
HPLC用溶媒-Plusｼﾘｰｽﾞ

２－プロパノール 

パーティクル（0.5μm以上）、100個/mL以下

※１： 平成25年6月3日以降製造分より、パーティクル保証を追加。
※2： LC/MS用 200mLは、パーティクル保証未対応。

規格項目 HPLC用 LC/MS用

純度 99.7 %以上 (GC) 99.7 %以上 (GC)

密度 (20 ℃) 0.784～0.786 g/mL 0.784～0.786 g/mL

屈折率 n20
D 1.376～1.378 1.376～1.378

水分 0.1 %以下 0.1 %以下

不揮発物 0.001 %以下 0.001 %以下

酸
0.001 %以下

(C2H5COOHとして)

0.001 %以下

(C2H5COOHとして)

過酸化物
5 ppm以下

(H2O2として)

5 ppm以下

(H2O2として)

吸光度 --- ---

210 nm 0.70 以下 0.70 以下

230 nm 0.15 以下 0.15 以下

250 nm 0.02 以下 0.02 以下

260～400 nm 0.01 以下 0.01 以下

相対けい光強度 試験適合 試験適合

LC/MS試験適合性 - 試験適合

パーティクル （0.5 µm以上） 100 個以下/mL 100 個以下/mL

製品名 規格 容量 製品番号 価格

2-プロパノール ‒Plus-

高速液体クロマトグラフィー用
1L 32435-1B ※1 ¥3,500

3L 32435-2B ※1 ¥9,000

LC/MS用

1L 32435-79 ¥4,200

3L 32435-76 ¥10,000

2-プロパノール LC/MS用 200mL 32435-12 ※2 ¥1,800 

HPLC用溶媒-Plus-シリーズに“2－プロパノール”を追加!!



製品リスト

アセトニトリル-Plus-

規格項目 HPLC用 LC/MS用

純度 （含量） 99.8 %以上 （GC） 99.8 %以上 （GC）

密度 （20 ℃） 0.780～0.784 g/mL 0.780～0.784 g/mL

屈折率 n20D 1.343～1.346 1.343～1.346

水分 0.05 %以下 0.05 %以下

不揮発物 （蒸発残分） 0.001 %以下 0.001 %以下

酸 （酸度）
0.001 %以下

(CH3COOHとして)
0.001 %以下

(CH3COOHとして)

過酸化物 (H2O2として) 5 ppm以下 5 ppm以下

グラジエント試験 試験適合 試験適合

吸光度 ̶̶̶ ̶̶̶

200 nm 0.050 以下 0.050 以下

210 nm 0.030 以下 0.030 以下

220 nm 0.015 以下 0.015 以下

225 nm 0.010 以下 0.010 以下

230 nm 0.010 以下 0.010 以下

240 nm 0.009 以下 0.009 以下

254 nm - -

相対けい光強度 試験適合 試験適合

LC/MS試験適合性 - 試験適合

パーティクル (0.3 µm以上) 100 個/mL以下 100 個/mL以下

パーティクル (0.5 µm以上) 50 個/mL以下 50 個/mL以下

弊社が長年培った独自の製造技術と厳しい品質管理により、パーティクルの数値的な保証を実現し

ております。

汎用のHPLCはもとより、粒子径2μm前後の粒子充填型HPLCカラムを使用する超高速・高圧HPLC
(UHPLC)システムや高感度化の進む各種検出器の使用に際し、より安心してご利用下さい。

製品名 規格 容量 製品番号 価格

アセトニトリル ‒Plus-

高速液体クロマトグラフィー用
1L 01031-1B ¥6,800 

3L 01031-2B ¥16,000 

HPLC用(医薬品試験用)
1L 01858-79 ¥7,500 

3L 01858-76 ¥17,000 

LC/MS用
1L 01033-79 ¥7,500 

3L 01033-76 ¥17,000 

メタノール ‒Plus-

高速液体クロマトグラフィー用
1L 25183-1B ¥1,800 

3L 25183-2B ¥4,000 

HPLC用(医薬品試験用)
1L 25190-79 ¥1,900 

3L 25190-76 ¥4,200 

LC/MS用
1L 25185-79 ¥1,900 

3L 25185-76 ¥4,200 

蒸留水 ‒Plus-

高速液体クロマトグラフィー用
1L 11307-1B ¥1,500 

3L 11307-2B ¥2,700 

LC/MS用
1L 11307-79 ¥2,200 

3L 11307-76 ¥3,900 



製品規格

メタノール-Plus-

規格項目 HPLC用 LC/MS用

純度 （含量） 99.8 %以上 （GC） 99.8 %以上 （GC）

密度 （20 ℃） 0.791～0.793 g/mL 0.791～0.793 g/mL

屈折率 n20D 1.327～1.330 1.327～1.330

水分 0.05 %以下 0.05 %以下

不揮発物（蒸発残分） 5 ppm以下 5 ppm以下

酸（酸度）
0.001 %以下
(HCOOHとして)

0.001 %以下
(HCOOHとして)

