
    テスト結果は1分以内に得られます　　　　Test results in less than one minute 
 飲料水テスト、環境水テスト、産業用水の　　　　　　　　　Tests drinking water, environmental water and   

溶解重金属のテスト　　　　　　　　　　　　　　　　　industrial water for soluble concentrations 
 特別な化学的試験の知識は必要ありません　　　　　　No special knowledge of chemical testing required 
 高い選択性と高感度測定(ppb ﾚﾝｼﾞ)                               Highly sensitive and selective  (low ppb ranges) 
 1台で多くの物質の測定ができます　　　　　　　　　One instrument tests for multiple contaminants 

 

特長　　　　　　　　　　　　　　　Features 
 
簡便、迅速測定　　　　　　　　　　　　　　　Simple, One Minute Test 
迅速測定、簡便なメニュー誘導と試料テストのための　　Quick, simple menu navigation and one button 
ボタン操作　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　push for sample analysis. 
 
蛍光法による検出　　　　　　　　　　　　　　　　　　Fluorescence Based Sensing  
DNAzyme(触媒作用反応)による蛍光法定量分析　　　　　 reaction produces quantitative 
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　..fluorescence based results.  
 
検出キット　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Sensor Kit 
使い捨ての各々に色別された検出キットは各重金属　　　Each disposable color-coded sensor is designed 
テストのために設計されております。検出キットは　　　テスト　for a specific heavy metal test target. Kits provide 
テストに必要なすべての種類が準備されております　　　　　　　everything needed to test. 
 
データー取集とリポート　　　　　　　　　　　　　　　Data Capture & Reporting 
日時の印字と現場ごとの分類印字。データーはUSBを　　　Time and date stamped and site labeled results. 
通じてダウンロード又は再入力ができます　　　　　　　　　　Data downloadable and recharging through a 
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　USB cable. 
 
堅牢とメンテナンスフリー　　　　　　　　　　　　　　　Safe and Maintenance Free 
CE標準とIP54ボディによる耐水性と耐塵性です。　　　　CE Marked and water and dust resistant with 
アップグレードされたソフトウェーアはインターネット　　IP54 enclosure rating. Free software upgrades 
からUSB接続で無料ダウンロードできます　　　　　　　　via USB connection over the Internet. 
 
ビデオ トレーニング　　　　　　　　　　　　　　　　　........Video Training On-board  
内蔵された説明書により使用者は操作法を習得　　　　　Embedded instructional video trains users  
します　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　without documentation. 
 
言語　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ひよう時Supports Multiple Languages 
英語、スペイン語、ポルトガル語、ドイツ語などです。　Selectable display languages including English, 
残念ながら日本語は含まれません　　　　　　　　　　　Chinese, Spanish, Portuguese, and German. 
 
環境にやさしく　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Environmentally Friendly 
使用する試薬は害がなく最少の使用量です。テストに　　No harmful reagents and minimal waste.  No test 
用いる物質は特別な処分法は必要ありません　　　　　　materials need special disposal. 

 

現場での水質試験に高い効果をもたらします　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Bringing High Performance  .Water Testing to the Field 

ANDalyze fluorimeter & 
検出キット　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Sensor Kit 

カラー表示　　Color Display 

鉛　　　Lead 
ウラニウム　無Uranium 
銅　　　　　Copper 
水銀　　　　Mercury 
カドミウム　みぅむCadmium 
亜鉛　　　　Zinc 
その他にも…　　And More... 

