2018年 ウォーターズ 官公
公庁・アカデミアキャンペーン
ご好評につき、新春も
も引き続き開催！！
官公庁/大学研究機関お
お勤めのお客様限定！！

ご提供期間：2018年1月
月9⽇〜2018年3月30⽇

ウォーターズ社製 化学
学製品

を特別価格にてご提供。

通常割引の対象とならない製
製品も、今回は対象製品に！

定価合計 10万円以上ご購入の場合：15％OFFにてご提供
定価合計 30万円以上ご購入の場合：20％OFFにてご提供
適用条件： 対象のウォーターズ社製化学製品を
をまとめて1回のご注文で、定価合計⾦額に応じて
特別価格にてご提供いたします 期間中何回でもお申込みいただけます。
特別価格にてご提供いたします。期
期間中何回でもお申込みいただけます
期

特別価格
格対象製品
固相関連

Sep-Pak® 製品、Oasis® 製品（入数300個以上の製品および充塡剤は除く）

LCカラム関連

ACQUITY UPLC®、CORTEC
CS®、XBridge®､ XSelect®､ Atlantis®､
SunFire®（2本以上のセット製
製品は除く）

バイアル関連

全製品（入数500個以上の製
製品は除く）

バイオ関連

全製品

各製品の詳細は、カラム・サンプル前処理総合カタログまたは
は弊社ウェブサイト（www.waters.com)をご覧ください。
ご注文はFAXにて承っております。

Waters バイオセパレ
バイオセパレーション
ション
ンカラム
生体高分子分析をリードする豊富なラインアップ
プ

ペプチド分析用カラム
■ Bridged Ethylene Hybrid (BEH) テクノロジー
化学的耐久性の高いエチレン架橋ハイブリッド（BEH）パーテ
ティクル採用。
官能基：C18, ポアサイズ：130Å, 300Å
■ Charged Surface Hybrid (CSH™) テクノロジー
CSH130 C18 ：表⾯に非常に微量のチャージを結合させたパ
パーティクルにC18基を結合。
ポアサイズ： 130Å、分⼦量10,000 Da以下の化合物に

タンパク質分析用カラム
BEHパーティクル採用。高温・酸性移動相条件下で安定かつ、⻑
⻑いカラム寿命。
＜逆相分析用 BEH300 C4カラム＞
官能基：C4, ポアサイズ：300Å

物理的・化学的強度の高い
BEHパーティクルテクノロジー

＜サイズ排除クロマトグラフィー用
＜サイズ排除クロマトグラフィ
用 ACQUITY UPLC® BEH S
SECカラム＞
Diol基を結合させたBEHパーティクル。
ポアサイズ：125Å, 200Å, 450Å
UPLC® テクノロジーにより、従来のSEC分析と比較して分析時間
間を最大1/10にまで短縮可能。
タンパク質/ペプチドと充塡剤との間に起こるイオン性⼆次相互作用
用が抑えられ、高塩濃度移動相を使用する必要性が低減。

糖鎖分析用カラム
N型標識糖鎖のLC分析に：再現性の高い分離が得られるアミド
ド結合型BEH HILICカラム。
XBridge ® BEH Glycan 2.5 μm XPおよび3.5 μmカラム。
2-AB標識ヒト型N型糖鎖による品質管理試験実施済みで、バッ
ッチ間カラム性能を保証。

核酸分析用カラム
BEHパーティクル採用（LC/MSにも対応）。
オリゴヌクレオチド分離に適した粒⼦径（UPLC用 1.7 μm/HPL
LC用 2.5 μm）。
オリゴヌクレオチド分離に最適とされる高pH・高温条件下で、良好
好な分離と⻑いカラム寿命。

図 pH 7, 60℃での核酸分析用カラム（ 2.5 μm ）の耐久性試
試験

バイアルへの成分吸着は起こっていませんか？

ウォーターズ極低吸着バイア
アルソリューション
TruView LCMS 品質証明バ
バイアル
ガラスは水溶液のpHを上げる可能性が
あることをご存知ですか？

ガラス表面への吸着が最小限

TruView LCMS品質証明バイアルではガラス表⾯の遊離イオンを
制限することにより水溶液のpHを上昇させません。「中性であること」
がTruView LCMS品質証明バイアルの規格の1つとなっています。

