
安定同位体試薬

※ 掲載は一部です

アルザシム（ALSACHIM）社試薬特長

製品特長

アルザシム社では、およそ6000種類にも及ぶ安定同位体を含めた試薬製品をご提供可能です。

◯ 購入時、本体純度、安定同位体としての純度、LC/MS、NMR等のデーターのご提供も可能

◯ 純度保証は測定日より1年間

製品詳細に関してはフランス アルザシム社、もしくは、島津ジーエルシーにお問い合わせください。
（詳しくは裏面をご覧ください）

弊社で取り扱いのALSACHIM社製品は試薬製品であり、試験・研究目的での使用に限られ、体外診断、医薬品、食品、化粧品などの目的、
および人体、動物等への使用はできません。

安定同位体試薬と標準試薬を掲載しております。

※ これらは本カテゴリー製品の一部であり、リスト以外の製品に関しては、ALSACHIM WEBサイトまたは、島津GLC WEBサイトでご確認ください。

代謝物製品（食品・飲料産業系）

MK-FL-20-0022D

製品番号 品名 CAS 容量
C1202 [¹³C,²H₃]-Diosmetin 1261394-22-2 1 ～ 100 mg
C2931 [²H₅]-4-Hydroxy-17-beta-estradiol 221093-38-5 1 ～ 100 mg
C2933 [²H₅]-4-Methoxy-17-beta-estradiol 26788-23-8 unlabeled 1 ～ 100 mg
C2934 [¹³C,²H₃]-4-Methoxy-17-beta-estradiol 1217442-62-0 1 ～ 100 mg
C2938 16-Epiestriol 547-81-9 1 ～ 100 mg
C2940 [²H₂]-16-Epiestriol 366495-94-5 1 ～ 100 mg
C2942 [²H₄]-2-Hydroxyestrone 81586-97-2 1 ～ 100 mg
C2945 4-Hydroxyestrone 3131-23-5 1 ～ 100 mg
C2946 [²H₄]-4-Hydroxyestrone 81586-98-3 1 ～ 100 mg
C3168 [¹³C,²H₃]-9-cis-Retinoic acid 168416-29-3 1 ～ 100 mg
C3169 [²H₃]-9-cis-Retinoic acid 187339-60-2 1 ～ 100 mg
C3363 [²H₉]-16-alpha-Hydroxyprogesterone 438-07-3 unlabeled 1 ～ 100 mg
C353 [¹³C]-Xanthine 69-89-6 unlabeled 1 ～ 100 mg
C3582 D,L-Metanephrine hydrochloride 881-95-8 1 ～ 100 mg
C4521 7-Hydroxycoumarin-beta-D-glucuronide 66695-14-5 1 ～ 100 mg
C4853 L-Carnitine inner salt 541-15-1 1 ～ 100 mg
C6288 [¹³C, ²H₃]-Desphenylmethylchloridazon 17254-80-7 unlabeled 1 ～ 100 mg
C6341 Dehydroepiandrosterone sulfate sodium salt 1099-87-2 1 ～ 100 mg
C6342 [²H₆]-Dehydroepiandrosterone sulfate sodium salt 1099-87-2 unlabeled 1 ～ 100 mg
C6639 [¹³C,²H₃]-D,L-Normetanephrine hydrochloride 1011-74-1 unlabeled 1 ～ 100 mg
C7011 [²H₆]-4-Oxotretinoin 71748-58-8 unlabeled 1 ～ 100 mg
M1075 [²H₃]-L-Carnitine inner salt 126372-70-1 1 ～ 100 mg
M1118 [²H₃]-Carnitine chloride salt 68960-71-4 unlabeled 1 ～ 100 mg
M1124 [²H₃]-Carnitine perchlorate salt N/A 1～ 100 mg
S4152 Carnitine chloride salt 68960-71-4 1 ～ 100 mg
S4153 Carnitine perchlorate salt N/A 1～ 100 mg

