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本書はpCfbu機器をご購入され、実際に使用されるお客様にむけてのものです。本書の著作権は保護
されています。本書および本書の一部分を複製することは、pCfbuが書面で合意した場合を除いて固
く禁止されています。
本書に記載されているソフトウェアは、使用許諾契約書に基づいて提供されています。使用許諾契約
書で特に許可されている場合を除き、いかなる媒体でもソフトウェアを複製、変更、または配布する
ことは法律で禁止されています。さらに、使用許諾契約書では、ソフトウェアを逆アセンブル、リ
バースエンジニアリング、または逆コンパイルすることをいかなる目的でも禁止することがありま
す。正当とする根拠は文書中に規定されているとおりです。
本書の一部は、他の製造業者およびLまたはその製品を参照することがあります。これらには、その名
称を商標として登録しているおよびLまたはそれぞれの所有者の商標として機能している部分を含む場
合があります。そのような使用は、機器への組み込みのためpCfbuにより供給された製造業者の製品
を指定することのみを目的としており、その権利およびLまたはライセンスの使用を含む、または第三
者に対しこれらの製造業者名およびLまたは製品名の商標利用を許可するものではありません。
pCfbuの保証は販売またはライセンス供与の時点で提供される明示的保証に限定されており、また
pCfbuの唯一かつ独占的な表明、保証および義務とされています。pCfbuは、明示的・黙示的を問わ
ず、制定法若しくは別の法律、または取引の過程または商慣習から生じるかどうかに関わらず、特定
の目的のための市場性または適合性の保証を含むがこれらに限定されない、他のいかなる種類の保証
も行いません。これらのすべては明示的に放棄されており、購買者による使用またはそれから生じる
不測の事態に起因する間接的・派生的損害を含め、一切の責任または偶発債務を負わないものとしま
す。

研究専用。診断手順には使用しないでください。
ここに記載されている商標および L または登録商標は、関連するロゴを含め、米国および L またはそ
の他の特定の国における AB pciex mteK itdK、またはその該当する所有者の所有物です。
AB pCfbu™ はライセンスの下で使用されています。
©

OMOM ae qechK aevK mteK itdK

AB pciex mteK itdK
BlkPPI @MQJMS Marsiling fndustrial bstate ooad P
toodlands Central fndustrial bstateI pingapore TPVORS
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dsaNA N000キット
このドキュメントでは、dsakA NMMMキットを使用したサンプル調製について説明します。
qM
また、PO harat ソフトウェアを使用したデータ収集とデータ分析の手順についても説明し
ます。
dsakA NMMMキットには、二本鎖akA（dsakA）フラグメントの迅速な分離と分析を実行す
るために必要な材料が含まれています。移行時間と塩基対の数の間のリニア関係は、NMMか
らNIMMM塩基対の範囲のdsakAフラグメントから取得できます。さらに、このキットは、最
大NRIMMM塩基対のサイズのdsakAフラグメントの分析に使用できます。
注： システムを安全に使用する手順については、『システム概要ガイド』を参照してくだ
さい。

安全性
原料と試薬の適切な取り扱いに関する情報については、sciexKcomLtechJregulatory で入手可
能な安全データシート EpapF を参照してください。標準的なラボの安全ガイドラインに常に
従ってください。有害物質情報については、有害物質情報 を参照してください。

使用目的
dsakA NMMMは、検査室専用です。

必要な機器と材料
注： 再注文部品番号の付いたアイテムの場合、再注文数量はキット数量と異なる場合があ
ります。

アプリケーションガイド
orlJfasJMRJNNNPSJgAJA

dsaNA N000キット mA U00 mlus医薬品分析システム用

R L OR

dsaNA N000キット

表 N dsaNA N000キット（部品番号 4774N0）。
コンポーネント

数量

部品番号の再注
文

O

QTTQTT

dsakA NMMM del Buffer、脱水

P バイアル

QTTKSOU

dsakA NMMM qest Mix（TO〜NIPRP塩基対の範囲のNN個の
akAフラグメントでNM µi中NM µg）

O バイアル

QTTKQNQ

N mi

OQNKROQ

コンポーネント

数量

部品番号

mCoマイクロバイアル、OMM µi

NMM

NQQTMV

ナノバイアル

NMM

RKMQPKQST

ユニバーサルバイアルキャップ、ブルー

NMM

ASOORM

ユニバーサルバイアル

NMM

ASOORN

キャピラリーカートリッジ、ブランク

N

NQQKTPU

カートリッジ再構築キット

N

NQQKSQR

N

QTTKQMV

akAキャピラリー、SR cm、NMM µm iKdK

lrange d oeference Marker、MKNB水溶液

表 O SCfEu の追加消耗品

qM

（オプション） ifcluor

bnhanCb dsakA NMMM aye

qM

TM

注： ifcluor bnhanCb dsakA NMMM ayeの使用方法については、『LIFluor
dsaNA NIMMM ayeアプリケーションガイド』を参照してください。

