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□ ㈱浮間化学研究所
□ 宇部興産㈱
□ 川研ファインケミカル㈱

□ ㈱ケミクレア
□ 日本精化㈱
□ 浜理薬品工業㈱

□ マナック㈱
□ 有機合成薬品工業㈱

Gallery　日本プロセス化学会2021サマーシンポジウム　本文 428～432頁掲載

□ ㈱朝倉書店
□ ㈱エヌ・ティー・エス
□ ㈱オーム社
□ 九州大学出版会

□ ㈱技術情報協会
□ ㈱コロナ社
□ ㈱ディジタルデータマネジメント
□ ネオジコンサル社

書籍ガイド 前付 2～3

□ ㈱ディジタルデータマネジメント
コンピュータ・ケミストリー 前付 10～12

□ KHネオケム㈱
□ 昭和電工㈱
□ デンカ㈱

□ 日産化学㈱
□ 日鉄ケミカル＆マテリアル㈱
□ ㈱三菱ケミカルホールディングス

Gallery　R&D特集 本文 442～447頁掲載

Gallery　白鳥製薬株式会社 表紙 3掲載

【ア行】
□ ㈱旭製作所   後付 3
□ （公財）市村清新技術財団   前付 6

【カ行】
□ ㈱化学工業日報社   前付 4
□ ㈱化学同人   後付 1

【サ行】
□ 三共出版㈱   後付 3

【タ行】
□ ㈱東京化学同人   前付 1

□ 東京化成工業㈱   前付 9

【ナ行】
□ 日本精密科学㈱   前付 9
□ 日本分光㈱   前付 5

【ハ行】
□ ビー・エー・エス㈱   前付 7
□ ㈱ヒューリンクス   表紙 2

【マ行】
□ ㈱美和製作所   表紙 4

広告・学術案内 2021-6 月
索引・資料請求用紙

資料請求はご希望の広告に□レチェックをして，FAXしてください。

FAX　03-3546-6306
資料請求者様から抽選で 10名様に図書カード（500 円）をプレゼントいたします。







本誌広告のお申込みは　㈱明報社　または　㈱スプラウト　へ
●　㈱明報社：〒104―0061　東京都中央区銀座 7―12―4（友野本社ビル）

TEL: 03―3546―1337　FAX: 03―3546―6306
URL: http://meihosha.co.jp　E-mail: info@meihosha.co.jp

●　㈱スプラウト：〒106―0031　東京都港区西麻布 3―24―21　ヴィレッジ山村ビル 3F
TEL: 03―4500―9500　FAX: 03―4500―9501
URL: http://www.sprout.jp　E-mail: info@sprout.jp
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※本体価格は、税込です。

量子センシングハンドブック 〜量子科学が切り拓く新たな領域〜
根来 誠 監修
■序章 : 第二次量子革命における量子センシング ■1章 : スピン量子
センシング ■2章 : 光量子センシング ■3章 : 冷却原子を用いた量子セ
ンシング ■4章 : その他の量子センシング ■5章 : 量子センシング理論

エヌ・ティー・エス　B5判・364頁・2021刊・定価44,000円（税込）・
ISBN 978-4-86043-661-2

LC/MS、LC/MS/MSにおけるスペクトル解析
中村 洋 企画・監修／公益社団法人 日本分析化学会液体クロマトグラフィー研究懇談会 編
LC/MSやLC/MS/MSが有する有機化合物の精密分離のポテンシャルを
発揮させるためには、マススペクトルに対する十分な解析力を身に付ける必
要がある。本書は、マススペクトルのイロハから構造解析に資する解析力ま
でを解説した初めての実用書。自分で構造解析を成し得る実力が養える。
 オーム社　 A5判・280頁・2020刊・定価3,740円（税込）・ISBN 978-4-274-22590-1

