,500,000～

モデル novAA 800 F novAA 800 G novAA 800 D

測定モード フレーム ファーネス フレーム / ファーネス

測光方式 ダブルビーム光学系

波長範囲 185∼900nm

ランプ ホロカソードランプ8本
バックグラウンド補正 D2補正
サイズ 820(W)×770(D)×600(H)mm
重量 95kg 125kg 130kg

価格 ￥4,500,000～ ￥6,500,000～ ￥9,200,000～

モデル ZEEnit 650 P ZEEnit 700 P

測定モード ファーネス フレーム / ファーネス

測光方式 ダブルビーム光学系
波長範囲 185∼900nm
ランプ ホロカソードランプ8本

バックグラウンド補正
磁場強度可変交流ゼーマン補正

またはD2補正
磁場強度可変交流ゼーマン補正（ファーネス）

またはD2補正（ファーネス、フレーム）

サイズ 790(Ｗ)×735(D)×645(H)ｍｍ 1180(Ｗ)×735(D)×650(H)mm
重量 170kg 230kg

価格 ￥8,300,000～ ￥10,300,000～

novAAシリーズ 　自動単元素測定やマルチメソッド法によるシーケンシャル測定等、幅広い測定に対応した原子吸光分析装置

novAA 800 F                                                         novAA 800 D

ZEEnitシリーズ 　最新のエレクトロニクス技術と磁場技術、独自のファーネス技術を融合させた原子吸光分析装置

ZEEnit 700 P                                                           ZEEnit 650 P

contrAA シリーズ 　世界初のキセノン連続光源バックグラウンド補正の高性能原子吸光分析装置

contrAA 800 F                                                     contrAA 800 G

マイクロウェーブ試料分解装置
TOPwave 　ルーチン分析から難分解性の試料に対するアプリケーションまで、幅広いアプリケーションに対応

マイクロウェーブ出力 最大1450Ｗ

サイズ(外形) 本体：530(W)×630(D)×420(H)mm
コントロールユニット：220(W)×240(D)×150(H)mm

重量 本体：62kg コントロールユニット：3kg

モデル（ベッセルの種類） PM 60 PL 100 CX 100

材質 TFM

容量[ml] 60 100

操作圧力 40 40 100

耐熱温度（連続使用） 210 210 250

最大使用本数 12 8

価格 ￥5,000,000 ￥5,500,000

contrAA -卓越した技術

 ■ 画期的なキセノン連続光源補正
 ■ 高分解能ダブルモノクロエシェル分光器搭載 (0.002nm/200nm)
 ■ 原子吸収のみならず分子吸収の活用でCl、Fなどの分析が可能
 ■ ファーネス法での固体試料の直接分析が可能 (オプション：固体サンプラー)
 ■ 光学系10年保証*1

*1　10年間で1回の交換保証

対象装置

例： Niめっき液中のFeの測定
contrAAは近接する原子吸収線を確認でき、精確な

バックグラウンド補正をすることが可能です
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全有機体炭素分析装置
multiN/Cシリーズ　飲料水・排水・製薬用水など、さまざまな分野で高い信頼性と使い易さを探求した分析装置

モデル PlasmaQuant PQ 9000 PlasmaQuant PQ 9000 Elite
測光方向 アキシャルビュー及びラジアルビュー
波長範囲 160∼900nm

分解能 0.006nm（200nm） 0.002nm（200nm）

サイズ 990(W) × 855(D) × 940(H)mm
重量 170kg

価格 ￥12,000,000～ ￥18,000,000～

モデル multi N/C 2100 S multi N/C 3100 multi N/C UV HS multi N/C pharma UV multi N/C pharma HT