EnhanCE

保管条件
• dsakA NMMM del Buffer、lrange d oeference Marker、およびakAキャピラリーをO°C〜
U°Cで保管します。
• dsakA NMMM qest Mixを–PR°C〜–NR°Cで保管します。
• ゲル緩衝液を加熱すると分離が悪くなることがあるので、絶対に加熱しないでください。
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dsaNA N000キット

顧客が用意する機器および消耗品
• パウダーフリー加工の手袋 Eネオプレンまたはニトリル製のものを推奨F
• 安全メガネ
• 実験用白衣
• ボルテックスミキサー
• ピペットと適切なヒントK
• 二重精製脱イオン（aaf）水（MKO μmフィルターでろ過し、抵抗がNU M 超のMpグレー
ド水）
• 磁気撹拌板と撹拌棒
• NMmiディスポーザブルシリンジ
• メンブレンシリンジフィルター、MKO µmおよびMKQR µmポア
• （オプション）iABnrAhbローテーター（Barnstead fnternational 部品番号 QMMNNM）
• トリスJホウ酸JbaqA緩衝液のNM倍濃縮原液（NM×qBb）（pigma 部品番号 qQPOP）
• トリスJbaqA緩衝液、NM mM トリスJeCl、N mM baqA二ナトリウム、pe UKM（pigma）
• 分析バランス

必要な検出器
ORQ nmフィルター付きのrs検出器が必要です。
注： このキットは、フォトダイオードアレイ（maA）検出器との使用はお勧めしません。
qM

低akA濃度のサンプルを分析するために、ifcluor bnhanCb dsakA NMMM aye をゲル緩衝
TM
液に添加する場合は、レーザー誘起蛍光（ifc）検出器が必要です。LIFluor EnhanCE dsaNA
NMMM ayeアプリケーションガイドを参照してください。

必要なカートリッジまたはキャピラリー
• キャピラリーカートリッジ（部品番号 NQQTPU）
• akAキャピラリー、SR cm、NMM µm iKdK E部品番号 QTTQTTF

メソッド
このガイドでは、キットに付属のテスト混合を分離する方法について説明します。
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dsakA NMMMキットには、コンディショニングメソッド、分離メソッド、シャットダウンメ
ソッドが必要です。メソッドを作成するには、初期条件、rs検出器の初期条件、およびタイ
ムプログラムを参照してください。
このキットは他のさまざまなアプリケーションで使用できるため、ここで説明する方法を出
発点として使用して、関連するアプリケーションに適した方法を開発してください。具体的
な推奨事項またはサポートについては、pCfbuwebサイトの技術的な注意事項を参照するか、
pCfbuフィールドアプリケーションサイエンティストにお問い合わせください。

初期条件
注： fnitial Conditionsタブと rs aetector fnitial Conditionsタブの値は、すべてのメソッド
で同じになります。
図 N dsaNA N000キットメソッドの初期条件タブ

rs検出器の初期条件
注： fnitial Conditionsタブと rs aetector fnitial Conditionsタブの値は、すべてのメソッド
で同じになります。
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dsaNA N000キット

図 O dsaNA N000キットメソッドのrs検出器初期条件 タブ

タイムプログラム
注： xqime mrogram]（タイムプログラム）は各メソッドで異なります。
図 P dsaNA N000コンディショニングメソッドのタイムプログラムタブ
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図 4 dsaNA N000分離メソッドのタイムプログラムタブ

注： NM µgLmi未満の濃度のサンプルを分析するには、注入パラメータを最適化します。
『分離メソッドについての、推奨されるサンプル注入』を参照してください。
図 R dsaNA N000シャットダウンメソッドのタイムプログラムタブ

試薬と原液の準備
dsaNA N000ゲル緩衝液の調製
NK

dsakA NMMM del BufferバイアルにOMKM miのaaf水を追加します。

OK

磁気撹拌棒と撹拌板を使用して、dsakA NMMM del Bufferが完全に溶解するまで溶液を
撹拌します。
より効果的に撹拌するためには、dsakA NMMM del Buffer ボトルの直径よりもわずか
に短い撹拌棒を使用してください。
凍結乾燥したゲルが完全に溶解するまで最大OQ時間かかる場合があります。

