
冊子テンプレート
A4 1P (210 mm×297 mm )

●水色の枠線……切れてはいけない要素（文字やロゴ等）をいれる範囲
●ピンクの枠線…仕上がりのサイズ
●みどりの枠線…フチなし印刷にする場合、背景を伸ばす範囲

★★★ＰＤＦに変換して入稿される場合★★★
「表示」＞「スライドマスター」画面より

色つきのガイド線を消してから変換してください

冊子のデータ製作について

・ページ数は表紙も含めた数になります

・データは1Pごとでも 見開きでも ご入稿頂けます

※見開きの場合はページ順どおりにご作成ください

・白紙のページがある場合は コメント欄にご指示ください

EnSpectrラマン分光製品

ポータブルラマン分光装置
ハンドヘルドラマン分光装置

小型ラマン分光装置
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EnSpectr R532®

EnSpectrR532®は、携帯型プローブシステム

の利点とラボ機器の性能を兼ね備えたユニー
クな機器です。 高品質なデータが不可欠なラ
マン分光に最適です。

■ 特徴
・高感度と低ノイズ
・非接触・リアルタイム測定
・クラス 3 b レーザー製品
・ポータブル、簡単操作
・SERS による超低濃度の解析（オプション）

■ 用途
・半導体・太陽電池 評価
・食品分析、評価
・製薬、化学プロセス
・地質学・鉱物学
・法医学

EnSpectr R532® EnSpectr R532-50®

レーザー
波長 532 nm 532 nm

出力 30 mW 30 mW

光学仕様
測定レンジ *1 160 ～ 4000 cm-1 160～ 4000 cm-1

波長分解能 4～ 6 cm-1 6～ 8 cm-1

検出器
タイプ Linear CCD Array Linear CCD Array

ピクセル数 3648 3648

ピクセルサイズ 8 μm x 200 μm 8 μm x 200 μm

暗電流 630 e/pixel/s 630 e/pixel/s

読み出しノイズ 30 e rms 30 e rms

ダイナミックレンジ 2100 2100

最大量子効率 90 % 90 %

積算時間 10 ms～ 500000 ms 10 ms～ 500000 ms

分光器
焦点距離 75 mm 50 mm

入射スリット幅 20 μm (30 μm optional) 20 μm (30 μm optional)

回折格子 1800 g/mm (1200 optional) 

holographic grating

1800 g/mm (1200 optional) 

holographic grating

電気仕様
USB 1 External Port 2.0 1 External Port 2.0

電力 100 – 240 VAC, 50 – 60 Hz 100 – 240 VAC, 50 – 60 Hz

制御PC（別途） Windows 7/8 Windows 7/8

サイズ
寸法 222 x 145 x 55 mm 180 x 122 x 60 mm

重量 1.5 kg 0.9 kg

■仕様

*1 ： 90～ 4000 cm-1、120～ 4000cm-1オプション対応可
*2 ： ライブラリーオプションあり
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EnSpectr R1064 ®

EnSpectr R1064®は、1064nmレーザーを使
用する事で蛍光シグナルを抑え、532nmや
785nm励起では測定できないラマンスペクトル
を取得することができるユニークな装置です。

