生産性の高いピペット作業
EVOLVE – 手動ピペット
容量調節を10倍以上の速度で

アプリケーション
8、12、16チャンネル
1 10 µl (8, 12, 16)
5 50 µl (8, 12, 16)
10 100 µl (8, 12, 16)
20 200 µl (8, 12)
100 - 1,250 µl (8, 12)

シングルチャンネル
0.2 2 µl
1 10 µl
2 20 µl
10 - 100 µl
20 - 200 µl
100 - 1,000 µl
500 - 5,000 µl

• 吸引し全量吐出します

等量分注 *
• まとめて吸引し、分けて吐
出します

サンプル希釈 *

VIAFLO – 電動ピペット
緩み・液漏れ・落下のないGripTips システムの元祖
シングルチャンネル
0.5 - 12.5 µl
2 50 µl
5 125 µl
10 - 300 µl
50 - 1,250 µl
100 - 5,000 µl

ピペット

8、12、16チャンネル
0.5 - 12.5 µl (8, 12, 16)
2 50 µl (8, 12, 16)
5 - 125 µl (8, 12, 16)
10 - 300 µl (8, 12)
50 - 1,250 µl (8, 12)

• 2種の液体をエアーで分け
て吸引した後、一度に吐出
します

ピペット/混合
• 吸引し全量吐出後にミキ
シングします

手動ピペット *
• 吸引量や吐出量を押ボタ
ンでコントロールします

VOYAGER – チップ間隔可変電動ピペット
様々な実験容器間でサンプルを移動する際に

リバースピペット

4、6、8、12チャンネル
0.5 - 12.5 µl (8, 12)
2 50 µl (8, 12)
5 - 125 µl (8, 12)
10 - 300 µl (4, 6, 8)
50 - 1,250 µl (4, 6, 8)

• 余分に吸って、目的量吐出
します。粘性や揮発性の
高い液体に適しています

可変量連続分注 *
• まとめて吸引し、異なる量
に分けて吐出します

MINI 96、VIAFLO 96、VIAFLO 384 – 電動ピペット
ピペット作業の生産性、速度、再現性を大幅に向上

可変量連続吸引 *

96チャンネル

VIAFLO 96
VIAFLO 384

持ち運びしやすい

高い生産性

手頃な価格

高い汎用性

MINI 96

• 異なる量を分けて吸引し、
まとめて吐出します

24、96、384チャンネル

サンプル希釈/混合 *
• 2種類の液体をエアーで分
けて吸引した後、全量吐出
し混合します

段階希釈

段階希釈
プレートの充填
試薬添加
サンプルフォーマットの変更**
ヒットピッキング/チェリーピッキング**
ノーマライゼーション**
マスターミックスの作成**

日本:

電話 03-5962-4936

D-ONE

• 移動量を吸引し、吐出後
に混合、これを指定回数
繰り返します

ASSIST PLUS
用シングルチャン
ネル分注モジュール

info-jp@integra-biosciences.com

* 電動ピペット特有の機能
** ASSIST PLUSでのみ利用可能

www.integra-biosciences.com/japan/ja
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ASSIST、ASSIST PLUS – 分注ロボット
INTEGRAのマルチチャンネル電動ピペット 、D-ONEシン
グルチャンネル分注モジュールを自動化**

生産性の高いピペット作業
アプリケーション

WELLJET
コンパクト・低価格 試薬ディスペンサー、スタッカー式ディスペンサー

WELLJET

蓋付き・蓋なしいずれでも、6～1536ウェルプレートにハ
ンズフリーで分注できます。専用EasySnap™分注カセット
が、装置のランニングコストを低く抑えます

• 高速で正確な非接触試薬
分注
• ロースループットからハイ
スループットまで

PIPETBOY acu 2

PIPETBOY pro

1 ml～100 mlのセロロジカル
ピペットコントローラー

LEDライト付き

VACUSAFE
VACUBOY
安全な吸引システム
2 Lまたは4 Lボトル

PIPETBOY
• 世界で最もポピュラーなセ
ロロジカルピペットコント
ローラー
• 溶液の吸引・吐出時の細か
く正確なコントロールは業
界のベンチマーク

VACUSIP

DOSE IT

持ち運び便利な吸引システム
500 mlボトル

操作が簡単なペリスタル
ティックポンプ

VACUSAFE / VACUBOY
VACUSIP
• 生物実験廃液を安全に回収
• 研究室環境にマッチした静
かな運転⾳

DOSE IT
• 培養液の分注
• 一般的な連続分注作業

10、25、100 ml ポリスチレ
ンまたはポリプロピレン製の
マルチチャンネル試薬リザー
バー

日本:

電話 03-5962-4936

25 ml ポリスチレンまたはポ
リプロピレン製分割試薬リザ
ーバー、5 ml コンパートメント
は極⼩デッドボリュームを実現

150、300 ml ポリ
スチレンまたはポリプロピ
レン製の試薬リザーバー
(SBS標準規格)

info-jp@integra-biosciences.com

アプリケーション
試薬リザーバー
• 省スペースの使い捨てイン
サート 。ベースは再使用可
で環境に優しい
• はっきり見える容量目盛り
で正確な充填
• SureFlo™チップ目詰まり防
止配列により、最小のデッ
ドボリューム

www.integra-biosciences.com/japan/ja
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Clear Advantage™ 試薬リザーバー 新開発SureFlo™チップ目詰まり防止配列を採⽤