PK

ゲル緩衝液を使用する直前に、MKQR µmフィルターでろ過し、N分間超音波処理して小
さな気泡を取り除きます。
再水和した dsakA NMMM del Bufferは、O ℃〜U ℃で保存すると PM 日間持続します。

注意： データ損失の可能性。dsaNA N000 del Bufferを加熱すると分離が悪くなることが
ありますので、加熱しないでください。
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qM

注： ifcluor bnhanCb dsakA NMMM aye は、ifc 検出が必要な場合、dsakA NMMMゲル緩
qM
衝液 に追加することができます。このキットでの使用については、ifcluor bnhanCb
dsakA NMMM ayeに付属の説明書を参照してください。

サンプルを準備する
テスト混合の調製
NK

QM µiのaaf水とMKR µiのlrange d oeference MarkerをdsakA NMMM qest Mixバイアル
に加え、よく混合します。
これにより、合計akAのOMM µgLmi溶液が作成されます。

OK

希釈したdsakA NMMM qest Mixの全量をmCoマイクロバイアルに移します。または、
R～NM μiのサンプルをナノバイアルに加えます。

PK

mCoマイクロバイアルをユニバーサルバイアルに入れます。青いキャップで密封しま
す。

QK

再構成したテスト混合は、使用しないときは–PR°C〜–NR°Cで保管してください。再構
成されたテスト混合は、室温で保存すると劣化します。

注： 再構成されたテスト混合は、冷凍保存した場合、最大O週間持続します。劣化すると、
最後のPつのピークの分離能が低下します。

サンプルの調製
NK

dsakAサンプルをaaf水またはMKO umのろ過したトリスJbaqA緩衝液で約OMM ngLµi
akAの濃度に希釈します。

OK

N µiのlrange d oeference MarkerをNMM µiの希釈したakAサンプルに加え、十分に
混合します。lrange d oeference Markerはマーカーとして機能します。

PK

NMM µiのサンプルをmCoマイクロバイアルに移して分析します。
利用可能なサンプル量が少ない場合は、R〜NM µiのサンプルをnanosialに移して分析
します。
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mA U00 mlus システムを準備する
本項では、データを取得するためにmA UMM mlusシステムを準備する手順について説明しま
す。
本項で説明する手順は、システムがすでに適切にインストールされ、初期化されていること
を前提としています。

rs検出器 の取り付け
NK

mA UMM mlusシステムの電源を切り、rs検出器を取り付けます。システムメンテナン
ス ガイドを参照してください。

OK

システムの電源を入れ、ランプが暖まるまで少なくとも PM 分間待ちます。

インターフェースブロックをクリーニングする
注意： ダメージを与える恐れ。ゲルが電極、オープニングレバー、キャピラリーエンド、
およびインターフェースブロックに蓄積しないようにしてください。ゲルが蓄積すると、
キャピラリーの破損、電極の曲がり、バイアルの詰まり、注入の失敗につながる可能性が
あります。
使用後または化学薬品の交換時に、電極、オープニングレバー、キャピラリー端、およびイ
ンターフェースブロックをクリーニングしてください。詳細な手順については、『システム
メンテナンスガイド』を参照してください。
ゲル緩衝液は非常に粘性が高く、定期的かつ徹底的な洗浄を行わないと、システム内に蓄積
する可能性があります。

キャピラリーの取り付け
注意： ダメージを与える恐れ。キャピラリーが脱水状態にならないようにしてください。
キャピラリーの端を切り取ってからR ～N0 分以内に、キャピラリー内部のコーティングの
脱水が始まります。
注意： ダメージを与える恐れ。カートリッジに取り付ける前に、キャピラリーを最終的な
長さまで切断しないでください。