測定方式 燃焼酸化触媒方式 湿式紫外線酸化方式 燃焼酸化触媒方式

測定項目 TC、IC、TOC、NPOC、POC *1

サイズ 513(W)×550(D)×464(H)mm

重量 約30kg

価格 ￥4,200,000 ￥4,800,000 ￥4,800,000 ￥5,000,000 ￥5,300,000

価格（TN付き） ￥5,700,000 ￥6,300,000 − − ￥7,800,000

Plasma Quant PQ9000 Elite              Plasma Quant PQ9000

* multiN/C 3100のみ　オプションのPOCモジュールが必要です。

シーケンシャル ICP 発光分光分析装置

モデル multi EA 5000

測定方式 燃焼酸化分解方式

測定項目 窒素/硫黄/炭素/塩素
検出器 化学発光/紫外蛍光/非分散赤外/電量滴定

サイズ 本体
垂直　513(W) × 551(D) × 464(H)mm

水平　1073(W) × 551(D) × 464(H)mm

検出器（1台） 296(W) × 492(D) × 464(H)mm

価格 ￥6,500,000～

S,N,C,Cl アナライザー
multi EA 5000    固体、液体、ペースト状、ガスサンプル等どの様なサンプル形態でも、正確な測定をお約束します。

PQ 9000 - 妥協のない高分解能と高感度測定

 ■ 高分解能ダブルモノクロエシェル分光器搭載*1

 ■ 世界最高クラスCCD検出器を搭載。近接波長のスペクトルを同時測定
 ■ アキシャル、ラジアルビュー含むデュアルビュープラスによる広い測定範囲
 ■ 組み立て式トーチモジュールにより作業性が向上
 ■ 多様なサンプルで高いプラズマ安定性を実現するRFジェネレータを採用
 ■ 光学系10年保証*2

*1　PlasmaQuant PQ 9000 Eliteのみ

*2　10年間で1回の交換保証

例： 鉛 220.353 nmの検出限界　0.251 μg/L

例： Cd (228.802 nm) 1 mg/L と As (228.812 nm) 1 mg/Lのピークプロファイル

拡大

青：Blank
赤：10 μ g/L
緑：20 μ g/L
茶：50 μ g/L

PlasmaQuant PQ9000 Elite は0.002nm(200nm)の波長分離能を有し、多くの分光干渉を回避できます



1991  アナリティクイエナ社初の
TOC/TNbアナライザーを開発

2004 世界初の連続光源を搭載
した高分解能原子吸光分析装置
（HR-AAS)を開発 

1994 最初のmulti N/C–シリーズ
TOC計 販売開始

2010 高性能multi N/C 
TOCアナライザー販売開始

2014 高分解能ICP-OES
PlasmaQuant PQ 9000販売開始

2015 ICP質量分析装置
PlasmaQuant MS 販売開始 

2016 高感度高分解能連続光源
原子吸光分析装置contrAA 800 発売

2006  株式会社
アナリティクイエナ
ジャパン設立 

1990  カール・ツァイス社から分社化、
アナリティクイエナ社設立

プレミアム品質の “Made in Germany”
ドイツ国内で様々な研究、開発、制作に取り組み、改良
と開発を継続的に行い、信頼性の高い先進技術と高性能
な分析システムをお届けしています。また、現代の多様
な分析ニーズに対応し、使いやすく信頼性の高い装置を
提供し続けています。
部品一つ一つを厳選し、装置の細部にまでこだわり、優
れた正確性・分析性能・堅牢性・耐久性を提供します。

カスタマーサポート
常に最適なサポートを提供するため、カスタマーサポー
トのスペシャリストがお客様のお手伝いを致します。装
置の納入時から、設置、調整、装置性能のチェック、試
験結果等、お客様個々の測定ニーズにお応えするサー
ビスを提供します。また、設置した直後からスムーズに
ご使用いただけるよう、お客様に必要な総合的技術トレー
ニングを実施いたします。

アプリケーションサポート
弊社のアプリケーションスタッフが、お客様のアプリケー
ションに関する様々な質問にお答えします。ドイツ本社
でトレーニングを受けた熟練した専門スタッフが、装置
をご購入いただいた後も、お客様からの多様なニーズ
や、お客様の専門に沿ったトレーニングやサポートなど、
最適なサービスを提供します。

テクニカルサポート / メンテナンス
高品質・高精度なアナリティクイエナ製品は、定期的に
適切なメンテナンスを行っていただくことで、長期間にわ
たり安定した測定結果と高い生産性を得る事ができ、安
心してご使用頂く事ができます。経験豊富なスタッフが、
お客様に最適なケアをお約束します。最高品質の製品
と共に、お客様に満足していただけるサービスを提供し
ます。いつでもお気軽にお尋ねください。また、お客様
のリクエストに応じて、調整、コントロール、消耗品の交換、
装置のクリーニング、更にお客様自身でもできる簡単な
メンテナンス方法・テクニック等も提供し、メンテナン
スコストの削減をお手伝いします。

～ Analytik Jena 30 年の歩み ～
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