Phenomenex
について
フェノメネクスは、研究者の課題を解決
する新しい分析化学ソリューションの開
発に取り組む、
グローバルなテクニカル
リーダーです。創薬・医薬品開発・食品安
全性から環境分析まで、弊社のクロマト
グラフィー製品、技術サービス、化学基
準はサイエンスを加速し、研究者が世界
の健康と幸福を向上させる手助けをしま
す。

当社のコアテクノロジーには、液体クロ
マトグラフィー、
ガスクロマトグラフィー、
サンプル前処理、バルククロマトグラフィ
ー、およびクロマトグラフィーの付属品と
機器用の製品が含まれます。
なおフェノメネクスは、バイオ医薬品の
開発を促進する、新しいクロマトグラフィ
ーソリューションの開発に取り組んでい
ます。急速に成長する産業では、拡大す
る分析上の課題に対応するために、目的
に合ったアプリケーションと革新的な技
術が必要とされています。弊社のカラム
とサンプル前処理ソリューションは、高分
子分析における多面的な分析ニーズに
対応するように設計されています。
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フェノメネクスの製品ハイライト
バイオ医薬品分析のための
Biozen HPLC / UHPLCカラム

Core-Shell Technology
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dSEC

凝集体分析
ペプチドマッピング
チャージバリアント分析
インタクトマス
インタクトおよびフラグメント分析
ペプチド定量
糖鎖分析
薬物抗体比（DAR)
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Biozen dSEC
1.8 μm & 3 μm

Biozen WidePore C4
2.6 μm

Biozen Intact XB-C8
3.6 μm

Biozen Glycan
2.6 μm
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Biozen Peptide XB-C18
1.7 μm & 2.6 μm
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Biozen Peptide PS-C18
1.6 μm & 3 μm
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Biozen Oligo
1.7 μm & 2.6 μm
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Kinetex コアシェル HPLC / UHPLCカラム
メソッドの生産性を改善
多様な粒子サイズのオプション
LCシステムを最大限に活用
あらゆるアプリケーションに対応する11の独
自の固定相の選択性
• より低い圧力にて高効率
•
•
•
•

UHPLC対応全多孔性シリカを採用した
Luna Omega LCカラム

OMEGA

•
•
•

卓越した分離能を実現
マイクロポアを排除し、一貫性のある多孔性
高い耐久性と信頼性

フェノメネクスのリソース
HPLC

40年にわたる品質保証

LC、GCおよび
サンプル前処理
製品

トラブルシューティングガイド

究極の
HPLC/UHPLC
カラム コンボ
Kinetex + Luna Omega
• 素晴らしい性能
• PEAK 再現性
• 多用途の選択性
• スループットの向上

新登場！
OMEGA

PEAK

Luna Omega C18 (1.6 μm, 3 μm, 5 μm)
新たなレベルの再現性を有する
KinetexとLuna Omega製品
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フェノメネクスの会社
概要および製品情報

KinetexおよびLuna
Omega製品紹介

HPLCカラムおよびシ

ステムの問題解決の
ための重要なヒント

その他数多くのリソースが、以下
のリンクまたはQRコードよりご
覧頂けます。

discover.phenomenex.com/
strategicir

商標
Biozen、KinetexおよびLuna OmegaはPhenomenexの商標です。
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