過酸化物(H2O2として) 5 ppm以下 5 ppm以下

グラジエント試験 - -

吸光度 ̶̶̶ ̶̶̶

210 nm 0.70 以下 0.70 以下

220 nm 0.30 以下 0.30 以下

230 nm 0.15 以下 0.15 以下

240 nm 0.07 以下 0.07 以下

254 nm 0.02 以下 0.02 以下

260 nm 0.01 以下 0.01 以下

相対けい光強度 試験適合 試験適合

LC/MS試験適合性 - 試験適合

パーティクル (0.3 µm以上) 100 個/mL以下 100 個/mL以下

パーティクル (0.5 µm以上) 50 個/mL以下 50 個/mL以下

LAS試験適合性 - 試験適合

規格項目 HPLC用 LC/MS用

密度 （20 ℃） 0.996～1.000 g/mL 0.996～1.000 g/mL

屈折率 n20D 1.332～1.334 1.332～1.334

pH （5.5～7.5） 試験適合 試験適合

不揮発物 0.001 %以下 0.001 %以下

ナトリウム - 0.01 ppm以下

カリウム - 0.01 ppm以下

銅 - 0.01 ppm以下

マグネシウム - 0.01 ppm以下

カルシウム - 0.01 ppm以下

バリウム - 0.01 ppm以下

亜鉛 - 0.01 ppm以下

カドミウム - 0.01 ppm以下

鉛 - 0.01 ppm以下

クロム - 0.01 ppm以下

マンガン - 0.01 ppm以下

鉄 - 0.01 ppm以下

コバルト - 0.01 ppm以下

ニッケル - 0.01 ppm以下

過酸化物 （H2O2として） 1 ppm以下 1 ppm以下

グラジエント試験 試験適合 試験適合

吸光度 （210 nm～） 0.01 以下 0.01 以下

相対けい光強度 試験適合 試験適合

LC/MS試験適合性 試験適合

パーティクル (0.5 µm以上) 50 個/mL以下 50 個/mL以下

蒸留水-Plus-



3局対応 HPLC用メタノール・アセトニトリル-Plus-

規格項目 JP試薬規格 ※1 USP試薬規格 ※2 EP試薬規格 JP試薬規格 ※1 USP試薬規格 ※2 EP試薬規格

純度 （含量） 99.8 %以上 （GC） 99.5 %以上 ※3 99.9 %以上 ※7 99.8 %以上 （GC） 99.8 %以上 ※3 99.8 %以上 ※10

外観 無色澄明 澄明 ※3 無色澄明 ※5 無色澄明 澄明 ※3 無色澄明 ※8

硫酸着色物質 - - - - 試験適合 ※3 -

過マンガン酸還元性物質 - - - - 試験適合 ※3 -

水溶性 - - - - 試験適合 ※3 -

沸点 - - - - - 64-65 ℃ ※8

色 (APHA) - 10 以下 ※3 - - 10 以下 ※3 -

密度 （20 ℃） 0.780～0.784 g/mL - - 0.791～0.793 g/mL - -

比重 d2020 - - 約 0.78 ※5 - - 0.791-0.793 ※8

屈折率 n20D 1.343～1.346 - 約 1.344 ※5 1.327～1.330 - -

水分 0.05 %以下 0.3 %以下 ※3 - 0.05 %以下 0.1 %以下 ※3 -

不揮発物 （蒸発残分） 0.001 %以下 0.005 %以下 ※3 - 5 ppm以下 0.001 %以下 ※3 -

カルボニル化合物 (アセトン) - - - - 0.001 %以下 ※3 -

（ホルムアルデヒド） - - - - 0.001 %以下 ※3 -

（アセトアルデヒド） - - - - 0.001 %以下 ※3 -

蒸留範囲 (80 ℃～82 ℃) - - 95 %以上 ※5 - - -

酸（酸度）
0.001 %以下

(CH3COOHとして)
8 μ eq/g以下 ※3 -

0.001 %以下

(HCOOHとして)
0.3 μ eq/g以下 ※3 -

塩基度 - 0.6 μ eq/g以下 ※3 - - 0.2 μ eq/g以下 ※3 -

過酸化物 (H2O2として) 5 ppm以下 - - 5 ppm以下 - -

pH - -
100 g/L 溶液は

リトマス紙で中性
- - -

グラジエント試験 試験適合 試験適合 ※4 - - 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 - - -

205 nm - - - - 1.00 以下 ※4 -

210 nm 0.030 以下 - - 0.70 以下 0.80 以下 ※4 0.698 以下 ※9

220 nm 0.015 以下 0.05 以下 ※4 - 0.30 以下 0.40 以下 ※4 0.301 以下 ※9

225 nm 0.010 以下 - - - - 0.17 以下 ※10

230 nm 0.010 以下 - - 0.15 以下 0.20 以下 ※4 0.124 以下 ※9

240 nm 0.009 以下 - 0.008 以下 ※6 0.07 以下 0.10 以下 ※4 -

250 nm - - - - - 0.022 以下 ※9

254 nm - 0.01 以下 ※4 - 0.02 以下 - -

260 nm～ - - - 0.01 以下 - 0.008 以下 ※9

260 nm - - - - 0.04 以下 ※4 -

280-400 nm - - - - 0.01以下 ※4 -

相対けい光強度 試験適合 - - 試験適合 - -

パーティクル
(0.3 µm以上) 100 個/mL以下 100 個/mL以下 

パーティクル
(0.5 µm以上) 50 個/mL以下 50 個/mL以下

アセトニトリル-Plus- メタノール-Plus-

※1: JP試薬規格をベースに

弊社独自の規格を設定

※2: ACS ※5: EP Reagent  Acetonitrile ※8: EP Reagent  Methanol 

※3: ACS General Use ※6: EP Reagent  Acetonitrile  for chromatography ※9: EP Reagent  Methanol R1 

※4: ACS Specific Use ※7: EP Reagent  Acetonitrile R1 ※10: EP Reagent  Methanol R2 

● 日本薬局方(JP)試薬規格をベースに関東化学独自の規格を設定

● 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

● ラベルに保証期限を表記

RCA-03（201604）


