
協賛企業・団体 
錯体化学会第 70 回討論会の開催につきまして、各社よりご⽀援を
賜りました。ここに社名を記して、謝意を表します。 

株式会社 リガク 
マイクロトラック・ベル 株式会社 
ブルカージャパン 株式会社 
Royal Society of Chemistry Japan KK 
株式会社 ユニソク 
（上記５社はポスター会場にブースも出展） 

株式会社 ブライト 
仙台和光純薬 株式会社 
浜松ホトニクス 株式会社 
三共出版 株式会社 
オザワ科学 株式会社 
和研薬 株式会社 
⽮澤科学器械 株式会社 

（広告掲載順） 
株式会社 朝倉書店 
株式会社オヅ商会 
株式会社カーク 
東ソー・ファインケム株式会社 
仁⽊⼯芸㈱ 
⼀般社団法⼈⽔⼾観光コンベンション協会 
メトラー・トレド株式会社 

（五⼗⾳順） 
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BELSORP MAX G 
高精度ガス吸着量測定装置
コンパクト・高性能ガス吸着をローコストで実現！

マイクロ孔から評価可能なBELSORP MAXに、高性能、コンパクト、低価格モデルが新たにラインナップ
●N2(77.4K)、Ar(87.3K)極低圧測定により、BET比表面積、マイクロ孔から広範囲な細孔分布評価、
　Kr（77.4K）ガス吸着測定による、低比表面積評価
●測定範囲： 比表面積; 0.01m2/g以上（N2）、0.0005m2/g以上（Kr）　 細孔分布; 0.35～500nm（直径）
●GCMC・NLDFTの新規細孔分布理論を備えたBELMaster Ver.7による高度な解析
●ガス導入最適化（GDO）機能により、各吸着点を確実に短時間で評価
●フリースペース連続測定法（AFSMTM）による低サンプル量での高精度測定可能

世界唯一の粉粒体総合分析機器メーカー マイクロトラック・ベル

信頼のブランドで最適な評価装置をご提案します

BELSORP MAX II-HP
高精度ガス／蒸気吸着量測定装置

BELCAT II
触媒分析装置

ガスの定性・定量分析に！

BELMASS
●BELCAT II に接続し、多成分吸着（破過曲線）測定に使用可能
●加湿雰囲気下におけるCO2吸着など多成分測定が可能
●真空計なども内蔵されていますので、容易に使用可能
●昇温脱離における定性分析や各種触媒反応などのガス分析に
●測定原理：質量分析法（Q-mass）　　
●マスレンジ：1-200amu.

オンラインガス分析計

固体触媒のキャラクタリゼーションに！

世界最高峰の吸着装置

●測定範囲： 比表面積; 0.01m2/g以上（N2）、0.0005m2/g以上（Kr）　細孔分布; 0.35～500nm（直径）
●極低圧2検体、最大3検体の同時測定に高圧ガス（最大900 kPaまで）吸着量評価可能
●測定時間を大幅短縮（バルブアクティブ制御・GDO）
●フリースペース連続測定法（AFSMTM）による低サンプル量での高精度測定可能
●前処理から吸着等温線測定まで完全自動測定（オプション）・メール送信機能によりリモートワークに有用
●専用の解析ソフトウェアBELMaster Ver. 7により、BET・細孔分布・吸着速度解析可能
アプリケーション：CO2削減・エネルギー貯蔵（CH4/MCH/H2）・空気分離など

●TPD測定による酸／塩基性やパルス測定による金属分散度、BET比表面積や吸着破過曲線、
　各種触媒反応などさまざまな測定が可能
●ガス混合機能の標準化により、任意の比で混合ガスを調整可能
●蒸気導入ユニットの低価格・オプション化を実現
●温度範囲：常温～1100℃（オプション-120～1100℃）   
●使用可能ガス：H2、O2、N2、NO、NH3等 

高圧ガス吸着量測定仕様

評価項目 粒子径分布、粒子形状観察（画像解析）、個数カウント、スラリー分散性（ゼータ電位/ 流動電位）、比表面積／細孔分布、吸着破過曲線、吸着速度評価、
触媒評価（反応、TPD/TPR/TPO、金属分散度）、親・疎水性評価、高圧吸着量評価、多成分吸着量評価、真密度測定、燃料電池評価、高分子材料評価、ガス分析

〒559-0031 大阪市住之江区南港東8丁目2番52号　TEL：06-6655-0360 （代表）

大阪営業所
TEL : 06-6655-0362

名古屋営業所
TEL : 052-228-0792

東京営業所
TEL : 03-6457-6707

※2019年11月から本社・東京・名古屋の各拠点の連絡先が変わりました。お客様にはご迷惑をお掛けしますが、何卒宜しくお願い致します。

E-mail   sales-all@microtrac-bel.com
https://www.microtrac.com/jp
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Registered charity number: 207890

Supporting the on-going relationship 
between the Royal Society of Chemistry and 
the Japan Society of Coordination Chemistry

rsc.li/dalton

ISSN 0306-0012

COMMUNICATION
Douglas W. Stephen et al. 
N-Heterocyclic carbene stabilized parent sulfenyl, selenenyl, 
and tellurenyl cations (XH+, X = S, Se, Te) 

Volume 46
Number 10
14 March 2017
Pages 3073-3412 Dalton

  Transactions
An international journal of inorganic chemistry

rsc.li/crystengcomm

PAPER
Yuan Zhuang et al. 
Structural study on PVA assisted self-assembled 3D 
hierarchical iron (hydr)oxides

