
ピペッティングワークに革新的なツールを提供



インテグラ (INTEGRA Biosciences) は、リキ
ッドハンドリング製品と、微生物や細胞の培養
のための高品質なツールを製造・販売するリー
ディングカンパニーです。私たちは、ライフ
サイエンス分野や医療業界における研 究、開
発、診断、品質管理分野で活躍されるユーザー
のニーズを満たせる、革新的なソリューション
を提供することを社是としています。
世界中のユーザーと緊密な協力関係を構築しな
がら、ユーザーのニーズを理解し、最先端の技
術を駆使して高品質な製品を作り上げます。

私達の全製品は、スイス連邦共和国ジザーズお
よびアメリカ合衆国ニューハンプシャー州ハド
ソンにて、最も高い品質基準に基づき製造され
ています。
製品は、アメリカ、イギリス、フランス、ドイ
ツ、オーストリア、スイスでは直販会社から、
その他、100社を超える高度に訓練された国際
的な代理店パートナーのネットワークを通じ
て、世界中のユーザーにお届けしています。

INTEGRA Biosciences AG is an ISO 9001 certified company.



リキッドハンドリング製品

VIAFLO ASSIST / ASSIST PLUS  
インテリジェントなピペッティング自動化助手

ASSIST / ASSIST PLUSは、VIAFLOや
VOYAGER電動ピペットと組み合わせて、段階
希釈、試薬添加、プレートリフォーマット等の
作業を自動化します。マルチチャンネルピペッ
ティングの人間工学的観点に新しい基準をもた
らしただけでなく、オペレーター個人のピペッ
ティングスキルの差を排除し、データの再現性
を飛躍的に向上させる事が出来ます。

VIAFLO / バイアフロ
軽量でタッチホイール制御の電動ピペット

バイアフロ ピペットは、単純な分注から複
雑なプロトコルまで、あらゆるピペッティン
グワークに対応します。直感的なタッチホイ
ールとカラー表示により速やかなメニューの
選択や容量設定ができます。人間工学に基づ
いた設計により軽快なピペット操作が可能で
す。グリップチップ技術に基づいた独自のチ
ップ設計により、チップの緩みや液漏れ、脱
落はありません。 

EVOLVE / イボルブ
快速容量可変手動ピペット

容量変更のたびにダイアルを多数回廻す必要が
ある通常のピペットと異なり、イボルブ ピペッ
トは容量桁ごとに設けられたダイアルで容量を
セットするため、10分の一のわずかな時間と労
力で目的容量に設定できます。
グリップチップ技術に基づいた独自のチップ設
計により、チップの緩みや液漏れ、脱落はあり
ません。 

VIAFLO 96 I 384 / バイアフロ 96/384
マイクロプレート分注機 - 簡便で経済的

バイアフロ 96 および 384 は手動ピぺットの簡
便さでデリケートなマルチウェル分注作業を簡
素化します。コントロールハンドルに添えた手
の動きは内臓コンピューターとサーボ機構によ
って増幅され、軽快で直感的なワークフローが
可能になります。ヘッドはユーザーが簡単に交
換でき24から384(1536)ウェル、 0.5 μl~1250 
μl の容量範囲のアプリケーションに素早く対応
できます。ユーザープログラムによる自動運転
も可能です。



VIAFILL / バイアフィル
簡単な操作のバルク試薬プレート分注機 

タッチパネルのグラフィカルユーザーイン
ターフェイスなので簡単に操作できます。
8チャンネルまたは16チャンネルカセット
を使用して、6ウェルから1536ウェルの標
準あるいはディープウェルプレートへの分
注が高速で可能です。 

Clear AdvantageTM / 試薬リザーバー
環境にやさしく、捨てるのはリザーバー イン
サートだけ

インテグラの使い捨て試薬リザーバーは、ほと 
んどすべてのピペッティングアプリケーション 
において、非溶剤ベースの試薬の一時的な保管 
に使用する事が出来ます。インテグラ試薬リザ 
ーバーは、くっきり見える数字や目盛り、再利 
用可能なベースと、低コストで積み重ね可能な 
ポリスチレンまたはポリプロピレン製リザバー
インサートを提供しま す。インサートは一時的
な蓋としても使用でき 汚染を低減します。