•

キャピラリーカートリッジの再構築手順を使用して、akAキャピラリーをキャピラ
リーカートリッジに取り付けます。
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推奨されるキャピラリー有効長は、窓までPM cm、全長QMKO cmです。NMM µm × OMM µm
のアパチャを使用します。akAサンプルがO kbより大きい場合は、窓までの長さがQM cm
である全長RMKOcmなどのキャピラリーを使用できます。
長い akA サンプルの分離の詳細については、pCfbu webサイトの技術的な注意事項
を参照するか、または pCfbu フィールド アプリケーション サイエンティストにお問
い合わせください。
キャピラリーコーティングへの損傷を最小限に抑えるために、キャピラリーカートリッ
ジの再構築手順の変更に従ってください。
aK OつのユニバーサルバイアルをNKR miのaaf水で満たし、青いキャップで覆います。
bK キャピラリインレット側のエンドキャップを切り取り、キャピラリーをカートリッ
ジに取り付けます。キャピラリーをカートリッジに挿入した後、アウトレット側
からエンドキャップを切り取り、カートリッジの組み立てを完了します。
cK キャピラリーの両端を推奨された長さにトリミングしてから、キャピラリーの両
端を aaf水の入ったバイアルに沈めます。カートリッジの組み立て中は、キャピ
ラリーの端部をR分〜NM分以上空気に触れさせないでください。

カートリッジを取り付ける
NK

バイアルからカートリッジを取り出します。

OK

カートリッジをmA UMM mlusシステムに取り付けます。

緩衝液トレイをロードする
注意： ダメージを与える恐れ。N.U mLを超える液体をバイアルに入れないでください。ま
た、廃液バイアルには N.U mLを超えて溜まらないようにしてください。バイアルの容量が
N.U mL以上が含まれている場合、圧力システムが損傷する可能性があります。
NK

実行するサンプルの数に応じて、適切な数のバイアルを満たし、キャップします。図
Tを参照してください。

アプリケーションガイド
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図 S ユニバーサルバイアルとキャップのセットアップ

項目

OK

説明

N

ユニバーサルバイアルキャップ

O

最大充填ライン

P

ユニバーサルバイアル

次の図に示すように、バイアルを緩衝液トレイに入れます。各行はU回の実行に十分で
す。行Sは増えません。
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図 7 緩衝液インレットトレイEBfF、左 および緩衝液アウトレットトレイEBlF、右

• aaf水：NKR mi aaf水
• ゲル充填：NKR mi dsakA NMMM del Buffer
• ゲル分離：NKR mi dsakA NMMM del Buffer
• ゲル注入：N mi dsakA NMMM del Buffer
• 廃液：N mi aaf水

注： このアプリケーションでは、すべてのバイアルとキャップは最大 U 回分析を行えるよ
うに設計されています。乾燥ゲルやその他の化学物質で汚染されている可能性があるため、
キャップは再利用しないでください。

サンプルトレイのロード
NK

サンプルを調製します。
• mCoマイクロバイアル内のサンプルの場合、mCoマイクロバイアルをユニバーサル
バイアルに入れ、バイアルをキャップで覆います。図 Uを参照してください。

アプリケーションガイド
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• ナノバイアルのサンプルの場合は、バイアルをキャップで覆います。
図 U ユニバーサルバイアルに入ったmCoマイクロバイアル

項目

OK

説明

N

ユニバーサルバイアルキャップ

O

mCoマイクロバイアル

P

ユニバーサルバイアル

Q

ユニバーサルバイアル内のマイクロバイアル

サンプルバイアルをサンプルインレットトレイにロードします。
サンプルを実行するには、ANの位置からサンプルトレイに入れ、他のウェルを充填す
る前にすべてのAウェルを充填します。
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図 V サンプルトレイインレットESfF

サンプルを実行する
シーケンスを作成して実行を開始
qM

注： 以下の説明は、ユーザーがPO harat ソフトウェアを使用してシーケンスを作成およ
び実行する方法に精通していることを前提としています。詳細な手順については、PA 8MM
Plus医薬品分析システムメソッド開発ガイドを参照してください。
qM

NK

PO harat ソフトウェアを開きます。

OK

PO harat ソフトウェアウィンドウで、rs検出器を搭載した装置を選択するか、新規
に作成して装置を開きます。

PK

テスト混合のみを実行するには、次のP行のシーケンスを作成します。

qM

• 行N µ コンディショニングメソッド

アプリケーションガイド
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• 行O µ分離メソッド
• 行P µシャットダウンメソッド
QK

追加のサンプルを実行するには、各サンプルのコンディショニングメソッドの後に行
を追加します。実行するサンプルの数に応じて、緩衝液トレイに十分なバイアルを充
填します。各緩衝液バイアル行はRつのサンプルを実行します。

RK

rsランプがオンになっていること、サンプルトレイと緩衝液トレイがロードされてい
ることを確認してから、

をクリックしてシーケンスの実行ダイアログを開きます。
SK

ダイアログで必要な変更を行い、Startをクリックします。

廃棄物処理
警告！ 生物学的危険、有害化学物質の危険性。化学物質のバイアルおよび
キャップ、および調製済みサンプルの残りを処分する際は、必要に応じて、
地域の指令に従います。これらには、規制化合物や生物学的危険性のある物
質が含まれていることがあります。