Volume 20
Number 15
21 April 2018
Pages 2071-2202
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Inorganic Chem
istry Frontiers 

 
Pages 0000–0000

INORGANIC  
CHEMISTRY
F R O N T I E R S

Volume 5 | Number 3 | Month 2018

rsc.li/frontiers-inorganic

Dalton Transactions
The international journal for high quality, original research in  
inorganic and organometallic chemistry
•  The whole of inorganic and organometallic chemistry in one  

high quality journal 
•  The world’s largest high quality inorganic journal    
•  Fast times to publication mean rapid visibility for your work

Editorial Board Chair: 
Russell Morris, University of St Andrews, UK

rsc.li/dalton

Inorganic Chemistry Frontiers
The international, high quality journal for interdisciplinary research 
between inorganic chemistry and related subjects 
•  The only journal dedicated to research at the interface of inorganic 

chemistry and related fields
•  A unique collaboration between the Royal Society of Chemistry and  

the Chinese Chemical Society
•  Reports the best science from China, Asia and the rest of the world  

to a global audience

Editor-in-Chief: 
Song Gao, Peking University, China

rsc.li/frontiers-inorganic

CrystEngComm
Design and understanding of solid-state and crystalline materials
•  A high quality weekly journal dedicated to crystal engineering and the 

design and understanding of crystalline materials
•  Publishing research from a global author base
•  Fast times to publication ensure rapid visibility for your work

Editorial Board Chair:  
Pierangelo Metrangolo, Politecnico di Milano, Italy

rsc.li/crystengcomm

Submit your work today 
pubs.rsc.org



TAS Data ExamplesTAS Data Examples

FeaturesFeatures

TCSPC SoftwareTCSPC Software

Picosecond Transient Absorption Spectroscopy System

世界初  ピコ秒過渡吸収分光・蛍光寿命コンバインシステム世界初  ピコ秒過渡吸収分光・蛍光寿命コンバインシステム

picoTAS+TCSPCpicoTAS+TCSPC

自社開発の RIPT 法と TCSPC 法を１台に融合

ピコ秒過渡吸収システムに
　　　　　　　　　蛍光寿命オプション付加可能

蛍光寿命システムから
　　 　ピコ秒過渡吸収へのアップグレードも可能

任意の波長で蛍光励起 可能

過渡吸収‐蛍光寿命の切り替えはワンタッチ

100 ps ～ ms ～ s の過渡吸収測定

蛍光が巧妙に除去された過渡吸収信号

VIS ～ NIR の広い過渡吸収測定範囲

コンパクト設計、光学台不要（ナノ秒モデル）

トルエン中フラーレン（C60）
の過渡吸収スペクトル（左上）、
過渡吸収時間変化（左下）、
等高線（右）

E-mail: info@unisoku.co.jp Web site: http://www.unisoku.co.jp/

本社 ・研究所 〒573-0131 大阪府枚方市春日野 2-4-3 TEL 072(858)6456 FAX 072(859)5655

株式会社ユニソク



◎ 視野が広く機能的なデザイン
◎ Eco Modeを採用
◎ タッチパネルによるPLC制御
◎ 再生可能な精製塔
◎ 酸素・水分共に0.1ppm以下
◎ カプセル型大容量ブロワー採用
◎ フットペダル付き
◎ 可変可能な棚
◎ 自動内圧調整

◎ 安全な高純度の溶媒精製
◎ 酸素・水分共に数ppm以下に溶媒精製
◎ 800リットルの精製能力
◎ 1溶媒から設置可能
◎ グローブボックスと接続可能なシステム

◎ ミニアンティチャンバー
　 （∅150mm、長さ400mm）
◎ 酸素計
◎ 水分計
◎ 冷蔵庫（-35℃）
◎ ソルベント・トラップ
◎ 顕微鏡（窓付又はCCD型）
◎ 角型アンティチャンバー
◎ ガラスキャピラリー封入ヒーター
◎ 各種フィールドスルー

MB-SPS-5（5溶媒用） グローブボックス内に接続
MB-SPS-Compact
（卓上型1溶媒用）

〒351-0114  埼玉県和光市本町6-32 吉川ビル
TEL：048-450-5770　FAX：048-450-5771

〒573-0032  大阪府枚方市岡東町4-8 ムッシュビル5階
TEL：072-861-0881　FAX：072-861-0882
URL：http://www.bright-jp.com/

本　　社

大阪営業所



All  Over  Sience

OrganicChemicals

FineChemicals

BioChemicals

Reagents

Medical Appliances

ClinicalChemicals

Equipment

Instruments

仙台和光純薬株式会社
Sendai WAKO PureChemical.ltd

Tel : 022(239)2700      Fax : 022(239)2705
Email : 1nfo@sendaiwako.com
http://www.sendaiwako.comhttps://www.science-tour.com

試薬･理化学機器・臨床検査薬・ 

     　医療機器の購買サイト

ー仙台和光純薬株式会社ー

わたしたちは、あなたの一番近くで研究をサポートします



〒101-0051
東京都千代田区神田神保町 3-2

TEL 03-3264-5711　FAX 03-3265-5149
https://www.sankyoshuppan.co.jp/

西原　寛・山元公寿　編著 A5版・550頁 ・本体8,000円＋税

フロンティア 機能高分子金属錯体

フロンティア 生物無機化学
A5版・540頁・本体7,500円＋税伊東　忍・青野重利・林　高史　編著

新刊待望の
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