有機分子の分子軌道計算と活用
染川賢一 著 好評2刷
二原子分子から有機分子まで、物理化学的性質、分子間力、化学反応性等を段階的
に理解できるMO法入門および実用書。軌道の様子や化学反応、水素結合等での原
子の配置や動きを視覚的に理解でき、活性化エネルギー等の定量的情報も得られ
る。富士通製「SCIGRESS MO Compact」機能限定版付。詳細は小会ウェブで。
 九州大学出版会　B5判・218頁・2013刊・定価3,740円（税込）・ISBN 978-4-7985-0089-8

高分子材料の劣化・変色対策

重合開始剤、硬化剤、架橋剤の選び方、使い方とその事例

研究開発テーマの評価と中止／撤退判断の仕方

経営・事業戦略に貢献する知財価値評価と効果的な活用法

抗菌・抗ウイルス性能の材料への付与、加工技術と評価

異種材料の接着・接合技術と応用事例

封止・バリア・シーリングに関する材料、成形製膜、応用の最新技術

東 孝一郎・河邉光祥ほか 71名 試読可（約1週間）
自動酸化劣化、加水分解、変色、ケミカルクラックのメカニズムを学ぶ。
添加剤の相乗効果と拮抗作用、ブリードの制御、樹脂の構造制御などの
対策方法も解説。自動車、鉄道、建築、包装といった各分野のトラブルと
対策を詳解。 ㈱技術情報協会　A4判・約500頁・2021.5刊・本体価格
88,000円・アカデミック割引価格33,000円・ISBN 978-4-86104-841-8

有光晃二・高須昭則ほか 57名 試読可（約1週間）
重合開始剤・UV硬化用開始剤の種類、特徴と選び方、使い方を詳説。各種硬化剤・架橋
剤の構造や反応メカニズムと特性改善や製品応用の事例について詳しく解説。最近の話
題であるUV-LED硬化、光が届かない部分の硬化、水性樹脂の架橋、VOCの低減、5G用
電子材料への応用についても紹介。 ㈱技術情報協会　A4判・約500頁・2021.5刊・ 
本体価格88,000円・アカデミック割引価格33,000円・ISBN 978-4-86104-840-1

八木克眞・宗像基浩ほか 全65名 試読可（約1週間）
経営資源が限られている中、中止の決断は避けては通れない。本書籍にはR&Dテー
マの評価、軌道修正、中止・撤退の判断基準、進捗管理システム構築の方法などを大
公開!! 研究・開発担当者は、失敗からしか学べないことが多くある! 研究開発の失敗
は次の成功の糧、未来を作り創造する!! ㈱技術情報協会　A4判・612頁・2021.3刊・ 
本体価格88,000円・アカデミック割引価格33,000円・ISBN 978-4-86104-831-9

小林 誠・大津洋夫ほか 全62名 試読可（約1週間）
市場・技術を先取りした知財戦略をどのように構築するか! 適正な知財コストの考え
方と権利維持、放棄の決め方! 他社の参入を阻止する強力な特許網をどのように構
築するか! 権利化すべき発明とノウハウとして秘匿すべき発明の違いとは! 局面別、目
的別に応じた知財価値評価の進め方! ㈱技術情報協会　A4判・685頁・2021.3刊・ 
本体価格88,000円・アカデミック割引価格33,000円・ISBN 978-4-86104-833-3

坂上吉一・冨岡敏一ほか 全61名 試読可（約1週間）
菌・ウイルスを付着させない材料・表面の設計、抗菌、抗ウイルス性能の制御、付与、加工技
術を詳解! 抗菌、抗ウイルス樹脂、セラミックス、薄膜、フィルムといった開発事例を多数掲載! 
抗菌、抗ウイルス性の評価試験方法と評価技術を徹底解説! 新型コロナウイルス（SA RS-
CoV-2）の研究、試験、評価事例も掲載! ㈱技術情報協会 A4判・582頁・2021.3刊・ 
本体価格88,000円・アカデミック割引価格33,000円・ISBN 978-4-86104-834-0

