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013223 PK-3 電極研磨キット

1.電極表面を水で洗い、キムワイプで電極表面の
水分を拭取る。ガラス板にダイヤモンド用研磨
パッドを貼り付け 1µm 研磨用ダイヤモンドを
数滴滴下する。

2.電極をパッドに垂直に押し当て8の字を描く様
に研磨する。1分ほど研磨し電極表面を蒸留水
で洗浄する。

3.アルミナ研磨パッドに貼り替え、表面が鏡面
(表面が均一で傷が見えない状態) になるまで
充分研磨する。その後、電極表面を蒸留水で
洗浄し乾燥させる。

PK-3 電極研磨キットによる作用電極の研磨方法

キットの商品は単品でも販売しております。単品での販売の場合、研磨パッドは20枚入りです。
012600 アルミナ用研磨パッド
012601 ダイヤモンド用研磨パッド

PK-3 電極研磨キットはCV測定用作用電極/フローセル型作用電極表面を研磨するためのキットです。

注意:当社電極の研磨はPK-3電極研磨キットによる再生法をお薦めしています。その
他の手法での再生を行う場合、事前にご相談下さい。
またグラファイト電極の研磨には使用しないでください。

グラファイト電極の研磨方法
1. エメリーペーパー(別売り：012611 )の上に少量の蒸留水を滴下し、電極を10秒ほど研磨します。

(必要に応じ、研磨時間を適度に増やして下さい）
2. 研磨後電極を蒸留水でリンスします。
3. その後10秒ほど超音波洗浄(65W-100Wの超音波洗浄器の場合)。 もしくはアルミナ研磨パッドに

蒸留水を滴下し、10秒ほど研磨します。
4. 再び電極を蒸留水でリンスします。
5. 電極を乾燥させてから、電気化学測定にご使用下さい。

カタログ No. 品名及び詳細　　 数量

012620

012621

013222

0.05 µm 研磨用
アルミナ(20 mL)
1 µm 研磨用
ダイヤモンド(10 mL)

ガラス板

アルミナ用
研磨パッド

ダイヤモンド用
研磨パッド

1

1

1

10

10
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013223 PK-3 Electrode Polishing kit

1.Prepare the glass plate, put drops of
polishing diamond on diamond
polishing pad.

2.Hold the electrode at right angle to the
pad and polish it with circle motion.

3.Replace by an alumina polishing pad,
put drops of polishing alumina and
polish to be mirror surface. Rinse the
electrode surface with distilled water,
finish by air drying.

How to polish the Working electrodes' surface with PK-3

Polishing kit to maintain good condition of working electrode for CV/Flow cell.

Contents of PK-3 can be provided separately. In that case, each polishing pad (012600 Alumina
polishing pad/012601 Diamond polishing pad) includes 20 pieces of them per the sales unit.

Attention: Polishing with PK-3 is the most appropriate way to clean up
electrode surface. Please consult us when other methods are applied.
Do not use this kit to the PFCE Electrode & Pyrolytic Graphite Electrode.
How to polish the PFCE Electrode & Pyrolytic Graphite Electrode:
1. Put a few drops of distilled water on the emery paper(sell separately : 012611), and polish for 10

seconds.
If necessary increase the polishing time.

2. Then rinse the electrode with distilled water.
3. After rinse, ultrasonic cleaning for 10 seconds (in the case of 65 W - 100 W ultrasonic cleaner).

Or polishing the electrode using alumina pad with a few drops of distilled water for about 10
seconds.

4. Then rinse the electrode again with a distilled water.
5. Dry the electrode and it is ready for the measurement.

Manufactured by: ALS Co., Ltd Exclusive distributor: BAS Inc.
URL: http://www.als-japan.com
E-mail: sales@als-japan.com

Catalogue No. Components Quantity

012620

012621

013222

0.05 µm polishing
alumina(20 mL)
1 µm polishing
diamond(10 mL)
Replacement glass
plate

Catalogue No. Components Quantity

Alumina polishing
pad
Diamond polishing
pad

1

1

1

10

10


