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013375 ダブルジャンクションチャンバーキット

内容物
(a)013376 ダブルジャンク

ションチャンバー
(b)013377 ダブルジャンク

ションチャンバーキャップ
(c)002222 Ptカウンター電極

5.7cm

【使用方法】
この商品は013373 RHE 簡易型可逆水素電極の電位安定さ
せる、あるいは非酸性溶液中でRHEを使用するためのチャ
ンバーキットです。

ダブルジャンクションキャップ
をダブルジャンクションチャン
バーに取り付け、その後Ptカウ
ンター電極をキャップにセット
します。

013373 RHE 簡易型可逆水素電
極の先端をダブルジャンクショ
ンチャンバーにセットします。
溶液が溢れないように少しずつ
酸性溶液の吸引を行いつつチャ
ンバー内へRHEを挿入します。

詳細なマニュアルは当社ホームページでご確認いただけます。
http://usr.bas.jp/dl_sub/?id=529d7e8410fe7

(a)

(b)
(c)

ダブルジャンクションチャン
バーを垂直に立て、酸性溶液を
内壁にそってゆっくりと注いで
ください。液量は4.5 mLです。
溶液には1.2 M HClの使用を勧
めています。
先端に気泡が発生した場合は軽
く弾いて除去して下さい。

RHEに作用電極端子、Ptカウン
ター電極に参照電極・カウン
ター電極端子を接続します。
クロノアンペロメトリーなどで
電荷量が約2 Cになるまで電解
を行って下さい。
(例：1.2 M HCl水溶液では設定
電位−3 Vで約5分)

【注意事項】
・一度溶液にて使用したチャンバーは乾燥させないでく
ださい。乾燥すると液絡部のイオン透過性ガラスが、
中に入った支持電解質の析出により詰まったり、割れ
たりする恐れがあります。使用後のチャンバーは蒸留
水で良く洗浄し、イオン交換水中で保管してください。
(参考URL:http://www.bas.co.jp/1841.html)

・使用後にイオン透過性ガラスが変色する場合があります。
これはガラスの性質のため交換に応じることは出来ません。

・チャンバーはガラス製のため、ガラスを侵食する酸・塩基
には使用できません。

・上記注意事項に反した使用方法により発生した問題につい
て、当社は保証できません。



013375 Double junction chamber kit
Contents
(a)013376 Double junction

chamber
(b)013377 PTFE Cap for

double junction chamber
(c)002222 Platinum counter

electrode 5.7cm

You can get more detailed manual from following URL.
http://usr.bas.jp/dl_sub/?id=529d7ecacf927

【How to use】
This product is the chamber kit for 013373 reversible
hydrogen electrode (RHE) potential stabilization or the
application in using non-acidic solution.

Attach the double junction cap to
double junction chamber, set the Pt
counter electrode to the cap.

Set the tip of the RHE to the
double junction chamber . Insert
the RHE gradually into the
chamber while performing the
aspiration of acidic solution and
make sure there is no inner
solution overflow.

(a)

(b)
(c)

Stand the double junction chamber
and inject the acidic solution gently
along inside wall. The suitable liquid
volumn for the chambler is 4.5mL.
1.2 M HCl is recommended to be
used as inner solution.
If air bubbles were present around
the porous glass, slightly flick the
chamber to clear the bubbles.

Connect the working electrode
cable to RHE, and connect the
reference and counter electrode
cable to the Pt counter electrode.
Electrolyze the acidic solution until
2 coulomb electric charges pass.
(For example: apply −3V vs. ref to
WE for about 5 minutes in 1.2 M
HCl solution.)

【CAUTION】
・Don't dry used sample holder in the air. The tip porous

glass (liquid junction) of sample holder maybe damaged
(block , crack) by the electrolyte salt deposition due to dry.
After using, clean the inside of chamber and soak in ion
exchange water for keeping.

・The porous glass of tip may be discolored after use, which
is due to the nature of the glass. Hence, we can not
respond to exchange.

・The double junction chamber can't use with glass-
corrosive acid and base.

・We do not guarantee the products if you against the above
notes.

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