鈴木靖昭・神藤高広ほか 64名 試読可（約1週間）
接着・接合面の界面設計、評価手法と実際のマルチマテリアル化事例を一
挙掲載。レーザー、摩擦、接着材を用いたマルチマテリアル化、自動車部材
に向けた異種材料の接着、接合事例や接着・剥離分析の考え方と問題解
決のアプローチも解説。 ㈱技術情報協会　A4判・703頁・2021.1刊・本体 
価格88,000円・アカデミック割引価格33,000円・ISBN 978-4-86104-844-9

越部 茂・西田裕文ほか 全67名 試読可（約1週間）
5Gや6G機器,次世代自動車、IoT機器や次世代蓄電デバイスを支える封止の技術と材料を網
羅。新しい素材や成形の最新事情、封止度やバリア性の測定評価技術、絶縁性と耐熱・放熱
性との両立、EMCや電波透過性と封止技術、FOWLP封止や3次元型モジュール対応、Micro 
LEDや量子ドットへの対応なども解説。 ㈱技術情報協会  A4判・約500頁・2021.4刊・ 
本体価格88,000円・アカデミック割引価格33,000円・ISBN 978-4-86104-838-8

高分子材料の絶縁破壊・劣化メカニズムとその対策
小迫雅裕・大村昌己ほか 71名 試読可（約1週間）
5Gや次世代自動車を支える高分子絶縁材料を網羅。電気トリー、水トリー
の要因とその対策を詳解。絶縁性能向上へ向けたナノコンポジットの設計、
絶縁性と放熱性を両立させる材料設計、絶縁材料の評価についても解説。

 ㈱技術情報協会　A4判・536頁・2021.1刊・本体価格88,000円・
アカデミック割引価格33,000円・ISBN 978-4-86104-821-0

化学系学生にわかりやすい 平衡論・速度論
酒井健一・酒井秀樹・湯浅 真 共著
化学平衡論基礎編では化学ポテンシャル、相平衡など、応用編では多
成分の相平衡、生体系における相平衡などを解説。反応速度論基礎編
では反応速度式と反応次数など、応用編では生体系における反応速度
論、高速反応測定法などを解説。
 コロナ社　A5判・136頁・定価2,090円（税込）・ISBN 978-4-339-06654-8

ゴムの補強 ─ ナノフィラーの可視化による機構解析 ─

リンのはなし ─ 生命現象から資源・環境問題まで ─

新版プロセス制御工学

リンの事典

図説　表面分析ハンドブック

橋本伊織 ・長谷部 伸治 ・加納 学 著 
化学系向け制御工学テキストとして好評の旧版を加筆・修正。 
〔内容〕伝達関数と過渡応答／周波数応答／制御系の特性／PID制御
／多変数プロセスの制御／モデル予測制御／他

 ㈱朝倉書店　A5判・208頁・定価4,180円（本体3,800円）・ISBN 978-4-254-25042-8

錯体化合物事典
錯体化学会 編 
初心者から専門家まで幅広い関心に堪えるよう、注目される重要な化
合物を約1000取り上げ、物質ごとに名称・合成法・構造・性質・機
能・例・関連物質などを1頁で簡潔にまとめた。

 ㈱朝倉書店　B5判・1000頁・定価31,900円（本体29,000円）・ISBN 978-4-254-14105-4

大竹久夫 編集委員長 
基礎的な性質から人間活動への影響までを網羅。〔内容〕リンの化学
／リンの地球科学／リンの生物学／人体とリン／工業用素材／農業利
用／工業利用／リン回収技術／リンリサイクル

 ㈱朝倉書店　A5判・360頁・定価9,350円（本体8,500円）・ISBN 978-4-254-14104-7

日本表面真空学会 編 
約120の手法を見開き形式で解説。実際の適用例を複数紹介し、その
手法の特徴や主な適用先などをまとめた。試料の種類や性質、目的に
より適切な手法を選択するためのリファレンス。

 ㈱朝倉書店　B5判・576頁・定価19,800円（本体18,000円）・ISBN 978-4-254-20170-3

　谷信三・加藤 淳・池田裕子 著 
ゴムの実用上もっとも基本的かつ重要な技術「補強」の最新の知見を
体系的に解説。〔内容〕3D-TEMによるナノフィラー分散の可視化／
カーボンブラックによるゴムの補強機構／他

