Bruker AFM

【1ケースからご発注適応】

※一部除外品あり

キャンペーン① ：全プローブ

10％割引

いたします。 (※下記除外品を除く)

1ケースのご発注から適応されますので、普段お試しになりたいプローブなど
ございましたら、この機会をぜひご活用ください。
※割引除外品 :
SMIM-300、SMIM150、ad-シリーズ

キャンペーン期間 ：

2018年11月12日～2019年3月29日＊ご契約期間
※ご注文書に下記キャンペーンコードをご記述下さい。

キャンペーンコード

4個買って1個
無料プレゼント
4パック で 1パック 無料プレゼント
キャンペーン期間 ： ～2018年12月31日迄＊ご契約期間
キャンペーン② ： BioAFM 同一プローブ

※ご注文書に下記キャンペーンコードをご記述下さい。

キャンペーンコード
■キャンペーン対象BioAFMプローブ一覧

Model
PEAKFORCE-HIRS-F-A
PEAKFORCE-HIRS-F-B
MLCT-BIO
MLCT-BIO-DC
MLCT-O10

Description
Highest resolution biomolecular imaging probe, super-sharp
with 1nm end radius, k=0.35N/m
Highest resolution biomolecular imaging probe, super-sharp
with 1nm end radius, k=0.12N/m
Leading bio force spectroscopy probe, 6 levers, k from 0.01 to
0.6N/m
Leading bio force spectroscopy probe, 6 levers, k from 0.01 to
0.6N/m, unique drift compensation on all levers
Tipless nitride probe for custom modification, 6 levers, k from
0.01 to 0.6N/m

Model

Description

FASTSCAN-D

High speed, low k probe for bio-dynamics, k=0.25N/m

FASTSCAN-DSS

High speed, low k probe for bio-dynamics, k=0.25N/m,
super-sharp with 1nm end radius
Combines the sharpness of a silicon tip with nitride levers,
4 levers, k from 0.06 to 0.35N/m
Robust general purpose nitride probe, 4 levers, k from 0.06
to 0.35N/m
Robust general purpose nitride probe, 4 levers, k from 0.06
to 0.35N/m, sharpened

SNL-10
DNP-10
DNP-S10

液中測定用アクセサリー
溶液中での
測定を可能にします。サンプルの使用状態における観測、凝着水の影響
の軽減、細胞/バイオ材料、プロセス（膨潤等）の観測にお役にたちます。

型番：MTFML-V2

概算価格：64万円

型番：DTFML-DD-HE-V2

概算価格：69万円

旧Multimode

Multimode8

○

○

旧Dimension

Dimension Icon

○

○

脂質二重膜の観測
スキャン範囲 3μmx3μm

サンプル温度制御（ヒーター／クーラー）
サンプル温度を-35℃～250℃にします。サンプルの溶解、凝固のプロセスの
観測にお役にたちます。

型番：MMHC35-250-2

概算価格：520万円

型番：ICONHC35-250

概算価格：590万円

旧Multimode

Multimode8

○

○

旧Dimension

25 C

Dimension Icon

3x3 um
60 C

○

50 C

57 C

○

Poloxamer tri-block
copolymer
スキャン範囲 3μmx3μm

アップグレード
解析用PCをWindows 7にアップグレードします。最新版の解析用ソフトNanoScopeを含
みます。NanoScopeVコントローラをご利用のお客様が対象です。
型番：NSVW7R-U BASE

概算価格：290万円

解析用PC

型番：NSV-W7-U BASE

概算価格：870万円

解析用PCおよびNanoScopeVコントローラ

用スキャナ
Multimode用のスキャナになります。より広範囲の観測、またはより微細な領域の観測にお役にたちます。
旧Multimode

Multimode8

概算価格：72万円

○

○

型番：AS-12-2

概算価格：100万円

○

○

型番：AS-12VLR-2

概算価格：142万円

○

○

型番：AS-130VLR-2

概算価格：191万円

○

○

型番：AS-0.5-2

スキャナタイプ
AS-0.5-2
AS-12-2
AS-12VLR-2(垂直エンゲージ）
AS-130VLR-2（垂直エンゲージ）

XYスキャン範囲
0.4μm x 0.4μm
10μm x 10μm
10μm x 10μm
125μm x 125μm

旧Dimension

Zスキャン範囲
0.4μm
2.5μm
2.5μm
5.0μm

Dimension Icon

用複数試料測定用チャック
複数試料測定(12サンプル）や自動測定を可能にします。サンプル間偏差のモニター、
自動複数試料測定にお役にたちます。
旧Multimode
型番：ICONMSCH