カートリッジを保管する
カートリッジを4U時間未満保管する
NK

シャットダウンメソッドを実行して、キャピラリーをクリーニングします。
シャットダウンメソッドは、キャピラリーをdsakA NMMM del Bufferで満たします。

OK

二重脱イオン水のバイアルにキャピラリーの端を浸した状態で、カートリッジをシス
テムに最大QU時間保管します。

カートリッジを 4U 時間以上保管する
NK

シャットダウンメソッドを実行して、キャピラリーをクリーニングします。

OK

システムからカートリッジを取り外します。

PK

キャピラリーの端を二重脱イオン水のバイアルに浸した状態で、カートリッジをカー
トリッジ保管ボックスに入れます。

QK

カートリッジ保管ボックスをO °CからU °Cの冷蔵庫に直立させて保管します。
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保管後のカートリッジを準備する
•

カートリッジが N 日以上使用されていないか、長期間保管されていた場合は、コン
ディショニングメソッドを使用してキャピラリーをコンディショニングします。

結果を分析する
テスト混合のデータの分析
dsakA NMMM qest Mixには、NN個のフラグメントからなるmhiJu NTQ akA eae fffダイジェス
トが含まれています。テスト混合は、OTN bp およびOUN bpフラグメントのベースライン分離
で推奨される分離メソッドを使用して、OR分以内に分離する必要があります。図 NMを参照し
てください。
電流はNQ µA〜OQ µAの間でかなり安定している必要があります。わずかな電流の変動は、
キャピラリーが温度変動またはゲル緩衝液内の気泡の存在を経験していることを示している
可能性があります。これにより、ノイズの多いベースライン、その他のスパイク、または幅
広いピークが発生する可能性があります。使用前にゲル緩衝液バイアルをR秒間超音波処理
して気泡を除去します。
akAサンプルがOkbより大きい場合は、全長がRMKO cmなどの長いキャピラリーを使用できま
す。長いキャピラリーを反映するようにメソッドを変更します。長い akA サンプルの分離
の詳細については、pCfbu webサイトの技術的な注意事項を参照するか、または pCfbu
フィールド アプリケーション サイエンティストにお問い合わせください。
図 N0 テスト混合のエレクトロフェログラムの例
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『分離メソッドについての、推奨されるサンプル注入』を参照
してください。
分離メソッドに示されているように、NksでO秒間実行される動電注入から始めます。必要に
応じて、注入時間を５秒程度まで延長できます。
あるいは、塩濃度が高いサンプルの場合は、MKR psiでNM秒間実行される圧力注入から始めま
す。必要に応じて、注入時間をOM秒程度まで延長できます。

最良の結果を得るためのヒント
• 時間の経過とともに分解能が低下する場合は、dsakA NMMM del Bufferを交換してくださ
い。テスト混合を実行して、分解能が向上していることを確認します。
• ベースライン分離が達成されない場合は、同じ電界強度（sLcm）を使用し、必要に応じ
てキャピラリー長を増やします。
• 常に電流を監視します。平均電流の変化や電流の変動は、イオン強度の変化、ゲル緩衝液
の劣化、気泡の形成を示すことがあります。
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aNAアプリケーションガイドのトラブルシューティ
ング
表 P dsaNAトラブルシューティング
症状

考えられる原因

低電流または不安定な低電流 NK キャピラリーはブロック
されています。
OK mA UMM mlusシステムに問
題があります。

修正アクション
NK 次のいずれか：
• キャピラリーを二重脱
イオン水でOM psi
でNM分間すすぎ、ゲル
緩衝液を除去した後、
コンディショニング法
を用いてキャピラリー
をコンディショニング
します。
• キャピラリーを交換し
ます。『キャピラリー
の取り付け』を参照し
てください。
OK パフォーマンステストキッ
トを使用して、mA UMM
mlusシステムのパフォーマ
ンスを確認します。

広いピークまたは移行時間は NK ゲルは電極上で乾燥して
実行ごとに変化します
います。
OK ゲル緩衝液またはテスト
混合が劣化しています。

NK 電極、キャピラリーの端、
レバーアームをクリーニ
ングします。インター
フェースブロックをクリー
ニングするを参照してく
ださい。
OK 必要に応じて、ゲル緩衝
液またはテスト混合を交
換してください。