 ㈱朝倉書店　A5判・208頁・定価4,400円（本体4,000円）・ISBN 978-4-254-25269-9

大竹久夫 著 
類の生存に欠かせない元素・リンについて、ソフトな語り口で平易に
解説。資源問題の理解のために。〔内容〕リンは体のどこに／難しく
なるリン鉱石の輸入／リンリファイナリー技術／他

 ㈱朝倉書店　A5判・164頁・定価2,750円（本体2,500円）・ISBN 978-4-254-14107-8
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㈱朝倉書店 〒162-8707 東京都新宿区新小川町6-29  03-3260-7631 03-3260-0180　 https://www.asakura.co.jp/
㈱エヌ・ティー・エス 〒102-0091 東京都千代田区北の丸公園2-1 科学技術館2階 03-5224-5430 03-5224-5407 http://www.nts-book.co.jp/
㈱オーム社 〒101-8460 東京都千代田区神田錦町3-1 03-3233-0853 03-3233-3440 https://www.ohmsha.co.jp/
九州大学出版会 〒814-0001 福岡県福岡市早良区百道浜3-8-34 092-833-9150 092-833-9160 https://kup.or.jp/
 九州大学産学官連携イノベーションプラザ305
㈱技術情報協会 〒141-0031 東京都品川区西五反田2-29-5 日幸五反田ビル8F 03-5436-7744 03-5436-7745 https://www.gijutu.co.jp/
㈱コロナ社 〒112-0011 東京都文京区千石4-46-10 03-3941-3131 03-3941-3137 https://www.coronasha.co.jp
㈱ディジタルデータマネジメント 〒103-0025 東京都中央区日本橋茅場町1-11-8 紅萌ビル 03-5641-1771 03-5641-1772 http://www.ddmcorp.com
ネオジコンサル社 〒604-8127 京都市中京区菊屋町524 アビーロードハウス604 080-2442-9009  http://hitoshiad26.sakura.ne.jp

	 社　名	 住　所	 電　話	 FAX	 URL
■お問い合せ先

ゼロからの最速理解 プラスチック材料化学

香料化学 −におい分子が作るかおりの世界−

佐々木 健夫 著
プラスチックに携わる読者のための入門書。身の回りにある様々なプ
ラスチック製品や繊維、フィルム、ペンキ、ゴムなどが具体的にどん
な素材でできているのかを、その開発のエピソードなどを交えつつ、
わかりやすく解説する。
 コロナ社　A5判・256頁・定価3,740円（税込）・ISBN 978-4-339-06655-5

長谷川 登志夫 著
においを題材とした系統的な化学の教科書であり、基本的な有機化学
をもとに人がにおいを感じる仕組みを説明する。また実際のにおい分
析の様子や、分子の構造とにおいの関係などのテーマについて、著者
の研究例をもとに解説する。
 コロナ社　A5判・134頁・定価2,090円（税込）・ISBN 978-4-339-06657-9

ToF-SIMS: Surface Analysis by
Mass Spectrometry 2nd Edition (SurfaceSpectra, Ltd.)

John C. Vickerman and David Briggs 著　
二次イオン質量分析法の装置と試料の取扱い、二次イオン形成
のメカニズム、データ解析アプリケーション例などからなる総
合的な解説書。
 ㈱ディジタルデータマネジメント　B5判・定価51,700円（税込）

Surface Analysis by Auger and X Ray Photoelectron Spectroscopy
David Briggs and John T. Grant 著　
表面分析に欠かせないAESとXPS法の原理、装置、試料の扱い、
電子移動と表面感度、数量化、イメージング、スペクトルの解
釈など。（SurfaceSpectra, Ltd.）

