
WELLJET

試薬分注の革命 
コンパクトかつ低コスト

新しいテクノロジー
EasySnap™分注カセット

 

ハンズフリー処理
スタッカー式モデルあり

6～1536
ウェルプレート対応



WELLJET ディスペンサー
マイクロプレートへ高速分注

モデルは2つ。目的は1つ。お手頃価格な本体と低いランニングコス
トで、実験室のスループットを向上させる高速マイクロプレート分注
を実現します。

WELLJETディスペンサーとスタッカー式ディスペンサーは、低コスト
で正確な試薬分注を必要とする用途において、優れたユーザーエ
クスペリエンスと柔軟性を提供するデザインとなっています。両モデ
ルとも画期的な分注カセット（EasySnap™）を採用しており、ラ
ンニングコストは低く、取り扱いも簡単です。ディスペンサー、スタッカ
ー式ディスペンサーともに、設置面積がこの種の装置としては最小
で、貴重な作業スペースを有効活用できるコンパクトなデザインで
す。高解像度の大型タッチスクリーンを採用したユーザーインターフェ
ースは、直感的で容易なプログラミングを可能にしています。 

コンパクトかつ低コスト

WELLJET
試薬分注の革命

ご存じでしたか？

プログラミングと操作を容易にする
大型ディスプレイと直感的な 
ユーザーインターフェース
トレーニングは不要です！

最大1536ウェルのプレートやディープウェ
ルプレートへの分注が可能です

設置面積が小さく、貴重な作業
スペースを有効活用できます。ま
た、クリーンベンチ内でも操作が
可能です

新世代の分注カセット技術
ランニングコストを低く抑え、 
取付けも非常にシンプルです

WELLJETディスペンサーは96および384ウェルプレート
の処理に最適ですが、6ウェルから1536ウェルまでのあらゆ
る標準プレートフォーマットに対応しています。また、ANSI/
SLAS規格のディープウェルプレートやチューブラックにも対
応しています。



WELLJET スタッカー式ディスペンサー
ハンズフリーで素早くマイクロプレートに分注でき、コンパクトでスペースを取りません

WELLJET試薬ディスペンサーは、以下のような様々な用途に
使用できます

• ELISA

• セルベースアッセイ

• カイネティクスアッセイ

• スクリーニングアッセイ

• アッセイ開発

• ゲノム 、 プロテオーム解析

WELLJETスタッカー式ディスペンサーをクリーンベンチに設置すれば、滅菌環
境での分注を行う際に非常に便利です

アクセスしやすいオープンデザ
インのタワーが迅速なフロン
トローディングを可能にし、プ
レートも目で確認することが
できます

これまでに比べ、最大で2倍
のスピードでプレートを処理
できます。プレートタワーは
25枚用と50枚用をご用意
しています

設置面積が小さく、
クリーンベンチ内にピ
ッタリと収まります

フタ付きプレートの自動処理
も可能です



EasySnap™ 分注カセットで
ランニングコストを低減

 

分注カセットのコストを最大80パーセント削減！
WELLJET用のEasySnap™分注カセットは、試薬ディスペンサーの
精度と信頼性を飛躍的に向上させる画期的な技術です。ポンプユ
ニットとの接触面に、モールデッド・シリコンチューブ（特許出願中）を採
用し、従来の分注カセットで見られたチャンネル間のバラツキを解消し
ました。

現在市販されている分注カセットのチューブは押出成形シリコン製な
ので、チャンネル間固有のバラツキを補正するための再キャリブレーショ
ンを行わなければならず、非常に面倒です。EasySnap™分注カセッ
トなら、すべてのチューブが完全な同一寸法で設計・生産されているた
め、正確かつ精密な分注が可能です。何より、EasySnap™分注カ
セットはランニングコストが低く、お手頃な価格となっているため、実験
室の貴重な予算を節約できます！

プレートとの衝突を防ぐ丈夫な 
プラスチック製ノズル

RFIDタグで累積分注量をスマートトラッキング。カセットの
交換時期をお知らせし、最高の分注精度を実現

丈夫で人間工学に基い
たデザイン。カセットの出し
入れが容易

ポンプユニットとの接触
面には、モールデッド・シ
リコンチューブを採用。全
チャンネルが同一寸法で
製造されているため、キ
ャリブレーションや再キャ
リブレーションは必要あり
ません(特許出願中)

競合品 2

1 2 3

5K

10K

15K

20K

25K
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競合品 1



3種類の分注カセットをご用意しているため、幅広い液量範囲
（0.5～10 ml）で、ほとんどの液体を正確かつ高い精度で分注
できます。各分注カセットは滅菌済みで、オートクレーブ滅菌が可
能です。さらに16チャンネル分注カセットなら、384ウェルプレートを
1回で充填することができるため、処理時間を最小限に抑えるこ
とができます！

分注カセットの取り扱いが簡単

分注カセットの取付けがこれまで以上に簡単になりました！WELLET EasySnap™分注カセットはシンプルなデザインなので、安心して取り付け
ることができます。丈夫なデザインとモールデッド・シリコンチューブにより、破損や取付けミスの心配がありません。