VOYAGER / ボイジャー チップ間隔
可変マルチチャンネル電動ピペット

ボイジャー は、バイアフロ 電動ピペッ
トの全機能に加えて、高精度な電動チップ
間隔可変機構により、スイッチにタッチす
るだけで、各種のウェルの中心にチップを
正確に合わせることを可能にします。
異なるウェル間隔のチューブやプレート間
の複数サンプルのトランスファー操作を、
片手操作のみで迅速に一括完了でき、時間
と労力の大幅な低減を実現します。

GripTips / グリップチップ
あなたのピペットチップは二度と漏液や、緩み
や、脱落はありません！

チップの確実なシーリングと堅固な装着は効率
的な分注作業に最も重要な要素です。グリップ
チップはすべてのインテグラピペットとの組み
合わせで、システムとしてチップ着脱に必要な
力の最小化と効果的なチップ脱落防止を実現し
ています。滅菌、フィルター、低吸着、ワイド
ボア タイプにも対応しています。

VIAFILL Plate Stacker / 
バイアフィル プレートスタッカー
無人で連続プレート分注が可能

バイアフィルにプレートスタッカーを追加する
とスループットが大幅に向上し無人操作が可能
になります。ウェルプレートは25または50枚の
プレート用に設計された取り外し可能なチムニ
ーに収容されます。スタッカーは標準プレート
以外に各種の高さのディープウェルプレートを
処理可能です。またほとんどのプレートの蓋と
互換性があり蓋付きプレートを処理できます。



VACUSAFE / バキュセーフ
安全な吸引収集システム

バキュセーフ吸引システムは、廃液を収集し
処分するための安全かつユーザーフレンドリ
ーで応用範囲の広い方法を提供します。バキ
ュセーフは危険な廃液からユーザーを守るた
めの理想的なソリューションを提供します。
バキュボーイ ハンドオペレーター は各種の
容器から効率よく廃液を収集することを手助
けします。

VACUSIP / バキュシップ
Liquid waste gone in a sip!

バキュシップは比較的少量の廃液を吸引する
ための理想的なベンチトップソリューション
です。運転は静かで外部の真空源が不要であ
り、ベンチの何処にでも収まるコンパクトで
安全かつすぐに使用できる真空吸引システム
です。バキュシップは軽量で、完全な可動性
があり、広範な容器に対応できるよう各種の
ハンドツールが付属しています。

VACUBOY / バキュイボーイ
多目的真空吸引ツールセット 

バキュボーイはポンプ等の真空源をユーザー
フレンドリーな吸引システムに変換する便利
な吸引ツールセットです。実験室のあらゆる
容器からボタンを押すだけで、或は押し方で
微妙にコントロールしながら、液体(廃液)を
吸引できます。各種の異なる形状のアダプタ
ーから構成され、研究室で使用されるいろい
ろな容器に対応できます。バキュセーフの応
用範囲を大きく広げる最適なオプションです。

PIPETBOY acu 2 / ピペットボーイ 
アキュ2 軽量化と高速化の結晶

第二世代のピペットボーイ アキュ2 は大幅な
軽量化を実現するとともにピペッティング速
度が更に向上しました。比類のない分注精
度、カラフルな外観、完全にバランスした持
ちやすさ等はそのまま継承しています。すな
わち、世界で最も人気のあるピペッターが更
に良くなったのです!

Year
 Warranty

  3  

PIPETBOY pro / ピペットボーイ プ
ロ 賢明で明るく照らすピぺッター 

人間工学研究者のアドバイスに従って設計さ
れた ピペットボーイ プロは、ピペット操作を
軽快にしました。内蔵されたLEDライトは作
業エリアを明るく照らします。
ボディー色として５種類が用意されており、
好みの色あるいは研究グループごとに異なる
色をお選びいただけます。

Year
 Warranty

  3  



MEDIACLAVE / メディアクレーブ
高速で高い再現性の培地滅菌システム

メディアクレーブは、最大10または30リット
ルの培地の迅速かつ優しい滅菌を可能にした
全自動培地作成システムです。
滅菌中の温度と圧力の正確な監視と制御によ
り高い再現性の高品質培地の提供を保証しま
す。日本語を含む多言語に対応し、直感的で
分り易いプログラミングにより操作がとても
簡単です。デジタルドキュメンテーションや
FDA/GMP準拠のデジタル認証が可能です。

