
 
３局対応  

HPLC 用(医薬品試験用)試薬 
 

 

 

本製品は、⽇本薬局⽅(JP)試薬規格をベースに、弊社独⾃の規格を設定し、さらに、⽶国薬局⽅
(USP)試薬規格及び、欧州薬局⽅（EP）試薬規格を追加した品位を保証しております。 
医薬品試験にグローバルに対応できる製品ですので、幅広くご活⽤いただけます。 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

項目 JP 試薬規格※1 USP 試薬規格※2 EP 試薬規格 

純度（含量） 99.9 %以上（GC） 99.5 %以上※3 99.9 %以上※7 

外観 無色澄明 澄明※3 無色澄明※5 

色(APHA)  10 以下※3  

密度（20 ℃） 0.780～0.784 g/mL   

比重 d20
20   約 0.78※5 

屈折率 n20
D 1.343～1.346  約 1.344※5 

水分 0.03 %以下 0.3 %以下※3  

不揮発物（蒸発残分） 5 ppm 以下 0.005 %以下※3  

蒸留範囲（80 ℃～82 ℃）   95 %以上※5 

酸（酸度） 5 ppm 以下 (CH3COOH として) 8 μeq/g 以下※3  

塩基度  0.6 μeq/g 以下※3  

過酸化物(H2O2 として) 5 ppm 以下   

pH   100 g/L 溶液はリトマス紙で中性※5 

グラジエント試験 試験適合 試験適合※4  

吸光度 ----- ----- ----- 

190 nm  1.00 以下※4  

200 nm 0.050 以下  0.10 以下※7 

210 nm 0.030 以下   

220 nm 0.015 以下 0.05 以下※4  

225 nm 0.010 以下   

230 nm 0.010 以下   

240 nm～ 0.009 以下  0.008 以下※6 

254 nm  0.01 以下※4  

相対けい光強度 試験適合   

 
 

※1: JP 試薬規格をベースに弊社 
独自の規格を設定 

 
 

※2: ACS Reagent grade 
※3: ACS General Use 
※4: ACS Specific Use 
 

※5: EP Reagent Acetonitrile 
※6: EP Reagent Acetonitrile for 

chromatography 
※7 : EP Reagent Acetonitrile R1 

 

製品番号 製品名 保証項目 包装 価格(\) 

01858-79 
アセトニトリル -Plus- Reag.JP, Reag.USP, Reag.Ph Eur 

1 L 7,500 

01858-76 3 L 17,000 

25190-79 
メタノール -Plus- Reag.JP, Reag.USP, Reag.Ph Eur 

1 L 1,900 

25190-76 3 L 4,200 

40060-76 テトラヒドロフラン Reag.JP, Reag.USP  (２局対応) 3 L 14,000 

・日本薬局方、米国薬局方、欧州薬局方に記載されている試薬規格に対応 

・保証期限（年・月・日）をラベルに表示 

・試験成績書に検査日（年・月・日）を表示 

【例】 アセトニトリル 

製品リスト 

保証項目 



 
 

HPLC ⽤（医薬品試験⽤）混合溶媒 
規定の⽐率に調製した、便利な HPLC ⽤混合溶媒をご⽤意いたしました。 

 
 
 
 
 

 

 

イージーオーダープレミックス溶媒のご提案 
HPLC⽤溶離液をご要望の組成⽐にて調製いたします。再現性の向上、廃試薬の低減に是⾮お役⽴てください。 
 

 

混合タイプ 容量・数量 見積価格例 納期 

アセトニトリル／水 混合液 
1 Ｌ×18 本  \126,000 （１本あたり \7,000 ） 

受注後約３週間
3 Ｌ×6 本   \90,000 （１本あたり \15,000 ） 

メタノール／水 混合液 
1 Ｌ×18 本   \45,000 （１本あたり \2,500 ） 

受注後約３週間
3 Ｌ×6 本   \33,000 （１本あたり \5,500 ) 

 

 

 

製品番号 製  品  名 規格 包装 価格(\) 

01065-76 アセトニトリル／水 混液 (３：２) HPLC 用(医薬品試験用) 3 L 12,000 

45046-79 水／メタノール 混液 （１：１） HPLC 用(医薬品試験用) 1 L 3,300 

関連製品  

・調製用溶媒は HPLC グレードを使用 

・組成比の目安として密度を確認 

・保証期限（年・月・日）をラベルに表示 

・試験成績書に検査日（年・月・日）を表示 

製品リスト 

■仕様                                                                  

・組成比（v/v）は、整数比で合計 100 としてください。（有機溶媒の組成比 5 ％～95 ％）  
※上記の他、3種類以上の溶媒ならびに緩衝液との組み合わせ、酸添加等をご要望されます場合はご相談ください。 

別途お見積りさせていただきます。    

    
・調製用溶媒は HPLC グレードを使用いたします。    
    
・組成比の目安として、密度（25 ℃）を確認いたします。    

※密度以外の試験項目をご要望の際はご相談ください。別途お見積りさせていただきます。   

  

・包装はガラス容器になります。    
    
・保証期間は製造後 1年間（未開封、冷暗所保管）    

※溶媒の種類、容器等の仕様が異なる場合はこの限りではございません。    

ご提案内容 

※お申し込みをご希望の場合は、弊社営業所までご連絡願います。 
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