アプリケーションガイド
orlJfasJMRJNNNPSJgAJA

dsaNA N000キット mA U00 mlus医薬品分析システム用

ON L OR

dsaNA N000キット
表 P dsaNAトラブルシューティング E続きF
症状

考えられる原因

修正アクション

ピークなしまたは低信号

NK キャピラリーはブロック
されています。

NK 次のいずれか：

OK キャピラリーウィンドウ
と検出器の位置が合って
いません。

• キャピラリーを二重脱
イオン水でOM psi
でNM分間すすぎ、ゲル
緩衝液を除去した後、
コンディショニング法
を用いてキャピラリー
をコンディショニング
します。
• キャピラリーを交換し
ます。『キャピラリー
の取り付け』を参照し
てください。
OK キャピラリーウィンドウ
が検出器の開口部の上に
位置していることを確認
してください。

エレクトロフェログラムのス 気泡はゲル緩衝液にありま
パイク
す。

ノイズの多いベースライン

ゲル緩衝液に微粒子が入って ゲル緩衝液をMKQR µmのポア
います。
フィルターでろ過して微粒子
を除去した後、R秒間超音波洗
浄して気泡を除去します。
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再構成された緩衝液が室温に
なっていることを確認してく
ださい。ゲル緩衝液バイアル
をR秒間超音波処理して、気泡
を取り除きます。

アプリケーションガイド
orlJfasJMRJNNNPSJgAJA

有害物質情報

A

次の情報に注意して、関連する安全対策を講じる必要があります。詳細については、それぞ
れの安全性データシートを参照してください。これらは要求に応じて入手できるか、弊社の
ウェブサイト（sciexKcomLtechJregulatory）からダウンロードできます。
eCp OMNO による危険物分類。

dsaNA N000ゲル緩衝液、脱水
危険！ 飲み込むと有害な場合があります。皮膚に接触すると有害な場合があ
ります。皮膚炎を引き起こします。目に深刻な刺激を引き起こします。生殖
能力または胎児への損傷が生じる可能性があります。

LfFluor EnhanCE aye

危険！ 引火性の高い液体および蒸気。飲み込むと有毒です。皮膚に接触する
と有毒です。吸入すると有毒です。臓器に損傷を与えます。

その他の試薬
他のベンダーの試薬については、使用前にベンダーの安全性データシートをお読みください。
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お問い合わせ先

お客様のトレーニング
• 北米：kAKCustomerqraining]sciexKcom
• ヨーロッパ：buropeKCustomerqraining]sciexKcom
• ヨーロッパおよび北米以外：sciexKcomLeducation

オンライン学習センター
qM

• pCfbu rniversity

消耗品を購入する
pCfbu消耗品の再注文はオンライン（storeKsciexKcom）をご利用ください。ご注文の場合は
見積書、注文確認書、または発送書類に記載されているアカウント番号をお使いください。
現在、pCfbuオンラインストアは米国、英国、ドイツのみに対応しておりますが、将来的に
他の国にも拡大予定です。米国、英国、ドイツ以外のお客様は、地域のpCfbuサービス担当
者までご連絡ください。

SCfEuサポート
pCfbu およびその代理店は、十分に訓練を受けた保守／技術専門要員を世界中に有していま
す。システムまたは起こり得る技術的問題に関するご質問にお答えします。詳細な情報につ
いては、pCfbu ウェブサイト EsciexKcomF を参照するか、以下の連絡先までお問い合わせく
ださい。
• sciexKcomLcontactJus
• sciexKcomLrequestJsupport

サイバーセキュリティ
pCfbu製品のサイバーセキュリティに関する最新のガイダンスについては、
sciexKcomLproductsecurityを参照してください。
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お問い合わせ先

ドキュメント
このマニュアルの本バージョンは、以前のバージョンに優先します。
このマニュアルを電子的に閲覧するにはAdobe Acrobat oeaderが必要です。最新バージョン
をダウンロードするには、httpsWLLgetKadobeKcomLreaderにアクセスします。
ソフトウェア製品のマニュアルについては、ソフトウェアに付属のリリースノートまたはソ
フトウェアインストールガイドを参照してください。
ハードウェア製品のドキュメントを検索するには、システムまたはコンポーネントに付属の
カスタマーリファレンス asa を参照してください。
ドキュメントの最新版はpCfbuのウェブサイト（sciexKcomLcustomerJdocuments）で入手で
きます。
注： このドキュメントの無料の印刷版を請求するには、sciexKcomLcontactJusまでお問い合
わせください。
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