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分析法の精度を維持管理するために、すべての分析の際、並行し

て各試料毎に添加回収試験を行います。これは、対象物質の抽

出結果が明らかに正しいかどうか確認するため、通常の分析とは

別に、同じ試料に対象物質を添加したものと同時に分析を行い、

2つの結果を比較検討できるよう実施しているものです。添加回

収試験で回収できないことがあれば、違った観点から全く別の方

法でやり直します。このようにSAIKAでは常に信頼できる結果

を提供し続けるための、細心の注意を払っています。

確実な結果を得るために分析精度管理を徹底追及する。

オリジナルな試験方法には、整合性を客観的に証明できる事項を設定する必要があります。その証明とし

て、SAIKAでは外部精度管理プログラムFAPAS®に参加、過去すべてにおいて「信頼性のある結果」と

いう判定を得ています。FAPAS®とは、英国のセントラル・サイエンス・ラボラトリーが実施する技能試験

で、分析法の性能証明に役立つものとして世界各国の試験所が参加し、新しい方法を開発した場合でも

このFAPAS®に参加することで、方法の妥当性をチェックできます。

FAPAS®（国際技能評価試験）への参加。
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信頼できない結果

※検査結果はZ-scoreで表される

疑  問 信頼性のある結果

SAIKAの試験結果

■ 添加回収試験のしくみ
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■ 農薬使用履歴が不明な加工食品の分析の必要性
■ 従来分析が困難とされていた
　 SAIKAで分析可能な試料例

ポジティブリスト施行前後から主要原材料のみな

らず天然添加物、抽出物、食用油、調味料等の検査

も増加しています。これらを含む加工食品は検査

が難しく、誤認の可能性のある成分が多く含まれ

ています。どんな農薬が使われたか不明なもの、

通常では抽出困難なもの、濃縮液や香料の類ま

で、SAIKAはすべての分析を可能にする能力を有

しています。

さまざまな食品の中には、乾燥物や食品成分を濃縮したもの等複雑なも

のもあります。SAIKAでは、1次検査→2次検査と、異なる2方法で検出

農薬の確認を行っています。また、分析の前処理（クリーンアップ操作）も

それぞれの食品ごとに違ったノウハウがあり、大変重要な作業となりま

す。技術を蓄積した経験豊富な研究員の確かな眼と技がSAIKAの分析

を支えています。時に検査中に想定外の事象が起こった場合でも、すぐ

に対処方法を導き出せる技術の高さを持ち合わせています。

他社では困難な分析を可能とするSAIKAの技術力。

確立されたメソッドと経験豊富な眼による優れた分析力。
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■ 大量注入法のメリット

SAIKAでは、長年にわたる検査経験と検査方法の改良により、オリジナ

ルの残留農薬多成分一斉分析法MAPS（マップス=Multi Analysis of 

Pesticide-residues by SAIKA）を開発し、従来より活用してきまし

た。多成分一斉分析は、国内では他に先駆けて採用した画期的な分析方

法です。加工食品も分析可能で、最大600種以上の農薬を、最短1日で、

正確に（公定法と同等の定量限界）高精度な分析結果が得られます。

実績ある多成分一斉分析を中心に、個別分析等、必要に応じた幅広い分

析サービスを提供しています。

1. 従来多くの採取量が必要であったが、採取量が少なくてすむ。
2. 濃縮操作の前処理工程を省略できる。
3. 採取量が少なくてすむので、総合的に前処理時間を短縮できる。

ソフト能力としての多成分一斉分析のレベルをより高いものとし、理想的な分析環境を構

築するための周辺機器として、GC用大量注入口装置（ハードウエア）も開発。従来2μℓ程

度の少量注入だったものが、独自開発の新型インサートにより100μℓまでの大量注入が

可能となりました。大量注入法が容易なLVI-S200は、従来の

10～100倍という飛躍的な感度向上によりさまざまな条件

の試料に対応して高感度分析を実現します。

SAIKA独自の残留農薬多成分一斉分析法 「MAPS」 を開発。

GC用大量注入口装置 「LVI-S200（ラヴィストマ）」 を開発。

4cm

容量0.6mL

■ 新型 胃袋型インサート

注入口本体
（Agilent用）

注入口本体
（島津用）コントローラー

ボックス

■ MAPS法の一例（多成分一斉分析法）
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塩析 / pH調整
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グラファイトカーボン / PSAカラム

※分析可能農薬数については予告なく変更す
る場合があります。

※結果が出るまで通常1週間程度かかります。

SAIKAは、消費者に安全で高品質な食品を提供し、
持続可能な食資源の確保を担う企業のパートナー
として、品質管理の一部をお手伝いいたします。

SAIKAはお手伝いします。
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企   業
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表示価格は全て税込です

必要なものを分析項目リスト（一斉）（個別）の中から
自由に選択することができます。
また、分析項目の提案もいたします。

¥126,000～

¥31,500～

参考価格

参考価格

※分析農薬数100項目～

※分析農薬数1～10項目

¥63,000～
参考価格

※分析農薬数 約100項目～

多成分一斉分析 セット
オリジナルセットメニュー

カスタムオーダー
お客様オリジナルメニュー

わんでい ファイブ
デ イ ズ

低価格・短納期メニュー

野 菜 穀 物果 実 茶

多くの農薬を検査したい場合にどうぞ。
よく検出される農薬を集めたメニューも
ご用意しています。

MAPS
シリーズ

どんな農薬が残留しているか不明な
加工食品におすすめです。

加工食品
シリーズ

輸入食品におすすめ。
検疫所モニタリング農薬対応。

輸入食品
シリーズ

主要農薬を多く含んだお手頃な
基本メニューからご用意しています。

「わんでい」は1営業日、「ファイブデイズ」は5営業日が納期。
分析項目リスト（一斉）の中から自由に選択することが可能です。
※同じ試料かつ同項目で10検体以上ご依頼の場合割引があります。

国内トップレベルの検体種数を誇る、残留農薬専門の分析機関。

残留農薬専門分析の実績。

残留農薬の多成分一斉分析サービスを国内で最初に提供。

パイオニアとしての総合力。

企業のパートナーとして共に歩む、柔軟なサポートシステム。

解決に導く実践メニュー。

すべての検体に農薬添加回収試験を実施。

クラスAの分析精度。
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