 ㈱ディジタルデータマネジメント　B5判・定価51,700円（税込）

永久磁石の基礎と永久磁石測定方法（第3版）
山本 日登志・ネオジコンサル社 著
永久磁石と磁気測定の入門書。電気回路と磁気回路の類似と相違点解説。反
磁場係数は実は変数である。磁石は各磁石体積の加算で考える。VSM標準
校正Ni試料の値には注意が肝要。書籍内容と購入方法；ネオジコンサルHP
から 初期画面 ⇒ メニュー ⇒ 書籍ご案内  http://hitoshiad26.sakura.ne.jp
 ネオジコンサル社  B5判・134頁・2019刊・定価2,300円（税込）　※送料別

スマートフォンや大型ディスプレイに搭載されて
いる有機ELは、1980年代から世界中で熾烈な
研究開発が行われてきましたが、カーナビ用の
小型パネルや携帯電話のサブディスプレイとし
て世界に先駆けて日本で製品化されました。
一方、これらの基礎となる「有機半導体」の概
念を1950年代に研究の俎上に挙げたのは井口
洋夫先生たちであり、1970年代から始まる電荷
移動型錯体や導電性高分子等の有機金属の
研究をリードしてきたのも日本の研究者です。
今まさに先人の努力が、一般の方 も々使えるエ
レクトロニクス・デバイスとして実用化が進んで
きています。このように、応用・実用化が進んで
いるときこそ、初心に帰り、有機分子の持つ特
徴的な構造、異方的な凝集機構およびその制
御法について理解することが必要と考えます。
本書は、薄膜構造・物性および作製法におい
て、既存の成書では多くは語られてこなかった
光電子機能有機分子を取り上げ、金属や無機
薄膜とは異なる特徴を有する分子薄膜の作製・
評価技術に特化したものです。

【本書の構成】
第1章 有機薄膜概論 : 有機分子の「形」と
「分子間に働く力」の異方性に着目し、薄膜構

分子の薄膜化技術
−有機EL,	有機トランジスタ,	有機太陽電池などの
　有機薄膜デバイス作製技術に向けて−

新刊紹介 八瀬清志 編著
石田謙司・石田敬雄・久保野 敦史・島田敏宏・谷垣宣孝・
中村雅一・星野聡孝・山本雅人・吉田郵司・吉本則之 共著

造・凝集機構における分子配向・配列の概念
の紹介
第2章 有機結晶学入門 : 結晶学の観点から有
機結晶の特徴、特に、分子配向・配列構造の 
紹介
第3章 有機薄膜成長の基礎 : 一般の薄膜成
長における原子（点）ではなく、特異な構造を有
する有機分子の表面拡散・凝集・核発生・薄膜
成長などの機構につき、現象論と確率論に基づ
く議論および非晶質（アモルファス）膜の成長
機構の紹介
第4章 エピタキシャル成長 : 無機結晶表面で
の有機分子の異方的な配向・配列による成長
機構の説明
第5章 有機薄膜各論 : 棒状（アルカン）・平板
状（フタロシアニン）・球状（フラーレン）等の分
子形状に着目した有機薄膜の構造と凝集機構
の説明
第6章 有機薄膜の作製法 : 湿式（ウェット）と
乾式（ドライ）作製法の紹介。特に、水面上の単
分子膜とその積層によるラングミュア・ブロ
ジェット（LB）法、インクジェット法やマイクロコ
ンタクト法などの印刷法、そして、有機分子なら
ではの蒸着重合法や間圧転写法などのユニー
クな手法も紹介

第7章 有機薄膜の構造・分子配向の観測法 : 
電子線やX線を用いた構造・物性評価、各種顕
微・分光法による分子配向の評価法、原子間力
顕微鏡による分子構造および分子配列の観察
法、そして表面潤滑・摩擦（トライボロジー）およ
び熱（蒸気圧）や接触角などの手法の紹介
また、途中で「アモルファス中の分子配向」、
「計算機シミュレーション」、「その場観察」に
ついてのコーヒーブレイクを挿入