培地作成滅菌分注システム

MEDIAJET TUBEFILLER / メディアジ
ェット チューブフィラー2つのアプリケーシ
ョンを一つのシステムで実現

独特なチューブフィラーオプションはメディ
アジェットの持つ機能を拡張するもので、培
養プレート分注機を現場で試験管分注機に変
える事が出来ます。様々なサイズの試験管へ
の培地の連続充填用に設計されており、寒天
スラント、ブロス培地や、NaCl 希釈等に適し
ています。

FLAMEBOY / フレームボーイ
ポータブル火炎殺菌装置

フレームボーイは便利なピエゾ電気点火式
の携帯型火炎殺菌装置です。ガスカートリ
ッジ用のアダプタを装備すればガス分配配
管やガス栓が無いところでも自由に使用す
る事が出来ます。

火炎殺菌装置

MEDIAJET / メディアジェット
無人運転ができる高信頼性培地分注システム

メディアジェット培地分注システムは培地プ
レート、２分割プレート、各種サイズの試験
管(チューブフィラーオプション必要)に連続
自動分注できるシステムです。
メディアクレーブと組み合わせて、最大10ま
たは30リットルの培地を培養容器に連続的に
分注することができます。

FIREBOY / ファイヤーボーイ
ポータブルで安全なブンゼンバーナー

ファイヤーボーイは、炎を連続的に監視す
るセンサーと過温度保護機能により、最高
の安全を保証します。ボタンかフットスイ
ッチによって電気的に点火します。加えて
ファイヤーボーイプラスは燃焼時間制限の
設定や光センサーによるハンズフリー点火
等の機能を持ち、グラフィカルユーザイン
タフェースから容易に設定できます。

DOSE IT / ドーシット
小型で使いやすいぺリスタポンプ

ドーシットは簡単に設置でき、各種パラメー
ターの設定は分り易く、使い易いぺリスタポ
ンプです。重量も軽く、研究室のどの場所に
も設置可能で、移動も容易です。大型画面の
ディスプレイと直感的なユーザーインターフ
ェイスにより簡単にパラメータを設定したり
動作させる事が出来ます。いったん設定が終
わったら、次回からはプロトコルを選びRUN
を押すだけです。



代理店ネットワーク

高度な知識と長い経験を持つ、販売、流通とサービスのパートナーの世界的なネット
ワークは、高いレベルのユーザーサポートを保証します。世界の代理店ネットワーク
の詳細は当社のウェブサイト www.integra-biosciences.com をご覧ください。

Germany/Austria
INTEGRA Biosciences Deutschland GmbH 
35444 Biebertal, Deutschland 
T +49 6409 81 999 15 
F +49 6409 81 999 68
info-de@integra-biosciences.com 

France
INTEGRA Biosciences SAS
95062 Cergy-Pontoise Cedex 1, France
T  +33 (0)1 34 30 76 76
F +33 (0)1 34 30 76 79
info-fr@integra-biosciences.com

USA
INTEGRA Biosciences Corp.  
Hudson, NH 03051, USA 
T +1 603 578 5800 
F +1 603 577 5529
info-us@integra-biosciences.com

Switzerland
INTEGRA Biosciences AG 
7205 Zizers, Switzerland 
T +41 81 286 95 55
F +41 81 286 95 07
info-ch@integra-biosciences.com 

直販会社

UK
INTEGRA Biosciences Ltd.
Thatcham, Berks RG19 4EP, UK
T: +44 1635 797000
F: +44 1635 797001
info-uk@integra-biosciences.com

China
INTEGRA Biosciences 
(Shanghai) Co., Ltd.中国上海自由贸
易试验区环科路515号1110室 
邮编：201315
电话：+86 21 5844 7203
info-cn@integra-biosciences.com
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INTEGRA Biosciences AG 
7205 Zizers, Switzerland 
T +41 81 286 95 30 
F +41 81 286 95 33

info@integra-biosciences.com 
www.integra-biosciences.com 

INTEGRA Biosciences Corp.   
Hudson, NH 03051, USA
T +1 603 578 5800 
F +1 603 577 5529

https://www.integra-biosciences.com