水中の重金属テストに特化した　　Heavy Metal Testing in Water  



ANDalyze Inc,  IL, USA.                                                                To purchase  
輸入総発売元　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　8Call: +1 857 453 6740  
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EPA(米国環境省)賞 受賞の技術　　　　　　　　　　　　 Award winning technology  
ANDalyze社は現場テストのためのポータブル　　　　　　　　　　　　フィル度 offers a hand -held fluorimeter and 
蛍光法、水中重金属溶解テスト器とDNAzyme(触　　　　　　　　　　　媒　　　　　　　　　　　sensors for field testing of soluble 
媒作用反応)検出法技術をEPAに申請しました。　　　　　　　　　　　　　　　heavy metal content in water supplies. I t 
この技術は高い精度で迅速にテスト結果が得られ　　　　　　　　　　　ますgives highly accurate r eadings in seconds. 
現場テストの効率化に大きな進歩をもたらしまし　　　　　　　　　　　たます。This product is a breakthrough in efficiency,  
た。併せて、特別な化学的知識は必要なく簡単に　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　どなたでもtesting accuracy and ease-of use for field 
操作できます。用いる試薬は害がなく特別な　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　applications. It requires no special  skill or  
処分法も必要ありません。このことはテストの　　　　　　　　　　　　　　　knowledge of chemistry to operate.   And no  
時間を短縮し、テストを簡便化することにより　　　　　　　　　　　　hazardous materials or harmful re agents are 
テストに要する費用を大幅に減少させます。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　required. In addition, t his solution reduces 
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　overall testing costs by  reducing testing time 
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　and complexity. 
 

DNAZYME(触媒作用反応)技術　　　　　　　　　　　　　　　　　　　TECHNOLOGY 
ANDalyze特有の触媒反応のDNAセンサーは鉛　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　の　　　　　　　　　　　　　　　　　　 proprietary Catalytic DNA 
のような目標汚染物質が存在する状態で蛍光　　　　　　　　　　　　　を　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　sensors use a DNAzyme reac tion that 
を発するDNAzyme反応を使用します。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　fluoresces in the pre sence of a target 
反応の蛍光は目標重金属の溶解濃度を決定する　　　　　　　　　　　　ためにcontaminant substance such as lead. The  
ために測定します。測定値はppbで表示されます。　　　　　　　　　　　fluorescence of the reaction is measured to 
テストは1mlの試料を検出器に注入し蛍光器に　　　　　　　　　　　　　　　系MLdetermine the soluble concentration of the  
導入します。試料は自動的に測定され測定結果は　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　target heavy metal an d is reporte d in parts 
1分以内に得られます。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　per billion ( ppb). The test is perfo rmed by 
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　taking a 1 milliliter water sample, i njecting it 
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　through the sensor, and into the  fluorimeter. 
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　This sample is then  automatically analyzed 
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　and reports  results in less than one minute. 

飲料水　　　　　　　　　　　D r i n k i n g  W a t e r  

排水　　　　　　　　W a s t e  W a t e r  

河川湖沼水　　　　　　　　　S u r f a c e  W a t e r  

食用水　　　　　　　　　　 F o o d  S a f e t y  

鉱業水　　　　　M i n i n g  

鉛　ウラニウム　銅　水銀　亜鉛　カドミウム　その他にも…　　　　 Lead  Uranium  Copper  Mercury   Zinc  Cadmium  and  more... 
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金属　　t...al * Ran 
鉛　　　　　　　　　 2 - 100 ppb 

銅 
(高濃度) 

0.6 - 3 ppm 

ｳﾗﾆｳﾑ 2 - 

水 2 ppb (over/
under) 

50 ppb limit 

亜 1 - 15 ppm 

ｶﾄﾞﾐｳﾑ                 .1 - 1 ppm 

クロムとヒ素の検出キットは間もなく発売　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Sensors for chromium, arsenic and other 
予定です　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　trace metals will be available soon 

　色    　ﾚﾝｼﾞ　　　測定　　 
Green 

Blue 

Orange 

Silver 

White 

Yellow 

銅 
(低濃度) 

Blue 40 - 200 ppb 

 
Pb 2+ 

Cu+/Cu2+   

Cu+/Cu2+   

Uranium VI, 
UO2

2+ 

Hg2+  

Zn2+  

Cd2+  

仕様　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Specifications  

* 仕様は予告なく変更する場合があります 。 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ので事前に

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 Specifications are subject to change. See current . detailed specifications at www.andalyze.com 

重金属のテスト結果は1分以内に得られます　　　　　　　Heavy metal test results in less than one minute 
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 2 - 60 ppb

銀

鉛

 0

測定物質


	名称未設定