本書は、応用物理、材料科学、化学・高分子、
電気電子、などの大学生や大学院生、企業にお
けるエレクトロニクス関連の材料・デバイスの研
究に携わる方々の入門書（自己学習用教材）とし
て企画・執筆しています。関係する文献もできる
限りのものを引用させていただいています。
10年後の日本の、そして世界の科学技術を支
え、ポストコロナを生き抜く新しい産業のために
貢献できればと思っています。

A5判・288頁・定価4,620円（税込）
コロナ社
ISBN 978-4-339-00938-5

〒104-0061 東京都中央区銀座7丁目12番4号（友野本社ビル）
TEL : 03-3546-1337㈹　FAX : 03-3546-6306
http://www.meihosha.co.jp　e-mail: goto@meihosha.co.jp　担当／後藤

（株）明報社企画・製作

■次回予定　2021年12月号には『書籍ガイド』を掲載予定にしております。
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株式会社ディジタルデータマネジメント
〒103-0025　東京都中央区日本橋茅場町1-11-8 紅萌ビル
TEL.03-5641-1771    FAX.03-5641-1772
URL: http://www.ddmcorp.com   E-mail: tech@ddmcorp.com

■The NIST/EPA/NIH Mass Spectral Library（EI-MS）
　350,643 EIスペクトル（306,869化合物） 
■NIST Tandem Mass Spectral Library（MS/MS and MS/MS/MS）
　1,300,000 MS/MSスペクトル（31,000化合物の186,000プリカーサイオン）
　75%(+) 25%(-) / 32% MS2 In-source / 8% MS3 and MS4
■NIST Retention Index Database
　447,285 RI（139,498化合物）

■データステーション用フォーマット（EI-MSのみ） ＊追加料金が必要
 （★Agilent MassHunter / ChemStation ★Shimadzu GCMSolution）

NIST/EPA/NIH Mass Spectral Library（NIST2020） 価格（税込） : 新規 473,000円
（NIST 2017/2014/201108/05....からのアップグレード 286,000円）

MS3を使ったNIST2020

株式会社ディジタルデータマネジメント
〒103-0025　東京都中央区日本橋茅場町1-11-8 紅萌ビル
TEL.03-5641-1771    FAX.03-5641-1772
URL: http://www.ddmcorp.com   E-mail: tech@ddmcorp.com

株式会社ディジタルデータマネジメント
〒103-0025　東京都中央区日本橋茅場町1-11-8 紅萌ビル
TEL.03-5641-1771    FAX.03-5641-1772
URL: http://www.ddmcorp.com   E-mail: tech@ddmcorp.com

●Macromodel、PDB、MOL、MOPAC 他のファイルのRead/Write
●構造式から分子特性、物性値を計算
●MM2最小化
●QSAR/QSPR用に特化した統計とグラフ化ツール
●MLR、PLS回帰、PCAなどの統計解析
●ワイヤーフレーム、ボールアンドスティック他の3D構造式のディスプレイ
●構造式と物性のデータベース作成
●ASCIIまたはMOLとしてデータベースのインポート／エクスポート

■化学構造式の作図　■反応式の描図　■構造式からIUPAC名の作成とそ
の逆　■ルイス構造の自動作成　■ニューマン投影式の作成　■カーボンナノ
チューブの作成ツール　■MOL、スペクトルの作成（Mass、H1-NMR、C-13 
NMR） ■Inchi KeyやMOLファイルなどのインポート／エクスポート　■ACS
他の主要雑誌のスタイルシートでのドキュメントの作成　■クリップアートのテ
ンプレート　■2D構造式から3Dを作成と最適化　■リボン、チューブ、シリン
ダー等でのマクロ分子表示　■PDB（Protein Data Bank）からのインポート

Molecular Modeling Pro Plus

ChemDoodle, version 11（描図/変換/スペクトル/3Dレンダリング）

価格（税込） : 66,000円

価格（税込） : 107,800円

プラットフォーム : Windows 2000/Xp/7/8/10
製作 : Norgwyn Montgomery Software, Inc.