https://solutions.shimadzu.co.jp/glc/products/alsachim/alsachims/C1202.html
https://solutions.shimadzu.co.jp/glc/products/alsachim/alsachims/C2931.html
https://solutions.shimadzu.co.jp/glc/products/alsachim/alsachims/C2933.html
https://solutions.shimadzu.co.jp/glc/products/alsachim/alsachims/C2934.html
https://solutions.shimadzu.co.jp/glc/products/alsachim/alsachims/C2938.html
https://solutions.shimadzu.co.jp/glc/products/alsachim/alsachims/C2940.html
https://solutions.shimadzu.co.jp/glc/products/alsachim/alsachims/C2942.html
https://solutions.shimadzu.co.jp/glc/products/alsachim/alsachims/C2945.html
https://solutions.shimadzu.co.jp/glc/products/alsachim/alsachims/C2946.html
https://solutions.shimadzu.co.jp/glc/products/alsachim/alsachims/C3168.html
https://solutions.shimadzu.co.jp/glc/products/alsachim/alsachims/C3169.html
https://solutions.shimadzu.co.jp/glc/products/alsachim/alsachims/C3363.html
https://solutions.shimadzu.co.jp/glc/products/alsachim/alsachims/C353.html
https://solutions.shimadzu.co.jp/glc/products/alsachim/alsachims/C3582.html
https://solutions.shimadzu.co.jp/glc/products/alsachim/alsachims/C3955.html
https://solutions.shimadzu.co.jp/glc/products/alsachim/alsachims/C4521.html
https://solutions.shimadzu.co.jp/glc/products/alsachim/alsachims/C4853.html
https://solutions.shimadzu.co.jp/glc/products/alsachim/alsachims/C6288.html
https://solutions.shimadzu.co.jp/glc/products/alsachim/alsachims/C6341.html
https://solutions.shimadzu.co.jp/glc/products/alsachim/alsachims/C6342.html
https://solutions.shimadzu.co.jp/glc/products/alsachim/alsachims/C6639.html
https://solutions.shimadzu.co.jp/glc/products/alsachim/alsachims/C7011.html
https://solutions.shimadzu.co.jp/glc/products/alsachim/alsachims/M1075.html
https://solutions.shimadzu.co.jp/glc/products/alsachim/alsachims/M1118.html
https://solutions.shimadzu.co.jp/glc/products/alsachim/alsachims/M1124.html
https://solutions.shimadzu.co.jp/glc/products/alsachim/alsachims/S4152.html
https://solutions.shimadzu.co.jp/glc/products/alsachim/alsachims/S4153.html


アルザシム試薬製品ページ

島津ジーエルシーのwebページでは、約 5,000 品目近い製品を掲載中。また、CAS 番号や製品番号で
お探しの製品を簡単に検索できます！是非一度、ご覧になってみてください。

販売店 販売元

※本資料は発行時の情報に基づいて作成されており、予告なく改訂することがあります。

担当

https://solutions.shimadzu.co.jp/glc

(株)島津ジーエルシー
ホームページはこちら

GLC web page

弊社ホームページからご登録できます！

得情報
満載 !!

島津ジーエルシー 検  索

カテゴリー別ラインナップ

アルザシム社製安定同位体試薬に関するよくある
お問い合わせ内容をQ&A方式でまとめています。
お困りの際は、是非ご活用ください。

安定同位体試薬Q&A

島津ジーエルシーweb内アルザシム製品ページ

お問い合わせについて

お問い合わせは、弊社 web ページ内アルザシム社製試薬トップページ、もしくは各製品ページ内に
専用のお問い合わせリンクがございますのでお気軽にお問い合わせください。

※合成が困難である場合や、ご希望の純度・納期・価格等の条件を満たせないことが予想される時は、辞退させていただく場合がございますので予めご了承ください。

※受託合成サービス見積り時のご回答納期は参考納期です。実納期は、諸事情により大きく変動する可能性がございますので予めご了承ください。
　詳細については個別にお問い合わせください。

便利な検索機能もあります︕ スマホ・タブレットにも対応︕

https://solutions.shimadzu.co.jp/glc/products/alsachim/index.html

https://solutions.shimadzu.co.jp/glc/faq_reagent.html
スマホ・タブレットにも対応︕

アルザシム試薬トップページ最下部アルザシム試薬トップページ最下部 もしくは、




