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高性能と高機能　すべてを使いやすくしました
J257 & J357 シリーズ屈折計
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ルドルフが選ばれる理由

5桁（小数点以下）の精度を全範囲で
屈折率　1.26 - 1.70  の広範囲の測定が可能

TempTrol™　テンプトロール　高精度温度制御

 
 

 

 

豊富な種類の校正用標準溶液

 

新しく生まれ変わったルドルフ・リサーチ・アナリティカル社　屈折計 J-257,J-357が選ばれている理由はココにあります。
全てのアプリケーションに最適な使用環境を提供し、飛躍的な生産性の向上を提供します。

Smart Measure™　標準搭載
スマートメジャーTMスマートメージャーは常にプリズムをモニターしており、試料溶液が
滴下されたら直ちに測定を開始し、プリズム表面に不具合がある場合は
メッセージを表示します。測定終了後のクリーニングの状態もモニター
され、状態が悪い場合は、同じくメッセージにて警告を出します。

機器の校正には欠くことのできない校正用標準溶液は
豊富な種類で様々なアプリケーションに合わせて選択
することができます。医薬・製薬業界で求められる
バリデーションでも複点数キットで提供可能です。

上下からの高精度温度制御機能はルドルフ社だけの特徴です。
温度制御は屈折計の測定では非常に重要なファクターとなり、
上下から温度制御することで、繰り返し測定でも威力を発揮します。
J-357-CCでは±0.01の温度精度で5 ℃から100℃まで対応しています。

他に類を見ない広範囲の屈折率を高精度でカバーします。
　J-357-CC では屈折率 1.26 - 1.70の範囲を
　±0.00002の精度を実現しました。

Trend AnalysisTMでアプリケーションが広がります
トレンドアナリシスTM

トレンドアナリシスは測定結果を時系列で記録し、表示します。
品質管理の現場やロット管理など測定結果を呼び出さなくても
グラフィカルに表示し測定値の変化を確実に素早く判断できます。

温度環境をより確実に

上下温度制御をより確実に
素早く実現するのが、
インシュレーターです。
上部ブレッサーを閉じるこ
とで密閉に近い環境を作り
温度制御をより早く、確実
に行います。
特に揮発しやすい試料や
温度影響を受けやすい試料
に最適です。

フラットなサンプルエリア

ルドルフ社の代名詞とも言えるフラットなサンプルエリア。
屈折計の測定でもっとも重要な作業が試料の滴下、測定後の
クリーニングです。さっと拭き取り次の試料へ移ることがで
き、作業効率が大幅に向上します。

Windows 7 TM Embedded OS　を採用

使い慣れたWindows PCと同じように使えます。
セキュリティに優れた組込専用のオペレーティングシステム
はLANポート、USBポートを装備し、LIMSへの直接データ
出力も、USB機器もPCと同じように使用できます。
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ルドルフだけのサンプルエリア
ウルトラ　フラット
簡単・確実クリーニング 屈折計の最も重要なポイントは
心臓部でもあるプリズム（サンプルエリア）表面をどれだけ
簡単に、確実に、クリーニングが行えるかどうかになります。
ルドルフ社 J Series（ジェイシリーズ）屈折計だけの特徴で
もあるウルトラ フラット プリズムは定評あるフラット構造
となっており、必要試料容量もわずか 1ml 程度で、測定終了
後、サッと拭き取りクリーニングが行えます。
プリズムには硬度の高く、傷つきにくいサファイアガラスを
採用しており、測定毎に必ず拭き取るクリーニングを行う
屈折計には重要なポイントです。

サンプルエリア

限りなくフラットに近い形状のサンプルエリアは高い粘性の
試料もサッとクリーニングできます。また、ほとんどの溶剤
にも耐久性があり、アセトン洗浄も可能です。
Hオプション *1 は強酸溶液（塩酸やフッ酸）にも対応して
おり電子材料やメッキ溶液のアプリケーションに最適です。

強靭なサファイアガラスを採用

一部他社製品ではサンプルエリア結晶に YAG ( イットリウム
アルミニウム ガーネット）を採用しています。　YAG結晶
はサファイアガラス結晶に比べて硬度が低く傷がつきやすい
とされています。またサファイアガラス結晶に比べて熱伝導
率も低く、正確な屈折率を得る為には温度安定までの時間が
長くなります。

ルドルフ社ジェイシリーズ屈折計は製品ラインナップ全てに
サファイアガラスを採用しており、クリーニングに使用する
紙製品も選びません。　一般的に貴社ラボで使用されている
クリーニングペーパーでサッと拭いて、次の試料を測定して
ください。
*1: H オプションは工場オプションとなります。（お問い合わせください）