プラットフォーム : Windows 7/8/8.1/10（64 bits）、macOS、Linux
製作 : iChemLabs, LLC.
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2,332化合物についての49種類の熱物性値（実測値）、複数の推算式、原文献データと
15種類の温度依存物性には推算式の係数などのデータベースです。AIChE推奨のイン
ターフェイスソフトウェア（DIADEM）付きのスタンドアロンシステムです。
おもな機能（DIADEM）
■検索対象 : Name, Formula, CAS番号、物性データ
■物性値 : 実測値、推算式による予測値
■データ表示 : テーブルとグラフプロット
■複数化合物データの重ね合わせプロット
■MDL Chime プラグインによる構造式の立体表示
■ユーザーデータベースの作成

化学プロセス用の物性データベース DIPPR with DIADEM pro
（Design Institute for Physical Property Data） 価格（税込） : 385,000円／66,000円／年間（一般／教育）

プラットフォーム : Windows 7/8/10（AIChE DIPPR Project 801）

ソフトウェア名 概　　　　要 価　格（税込）

CaRlne Crystallography 3Dの結晶構造、多面体、逆格子、ステレオ投影図の表示および回転、回折パターンの推測、
構造因子の計算

132,000円（一般）
99,000円（教育）

Casa XPS VAMASフォーマットの XPSデータ処理およびブラウザー機能 : XPS装置メーカーの生デー
タの変換機能

363,000円（一般）
198,000円（教育）

ChemDoodle, version 11
化学構造式の作図と3D構造への変換、反応式の描図、構造式からIUPAC名の作成とその
逆、ルイス構造の自動作成、ニューマン投影式の作成、カーボンナノチューブの作成ツー
ル、主要雑誌のスタイルシートでのドキュメントの作成、クリップアートのテンプレート

107,800円

Chemistry 4-D Draw, 
Office/Pro/Std/Lite 構造式作図、構造式とIUPAC名との相互変換機能、構造式のデータベース作成と検索機能 92,400円（一般）から

16,500円（教育）まで

CRANIUM
化学構造式の描図またはMOLファイルのインポートによる構造式を基に物性値を推算。混合
物もサポート。推算値を物性データベースとして保存。ヘンリー定数、オクタノール/水の分
配係数、熱容量、活量係数他の30種類以上。

440,000円（一般）
165,000円（教育）

（買切り）
Crystal Studio 多彩な結晶の3D表現、電子線回折およびX線回折パターンの作成 253,000円（一般）224,400円（教育）まで

Design-Expert
実験計画法ソフトウェア。プロセスの開発に画期的な因子を識別し、最大の実行性に到達 
できます。重要な因子とその相互作用を選別でき、数的な最適化も行えます。回転可能な 
3Dプロットは応答曲面を視覚化します。

184,800円（一般）
52,250円（教育）

DIAMOND 結晶構造の可視化、CIF、Shelx、PDB他のデータをインポート。空間群と原子パラメータか
ら作成

275,000円（一般）
143,000円（教育）

DIPPR with DIADEM 2,332化合物についての49種類の熱物性値（実測値）、複数の推算式、原文献データと15種
類の温度依存物性には推算式の係数などのデータベース

年間385,000円（一般）
年間66,000円（教育）

EssentialFTIR マルチOS環境に対応するPython言語で作成されたIR、Raman、UV領域のスペクトルデー 
タ処理ソフトウェア。FTIR装置に必要な標準的な機能をすべて網羅。 264,000円

GRAMS/AI IR、UV、GC、LC、MS、NMRなど機器分析データの処理 440,000円（一般）198,000円（教育）
GRAMS IQ PLS-1、PLS-2、PCRを備えたスペクトルデータ専用のケモメトリックアプリケーション 220,000円（要GRAMS/AI）

HSC Chemistry Version 10 28,000種（気相、固相、水溶液相）のエンタルピー、エントロピー、熱容量などの熱化学
データベースと、熱力学計算と状態図作成

年間319,000円（一般）
年間110,000円（教育）

Mass Mountaineer NISTフォーマットのデータベース検索、同位体、フラグメント、精密質量の計算など 165,000円（Fullバージョン）
132,000円（LEバージョン）