EasySnap™分注カセットは丈夫で持ちやすく、取付けが簡単です。 分注カセットを所定の位置にはめ込むだけで分注を開始できます。

分注量 分注精度 (CV) 分注正確性

小口径分注カセット
8チャンネル/16チャンネル
0.5 ～ 500 µl

2 µl ≤4 % ±3 %

10 µl ≤2.5 % ±1 %

50 µl ≤1 % ±1 %

大口径分注カセット
8チャンネル
5 ～ 9999 µl

20 µl ≤2.5 % ±1.5 %

50 µl ≤1.5 % ±1 %

100 µl ≤1 % ±1 %

正確性と精度



スピードと柔軟性

WELLJETは、特にスタッカー式ディスペンサ
ーを使用した際に、高速かつ効率的にプレー
トを処理できるようにデザインされています。プ
レート1枚なら数秒で充填できます。また、25

枚ないしは50枚のプレートを処理するのに数
分もかかりません。

どちらの装置も、クリーンベンチなど実験室のど
こにでも設置でき、6～1536ウェルプレート へ 
の分注に柔軟に対応できます。

オプションとして、WELLJETディスペンサー
を自動化ワークフローに組み込むこともでき
ます。

ボタンを押すだけで、簡単に分注を開始でき
ます！

優れたユーザーインタラクション

直感的なユーザーインターフェースと大型高解像度タッチスクリーンが、分
注プロトコル設定を速く、効率的にします。定期的な洗浄作業を簡単
に設定・保存できるため、分注ノズルの詰まりを最小限に抑えられ、装
置を清潔に、常に使用できる状態に保つことができます。プレートライブ
ラリーは、プレートのサイズを保存するだけでなく、情報を整理して簡単
に検索できるようになっています。

オプションの15ml・50mlチューブホルダーを使用すれ
ば、デッドボリュームを最小限に抑えて貴重な試薬を
節約することができます！

ご存じでしたか？

ハンズフリーでプレートを処理し、ウォークアウェイ時間を増やします。WELLJETがあなたの代わりに
作業を行います



ご注文情報

装置 製品番号

WELLJETディスペンサー（排出口付き廃液容器を含む） 5000

WELLJETスタッカー式ディスペンサー (排出口付き廃液容器を含む、プレートタワーなし） 5001

EasySnap™分注カセット 製品番号

8チャンネル 小口径（0.5～500 µl）、滅菌済み、1ケース4カセット入り 5100

大口径（5～9999 µl）、滅菌済み、1ケース4カセット入り 5101

16チャンネル 小口径（0.5～500 µl）、滅菌済み、1ケース4カセット入り 5110

アクセサリー 製品番号

プレートタワー プレート25枚収容　1基 5400

プレートタワー 50枚収容　1基 5401

チューブホルダー 15mlチューブ×2本、50mlチューブ×2本収容可能
分注カセットチューブ内のデッドボリューム最小化を実現 5402

廃液リザーバー 25mlの試薬（廃液）リザーバー（ベース1個、インサート3枚）、ポリプロピレン製 4315

ディスペンサー スタッカー式 ディスペンサー

サイズ (LxDxH)
20 x 46 x 29 cm

7.9 x 18.1 x 11.4インチ

46 x 46 x 63cm
（プレート25枚用タワー使用時）

18.1 x 18.1 x 24.8インチ

46 x 46 x 102cm
（プレート50枚用タワー使用時）

18.1 x 18.1 x 40.2インチ

重量 8.8kg/19.4ポンド 22.1kg/48.7ポンド
（プレート25枚用タワー使用時）

電源 100～240VAC、50/60Hz、100W

ユーザーインターフェース 高解像度タッチスクリーン（17.8cm/7インチ）

インテグレーション USBインターフェース、APIコマンド使用可能

処理時間
(96ウェルプレートへ100 µl/ウェル)

10秒 19秒（フルサイクルタイム、フタなし） 25秒（フルサイ
クルタイム、フタあり）

対応するプレートの高さ 5～64mm
9～25mm（スタッカーモード）

5～64mm（マニュアルモード）

対応するプレートフォーマット 6、12、24、48、96、384、1536ウェル

分注量の範囲 0.5～ 9999 µl

仕様



www.integra-biosciences.com

INTEGRA Biosciences AG 
7205 Zizers, Switzerland 
電話：+41 81 286 95 55 
ファックス: +41 81 286 95 07
info@integra-biosciences.com

INTEGRA Biosciences Corp.   
Hudson, NH 03051, USA 
電話：+1 603 578 5800 
ファックス: +1 603 577 5529
info-us@integra-biosciences.com

インテグラ・バイオサイエンセズ㈱ 
〒101-0031
東京都千代⽥区東神⽥ 1-5-6
東神⽥MK5ビル 3階
T 03-5962-4936
F 03-5962-4937
info-jp@integra-biosciences.com
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