他社製品と比べてみてください

他社製品A

他社製品B

市販されている多くのデジタル屈折計のサンプルエリアは下図
のような構造をしており、測定結晶面から立ち上がる面の角度
傾斜がきつく、深いものがほとんどです。試料溶液を保持する
為の構造ではありますが、クリーニングはサッとは行かず、
繰り返し慎重にクリーニングを行う必要があります。
また、深いサンプルエリアは温度制御も慎重に行う必要があり
測定結晶面とそこから離れている試料溶液では温度差ができ、
高精度の測定値や再現性の良い値を得ることが難しくなります。

ルドルフ社　J257,J357 は上部プレッサーにも温度制御機能が
採用されており、温度制御のスピードと試料温度の平衡化まで
の時間が早く、測定効率が高いことも大きな特徴です。

20 C 結晶面
temperature

試料溶液

深いサンプルエリア
傾斜も強く、クリーニング
に注意が必要

30 C 大気
temperature

構造上、試料溶液量も
多くなりやすく、温度勾配
やクリーニング、揮発による
問題が起きやすい

温度勾配が発生している

測定結晶面

温度制御なしの遮光カバー
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J257 J357

屈折率　±0.0001
Brix　±0.1

標準仕様 標準仕様
標準仕様 標準仕様
工場オプション 工場オプション

Embedded Windows 7TM
屈折率 (nD), Brix (% Sucrose), 最大100種までのユーザースケール 
±0.01°
5°C ～ 40°C
4°C ～ 95°C (ショ糖溶液換算)
-20°C ～ 250°C
589.3nm (NaD line)　その他の測定波長も対応可能　*お問い合わせください
2秒以内　（その他ユーザーによる設定も可能）
水またはNISTトレーサブル校正用標準溶液による（工場出荷値は保護されています）
人工サファイア
測定部をHastelloy™ に変更可能です（工場オプションとなります）
8 GB ノンリムーバルフラッシュメモリー（約4GBのユーザーエリア）
8インチカラー, 800x600 ピクセル分解能 ，輝度 400 nits 
タッチスクリーンによる
3 x USB, 1 x RS232 ,1 x ネットワークポート(Cat.5)

 L: 43.5 cm x W: 30.5cm x H: 33cm (CCプレッサーを開けた時）/ 10.4Kg
100 - 240 volts, 50 Hz - 60 Hz

屈折率　1.26 - 1.70
Brix　0 - 100

屈折率　1.26 - 1.70
Brix　0 - 100

屈折率　±0.00002
Brix　±0.15

屈折率　±0.00002
Brix　±0.15

屈折率　±0.0001
Brix　±0.1

屈折率　0.0001
Brix　0.01

屈折率　±0.00001
Brix　±0.01

10℃～90℃ 10℃～100℃

工場オプション 工場オプション
標準装備 標準装備
工場オプション 工場オプション

測定範囲

モデル

測定精度

測定再現性

表示分解能

温度制御範囲 下限域は環境温度10℃付近に限る

フラットサンプルエリア
CC Cover ノンコンタクト温度制御機能付きカバー

CP Pressor コンタクト温度制御機能付きカバー

EC Cover 温度制御機能無し樹脂製カバー

Smart MeasureTMスマートメジャーTM

21 CFR Part11 FDA準拠ソフトウェア

オペレーティングソフトウェア
測定スケール
温度再現性
動作環境温度範囲
温度補正機能範囲
対応試料温度範囲
測定波長
測定応答時間
装置校正
プリズム材質
耐食仕様
内部メモリー容量
表示画面
操作インターフェイス
入出力インターフェイス
装置サイズ・重量
電源仕様

EC Cover
温度制御機能無し樹脂製カバー

CC Cover
温度制御機能付きカバー（標準仕様）
試料溶液とコンタクト（接液）しません

フラット
サンプルエリア

CP Pressor
温度制御機能付きカバー（工場オプション）

フラット
サンプルエリア

試料溶液に温調部が接液します。

目的に合わせて選べるカバー及びプレッサー

その他、フロースルータイプ、ファンネルタイプ、小容量試料用マイクロタイプなどアプリケーションに合わせて
豊富な種類のサンプルエリアをご提案しております。お問い合わせください。

セキュリティに優れた組込専用システム

株式会社 テクノサイエンス
お問合せ

千葉県千葉市若葉区原町 929-8
電 話：043-206-0155 FAX : 043-206-0188 
URL: https://www.techno-lab.co.jp