Mass Spec Calculator Pro 描図した化学構造式またはインポートしたMOLファイルから、マニュアルまたは自動のマ 
ススペクトルのフラグメンテーション計算 66,000円

MIA_Toolbox 顕微鏡からの多変量イメージデータを使って、PCA、MCR（ALSとPurity）、SIMCAと
PLSDA判別分析、K-Meanクラスタリング、PLSまたはPCRの回帰分析ができます。

187,000円（一般）
81,400円（教育）

Molecular Modeling Pro Plus MM2などによる構造式の最適化、100種類以上の化学特性の計算、MOPACまたはCNDO 
を使った半経験的量子化学、QSARデータベースの作成他

66,000円（一般）
33,000円（教育）

MS3 with NIST2020 GCMS生データの読み込み、TICとSIMの表示。NIST08の検索、構造式の表示他 528,000円

株式会社ディジタルデータマネジメント　TEL.03-5641-1771　URL: http://www.ddmcorp.com
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■次回予定

ソフトウェア名 概　　　　要 価　格（税込）
NIST/EPA/NIH Mass Spectral 
Library（NIST2020）

350,643件のEIスペクトル、186,000件のプリカーサイオン、447,285件のリテンションイン
デックス新規

473,000円（新規）
286,000円（アップグレード）

Pearson's Crystal Data
100,000件以上の異なった相、約14,000件の実測の粉末回折パターン、167,000件の計算に 
よる回折パターン（面間隔、強度、ミラー指数）などのパターン約180,000構造データセ 
ット（原子座標、決定されたときの変位パラメータ）の無機物の結晶データベース。

660,000円（一般）
528,000円（教育）

PLS_Toolbox
データの前処理（中央平均化、スケール変更、微分、スムージング）、回帰モデリング
（PLS、PCR、MLR）、分類（SIMCA、PLSDA）などをサポートするケモメトリックスソ 
フトウエア

341,000円（一般）
126,500円（教育）

Polymerix マススペクトルからリピートユニット、アルファ/オメガ末端基、付加物を見つけて順次アサイ
ン。分子量分布の計算。 2,310,000円

@RISK Excel上で定義された変動要素をモンテカルロシミュレーション 198,000円～
Sigma-Aldrich Library of ATR-IR 
Spectra Merck KGaAからの18,000化合物／19,503件のATR-IRスペクトル。Spectral IDフォーマット。 429,000円（買切り）

Sigma-Aldrich Library of FT-IR 
Spectra Merck KGaAからの11,200化合物／11,270件のFT-IRスペクトル。Spectral IDフォーマット。 429,000円（買切り）

Sigma-Aldrich Library of Raman 
Spectra Merck KGaAからの6,300化合物／6,487件のRamanスペクトル。Spectral IDフォーマット。 429,000円（買切り）

StatTools Excelアドインの統計解析パッケージ。 137,500円（Professional）
82,500円（Standard）

SlicerDicer HDFフォーマットで作成されたMRIなどの3Dイメージから任意にスライスおよび部分切り出し 88,000円

Spectral Data Processor XPS, AES, UPS, PL, LIFの生データ、ASCIIファイル、VAMASフォーマットをインポート。
ピークフィッティング他のデータ処理。ビットマップ、テキストファイルへのエクスポート。 148,500円

Spectral ID
MS、IR、Raman、UV-Vis、Fluorescence、NIRのプライベートライブラリーを構築およ 
び検索。ユークリッド距離、絶対差、最小二乗、相関、一次微分相関、ドット積、複合ド 
ット積、リバース、フォワードなどのアルゴリズムを選択

220,000円

The Static SIMS Library 約800物資のポジティブ/ネガティブスペクトルデータベース 792,000円
The XPS of Polymers Database VAMASフォーマットのXPSデータファイル（111種のポリマー）と書籍イメージのPDFファイル 66,000円

UN-SCAN-IT 機器分析データのチャートからスキャナーで得られたイメージをASC Ⅱ（X, Y）データに変
換 71,500円
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