Multimode8

旧Dimension

Dimension Icon

○

○

概算価格：86万円

マルチサンプルチャック

定量的機械特性測定（
ナノスケール材料の定量的特性評価を行うためのこれまでにない機能を提供します。
このモードは、試料形状のイメージングを高分解能で行うと同時に、弾性率と吸着力を
含むナノ機構特性を識別してマッピングします。

型番：MM-PFQNM

概算価格：271万円

型番：ICON-PFQNM

概算価格：271万円

旧Multimode

Multimode8

○

○

旧Dimension

Dimension Icon

○

○

型番：ICON-PFQNM-HA 概算価格：336万円

QNM High Accuracy
キャリブレーションプローブ
による正確性向上

〇

電気的導電性／絶縁性測定（

、

、

）

ナノスケール材料のサンプルの電流特性マッピングを行います。導電材料の導電性分布、絶縁膜等の劣化
解析等に役立ちます。このモードは、試料形状のイメージングを高分解能で行うと同時に、電流マッピング
および弾性率と吸着力を含むナノ機構特性を同時にマッピングします。
旧Multimode

Multimode8

型番：MM8-PFTUNA

概算価格：655万円

型番：MM-TUNAV-2

概算価格：430万円

○

○

型番：MM-CAFM-2

概算価格：118万円

○

○

旧Dimension

Dimension Icon

○

型番：ICON-PFTUNA

概算価格：655万円

型番：DM-TUNAV

概算価格：430万円

○

○

型番：DM-CAFM

概算価格：118万円

○

○

New DataCube モード

○

概算価格：各86万円

※TUNAオプションは
CAFMオプションを含
みます。
※PFTUNAはQNM
（定量的機械特性測
定）オプションを含み
ます。

〇

多次元電気特性評価 DataCubeモード
リチウムイオン電池の
カソード電極測定例

表面電位測定（

、

）

ナノスケール材料のサンプルの表面電位（仕事関数）のマッピングを行います。複合材料の解析、表面汚染の解析に
役立ちます。このモードは、試料形状のイメージングを高分解能で行うと同時に、表面電気を識別してマッピングします。

型番：MM-PFKPFM

概算価格：465万円

型番：ICON-PFKPFM

概算価格：465万円

SPoM機能（AM検出）は標準

旧Multimode

Multimode8

○

○

○

○

表面電位測定方式の種類
・ タッピングモードによるAM検出方式は標準装備
・ PeakForceタッピングモードによるAMおよびFM検出方式は
オプションが必要になります。
このオプションは定量的機械特性（QNM)を含みます。

旧Dimension

Dimension Icon

○

○

○

○

LDPE

PS
表面電位像

PS=ポリスチレン
LDPE=低密度ポリエチレン

半導体不純物濃度プロファイル測定（

、

）

SCMは電圧ΔＶに対する容量変化ΔCを検出しdC/dVを計測し、SSRMはDCバイアス Vdcを印加電流を検出し抵抗を算
出します。半導体の不純物濃度プロファイル評価にお役に立ちます。
旧Multimode

Multimode8

旧Dimension

Dimension Icon

型番：MM-SCM-V3

概算価格：510万円

○

○

型番：MM-SSRM-2

概算価格：465万円

○

○

型番：DM-SCM-V2

概算価格：510万円

○

○

型番：DM-SSRM

概算価格：465万円

○

○

OK品
キャリア濃度

抵抗値

NG品（リーク）

キャリア濃度測定（SSRM測定）

デバイスの不良解析（SCM測定）

測定（走査型トンネル顕微鏡）
チップ／サンプル間のトンネル電流を測定します。導電性のある材料の原子分解能観測を可能にします。

型番：MMSTMC

概算価格：72万円

型番：DSTM

概算価格：26万円

旧Multimode

Multimode8

○

○

旧Dimension

Dimension Icon

○

○

原子像

校正サービス
AFMの心臓部であるスキャナは経年変化により誤差を生じます。
この誤差を補正するための校正サービスをお勧めします。
装置構成や校正証明書の有無により価格は変わりますのでお問い合わせください。
概算価格 20万円～40万円

保守契約
年間保守契約になります。
●部品交換費用を含んでいますので、修理発生時の伝票処理の時間を短縮できます。
●優先対応させて頂きますので、お客様のダウンタイムを最小限に抑えることができます。
●アクセサリ、プローブ等をお値引き価格でご購入いただけます。
●年1回の校正サービスが含まれます。
→装置のダウンタイムを最小限に抑えることができます。

● Bruker Nano Surfaces Division
お問い合わせは

ブルカージャパン株式会社 ナノ表面計測事業部
〒104-0033 東京都中央区新川1-4-1
Tel:03-3523-6361 FAX:03-3523-6364
Email: Info-nano.BNS.JP@bruker.com
Web : www.bruker-nano.jp
2018111000