TruView LCMS品質証明バイアルでは成分吸着を引き起こす可
能性のあるガラス表⾯の遊離イオンを制限することにより、極性成分
の吸着を最小限に抑えています。UPLC-MS/MSによる成分吸着試
験が品質試験に設定されています。
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Waters TruView
異なるバイアルを用いた
UPLC/MS/MS(MRM)による
ノルトリプチリン 1ng/ｍL吸着
試験結果。各バイアルについ
て分注直後と4時間後で比較
したところ、A、Bのバイアルで
はピーク⾯積が減少して成分
吸着が疑われましたが、
TruView LCMS品質証明バ
イアルでは成分吸着がほとんど
⾒られません。
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Vial Number
各バイアルに脱イオン水（pH6）を入れて2時間経過後のpH測定結果。各
バイアル100個パックからランダムに10個選択して試験実施。ウォーターズ
TruView LCMS 品 質 証 明 バ イ ア ル で は pH 上 昇 は ⾒ ら れ ま せ ん が 、
Vendor Aバイアルではどれも一貫してpH3ユニット程度高く、Vendor Bの
バイアルでは、バイアル毎に異なり pH が安定しません。

更に詳細な技術資料についてはこちらをご覧ください。 www.w
waters.com/vials

オーダーインフォメーション

透明ガラス

褐色ガ
ガラス

マキシマムリカバリー

トータルリカバリー

褐色マキシマムリカバリー

TruView LCMS品質証明バイアル、
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［ウォーターズセパレーションセミナー］ 問題解決のための最適なバイアル選択
分析装置の性能が目覚ましい中、バイアル選択がステップアップの
の鍵になっています。バックグラウンド上昇や成分吸着などサンプル
バイアル由来のトラブルとその対策についてわかりやすく解説します。
。ぜひ分析上級者のノウハウを身につけてください。
 参加費
 会場
 ⽇時

無料
お客様のご施設（会議室、⾯談室など）
お客様のご希望の日時（いくつかご希望日をいただき
き調整いたします）

⽇本ウォーターズ株式会社 物流管理部 ⾏き

FAX : 03-3471-7367
FAX番号をご確認のうえ、ご送信ください。

2018年 官公庁・アカデミ
ミアキャンペーン お申込書
官公庁/大学研究機関にお勤めで、ウォーターズ社製化学製品（1ページ目に記載）をご注文いただけるお客様に、特別価格で
ご提供します。本キャンペーン対象のご注文は、まとめて1回のご注
注文で、下記定価合計⾦額以上をご購入いただく場合となります。
■10万円以上（定価合計）ご購入15％OFF ■30万円以上
上（定価合計）ご購入20％OFF
特別価格ご提供期間中に 本申込用紙に必要事項ご記入のうえ
特別価格ご提供期間中に、本申込用紙に必要事項ご記入のうえ
え FAXでご送付ください お⾒積り作成後 ご発注となります
え、FAXでご送付ください。お⾒積り作成後、ご発注となります。
【お申込み手順】

①弊社までFAXにて「キャンペーン」のお申込みをお願
願いします。
②商品を正式ご発注願います。キャンペーンのお申込
込みだけではご注文扱いにはなりませんのでご注意ください。
③弊社に、正式なご注文書が到着した時点で、キャ
ャンペーン適用ご注文扱いとさせていただきます。

ご氏名

フリガナ（

）

ご勤務先名
ご施設・部署名
ご勤務先住所
TEL

FAX

ｅ-mailアドレス
弊社製品取扱販売店

□ メーリング登録不可
店名/支店

取扱店担当者名（

）
DM-10:ID521

※弊社製品取扱い販売店を必ずご記入ください。記載の取扱店経由で納品及びご請求をさ
させていただきます。
※ご記入いただいたお客様の情報は個⼈情報保護法にもとづき、日本ウォーターズ株式会社
社にて厳重に管理させていただきます。
※本キャンペーンは他のキャンペーンとの併用は⾏っておりません。

特別価格対象製品お申込欄
＊バイアルセミナー開催をご希望の方は申込み欄にチェックを入れ
バイアルセミナ 開催をご希望の方は申込み欄にチ ックを入れ
れてください
れてください。
商品番号

品名

数量

定価（円）

合計

申込み
円

□

円

□

円

□

円

□

円

□

円

□

円

□

円
希望する

バイアルセミナー無料開催希望
1．製品によっては若⼲納期がかかるものもございます。お急ぎの場合は弊社物流管理部（03-3471-7294）までお問い合わせください。
2 価格表の表示価格は全て税別価格となっております 別途消費税等がかかります
2．価格表の表示価格は全て税別価格となっております。別途消費税等がかかります。

担当営業 （
販売店
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販売店様各位、昨年とは発注手順が変更になっております。
詳細は、03-3471-7191 までお問合せください。

）

□