■ 特徴

・ 1064nm励起

・高感度と低ノイズ

・非接触・リアルタイム測定

・ポータブル、簡単操作

■用途
・石油産業
・製薬、化学プロセス
・ポリマー
・塗料、染料の分析

EnSpectr R1064® EnSpectr R1064-1®

レーザー
波長 1064 nm 1064 nm

出力 300 mW 300 mW

光学仕様
測定レンジ 180 cm-1～ 3400 cm-1 200 cm-1～ 1850 cm-1

波長分解能 15～ 25 cm-1 7～ 9 cm-1

検出器
タイプ Linear Array Linear Array

ピクセル数 512 512

ピクセルサイズ 24 μm x 500 μm 24 μm x 500 μm

最大量子効率 90 % 90 %

積算時間 10 ms～ 500000 ms 10 ms～ 500000 ms

分光器
焦点距離 60 mm 75 mm

入射スリット幅 50 μm 50 μm

回折格子 300 g/mm NIR optimized 

ruled grating

600 g/mm NIR optimized 

ruled grating

電気仕様
USB 1 External Port 2.0 1 External Port 2.0

電力 100 – 240 VAC, 50 – 60 Hz 100 – 240 VAC, 50 – 60 Hz

制御PC（別途） Windows 7/8 Windows 7/8

サイズ
寸法 222 x 145 x 55 mm 222 x 145 x 55 mm

重量 1.7 kg 1.7 kg

■仕様
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レーザー
波長 532 nm

出力 30 mW

光学仕様

測定レンジ -780 cm-1～ -7 cm-1

7 cm-1～ 3850 cm-1

波長分解能 5～ 6cm-1

分光器
焦点距離 75 mm

入射スリット幅 20 μm
回折格子 1800 g/mm

■主な仕様

ラマン顕微鏡キット
EnSpectr MicroKit

EnSpectr Micro Kitは、所有の顕微鏡に組み合わせ簡
単に顕微ラマンへ拡張するキットです。
高空間分解能での測定が可能、イメージング用
自動ステージも搭載可能です(オプション)

■構成
・EnSpectr R532 /R1064

・反射顕微鏡取付ツール
・デジタル 3 MP カメラ
・ソフトウェア

～
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混合粒子測定システム

EnSpectr MixSplitter
MixSplitterは混合粒子を高感度、かつ自動で測定できる画期的な製品です。

サンプルを掃引するためのステージはX-Yを自動で制御し、測定結果は専用

のソフトウェア･データベースを使用して物質を特定することができます。

Heroin

Sugar

MixSplitter

測定イメージ

レーザー
波長 532 nm

出力 ～ 30 mW

光学仕様
測定レンジ 200～3600 cm-1

空間分解能 20 μm
測定可能粒子径 > 0.5 μm

■仕様
ステージ
軸数 3軸 (X-Y)

ステップ数 3,000

その他
混合数 上限無し
データベース 有機物 / 無機物

■特長
・測定波長 532 nm

・空間分解能 20 μm
・自動分析/測定
・測定可能粒子径 > 0.5 μm

■用途
・法医学
・麻薬検査
・化学プロセス
・食品添加物検査
・医薬品検査
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レーザー
波長 405 nm

出力 10～ 15 mW

光学仕様
測定レンジ 455～ 760 nm

波長分解能 0.45～ 0.6 nm

分光器
焦点距離 60 mm

入射スリット幅 30 μm
回折格子 1200 g/mm

EnSpectr L405 

フォトルミネッセンスアナライザー

405 nmダイオードレーザーを用い、スペクトル分解能0.5 nm

測定範囲455〜760 nmの小型ホトルミネッセンスシステムです。

■主な仕様 ■ 特長
•高分解能 0.5 nm

•測定域 455 ~ 760 nm

•励起波長 405 nm

■用途
•人体組織のモニタ
•細菌調査

EnSpectr Water 

PHMG濃度アナライザー

EnSpectr Waterは水を消毒する際に使用するPHMGを0.01ppmから

10ppmの濃度を10%の精度でで測定できる製品です。

PHMGの濃度を一定に保つ事で水の消毒管理に役立ちます。

SERS device
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RaPort –ハンドヘルドラマン
携帯性と優れた性能を持つ、
市場で唯一のハイエンドのハンドヘルドラマン

■ 特徴
・低濃度サンプル測定
・材料のリアルタイムその場同定
・Bluetooth接続
・Android / Windowsソフトウェア
・データベースはユーザーによって拡張可
・簡単操作

■主な仕様
•波長 532 nm

• 波数分解能 6 cm-1～
• 重量 2 kg

• 6時間動作
• 測定間隔 < 3 s

製薬 フィールド調査

• 税関及び貨物検査
• フォレンジック識別
• セキュリティーチェック

• 原材料検査
• 長時間作業対応
• IQ/OQ/PQ対応

• 地質学および鉱物学
• 考古学
• 宝石の識別

セキュリティ

■ 用途

ユーザーによる実装例

RaPort Bio –食肉検査用アナライザー
食肉から得られる緑膿菌の蛍光色素をスペクトル分析する事で
食肉の保存時間を1時間以内の誤差で測定します。

ナライザー
食肉から得られる緑膿菌の蛍光色素をスペクトル分析する事で

紫：100時間保存した牛肉

赤：新鮮な牛肉新鮮な牛肉の測定例 (バクテリア無) 20℃で4時間保存した豚肉
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MSHシステムズ株式会社
MSH Systems, Inc.
〒135-0042 東京都江東区木場6-6-6-201
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WEB:https://www.msh-systems.com/
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