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残留農薬分析の簡易・迅速固相前処理に用いる

少量充填ミニカラム

InertSep® C18/SAX/PSA
（200 mg/100 mg/ 100 mg/1 mL）

農作物中の残留農薬分析における迅速一斉分析法の固相前処理に用いる少量充填ミニカラムに三層ミニカラム

InertSep C18/SAX/PSA（200 mg/100 mg/100 mg/1 mL）がラインアップとして追加されました。

 使用する溶媒はアセトニトリルのみ

 簡単・迅速な処理方法
操作方法は三層固相に作物抽出液を0.5 mL負荷し、追加溶媒を流すだけの操作

 夾雑成分の除去に有効
作物抽出液中の脂質・色素・脂肪酸などの除去が可能

 食品分析の自動化も可能
食品分析用自動化前処理装置G-Prep FAを用い、固相前処理操作の自動化も可能

G-Prep FAと少量充填ミニカラムによる自動残留農薬前処理事例

野菜、果実 20.0 g
穀類、豆類 10.0 g＊1

作物抽出液 0.5 mL 準備

（1 g 相当に調製）

＊1：水20 mL、15 分放置

＊2：アセトニトリル 50 mL
＊3：ろ紙の残留物をアセトニトリル20 mL で再度ホモジナイズ

測定

脂質・色素・脂肪酸の除去

No.1 迅速一斉分析法

InertSep C18 / SAX / PSA
（200 mg / 100 mg / 100 mg / 1 mL）

① コンディショニング
▼ アセトニトリル 2.0 mL
② 試料負荷
▼
③ 溶出

アセトニトリル 0.5 mL
（回収総量約 1.5 mL）

ホモジナイズ＊2

吸引ろ過 ＊3

100 mL 定容
（アセトニトリル）

アセトニトリル層分取

20 mL 分取

NaCl 10 g
リン酸緩衝液 (pH7.0) 20 mL  

振とう、静置
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食品分析用自動化前処理装置G-Prep FAに関する資料はQRコードにてご参照ください。

自動化可能
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本カタログの内容は、2018年12月時点のものです。

残留農薬一斉分析を簡略化させる方法の一つとして、

ミニカラムのサイズダウン化を検討されているお客様にお薦めです。

InertSep C18  
50 mg/1 mL

InertSep GC/PSA 
50 mg/50 mg/1 mL

注）上記以外の充填剤・充填量も対応可能です。お問い合わせください。

品 名 サイズ 入 数 Cat.No. 価 格

InertSep C18/SAX/PSA 200 mg/100 mg/100 mg/1 mL 100 本 5010-68110 53,000

InertSep C18
50 mg/1 mL 100 本 5010-61000 27,000

200 mg/1 mL 50 本 5010-61016 17,000

InertSep GC/PSA
50 mg/50 mg/1 mL 50 本 5010-68016 25,000

50 mg/125 mg/1 mL 50 本 5010-68017 27,000

InertSep GC/PSA 
50 mg/125 mg/1 mL
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脂質・色素の除去

ホモジナイズ ＊2

吸引ろ過 ＊3

100 mL 定容
（アセトニトリル）

アセトニトリル層分取

作物抽出液 1 mL 準備

（1 g 相当に調製）

トルエン添加（0.4 mL）
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＊1：水20 mL、15 分放置

＊2：アセトニトリル 50 mL
＊3：ろ紙の残留物をアセトニトリル20 mL で再度ホモジナイズ

20 mL 分取

NaCl 10 g
リン酸緩衝液 (pH7.0) 20 mL  

振とう、静置

C18 ミニカラム
（200 mg/1 mL）

① コンディショニング
▼ アセトニトリル 2.0 mL
② 試料負荷
▼
③ 溶出

アセトニトリル 0.2 mL
（回収総量 1.2 mL）

色素・脂肪酸の除去

GC/PSA 積層ミニカラム
（50 mg/125 mg/1 mL）

① コンディショニング
▼ アセトニトリル / トルエン

＝（3:1） 2.0 mL
② 試料負荷
▼
③ 溶出

アセトニトリル / トルエン
＝（3:1） 2.0 mL
（回収総量 3.6 mL）

No.2 一斉試験法をサイズダウン化した方法

InertSep C18/SAX/PSA
200 mg/100 mg/100 mg/1 mL
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測定

野菜、果実 20.0 g
穀類、豆類 20.0 g＊1

自動化可能自動化可能


