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超高感度半導体ガスセンサを検出器に使用
ppbレベルの超高感度測定
ガス注入のみの簡単操作
短時間（4分間又は8分間）で測定を完了

自然大気をキャリアガスとして使用
⾼圧ガスボンベが不要（※一部機種を除く）

B4サイズ、5.5kg、100V電源で動作可能

自動サンプリング間隔（分）を設定し、
連続測定が可能（※オプション）

ppbレベルの微量ガスを短時間分析

微量ガスを⾼感度測定

簡単操作・短時間測定

キャリアガスボンベ不要

⼩型・軽量・ポータブル

センサガスクロマトグラフアプリケーションのご紹介

自動サンプリング可能

環境・臭気測定 水素脆性評価

消臭・脱臭評価

� ⾦属部材の評価
� 電子部品の評価
� お客様所有の昇温脱離装置にも

接続可能

� ⾞室内のVOC測定
� 消臭剤・脱臭剤の評価
� フィルター効果の確認

品質管理

� 食品分析（匂い・加熱臭・腐敗臭）
� 各種部材から発生するガスの計測
� 材料中の微量不純物の計測

� 実験室内、工場内等の環境測定
� 廃棄物や下⽔処理施設等の臭気管理
� 自動サンプリングによる
24時間、365日モニタリング可能
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医療（⽣体ガス）

� 呼気分析（呼気採取バッグ有り）
� 皮膚ガス測定
� 口腔内細菌生産ガス測定

研究開発

� 反応ガスの自動サンプリング測定
� 自動⾞部品のVOC測定
� 材料、触媒、製品開発
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昇温脱離型⽔素分析装置『PDHA-1000』
（昇温脱離装置＋センサガスクロマトグラフ）

設置場所を選ばず、
現場での分析が可能です！

昇温脱離装置

センサガスクロマトグラフ
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Sensor Gas Chromatograph

式型 ODSA-P2-A ODNA-P2-A ODNA-P2-B

本体価格 ¥1,800,000～ ¥1,500,000～ ¥1,650,000～

測定対象ガス

硫化水素

メチルメルカプタン

硫化ジメチル

アンモニア

アンモニア

トリメチルアミン

測定濃度域

（ppb）

硫化水素 2～1000

メチルメルカプタン 5～1000

硫化ジメチル 5～1000

アンモニア 30～10000
アンモニア 100～10000

トリメチルアミン 10～10000

測定対象事例

環境悪臭、呼気、口腔内細菌生産ガス

付臭剤、ペット臭、腐敗臭、脱臭効果

環境悪臭、口腔内細菌生産ガス

呼気、ペット臭、トイレ臭

工場内環境、脱臭効果

環境悪臭、口腔内細菌生産ガス

魚臭、呼気、ペット臭、トイレ臭

工場内環境、脱臭効果

型式 SGHA-P2-A（低濃度用） SGHA-P2-B（高濃度用） SGEA-P2-A SGVA-P2-A ※

本体価格 ¥2,250,000～ ¥1,650,000～ ¥1,950,000～ ¥2,100,000～

測定対象ガス

水素

一酸化炭素

水素

一酸化炭素

アセトアルデヒド

エタノール

アセトン

イソプレン

トルエン

エチルベンゼン

m-キシレン、p-キシレン

o-キシレン

スチレン

測定濃度域

（ppb）

水素 10～10000

一酸化炭素 10～10000

水素 1000～100000

一酸化炭素 1000～100000

アセトアルデヒド 5～10000

エタノール 200～100000

アセトン 20～50000

イソプレン 10～10000

トルエン 5～1000

エチルベンゼン 5～1000

m-ｷｼﾚﾝ、p-ｷｼﾚﾝ 5～1000

o-キシレン 5～1000

スチレン 5～1000

測定対象事例

高純度ガス中の不純物

大気、金属中水素

細胞中水素

呼気中水素

呼気中一酸化炭素

ガスリーク

呼気、口腔内細菌生産ガス

皮膚ガス、環境

各種部材の品質管理

室内環境、工場内環境

各種部材の品質管理

※SGVA-P2-Aは、キャリアガスに高純度ボンベエアーが必要です。

カスタマイズ対応可能な測定対象ガスカスタマイズ対応可能な測定対象ガスカスタマイズ対応可能な測定対象ガスカスタマイズ対応可能な測定対象ガス

炭化水素 メタン、エタン、プロパン、ブタン、エチレン、アセチレン など

アルコール メタノール、2-プロパノール など

アルデヒド

プロパナール、アクロレイン、i-ブチルアルデヒド、n-ブチルアルデヒド、ヘキサナール、ヘプタナール、

オクタナール、ノナナール、2-ノネナール など

ケトン 2-ノナノン、ジアセチル など

硫化物

エタンチオール、アリルメルカプタン、二硫化ジメチル（DMDS）、tert-ブチルメルカプタン（TBM）、

テトラヒドロチオフェン（THT）、アリルメチルスルフィド

条件によって測定できない場合もございます。その他のガスについてはお問合せください。


