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正確かつ生産性の高い方法で液体を移動させることは、ライフサイエンス業界の実験専門

家の多くの業務の中核を成す作業です。1965 年以来、INTEGRA はピペッティングおよび

培地調製のためのソリューションの開発に打ち込んできました。これらのソリューションは、研

究、診断および品質管理におけるお客様のニーズを満たしています。私たちの熱い思いは、

お客様に寄り添い、お客様と連携することにより、お客様の課題を理解し、革新的な製品

でお客様のニーズに応えることです。これを実現するために、米国、カナダ、中国、日本、英

国、フランス、ドイツ、オーストリアおよびスイスに当社独自の販売およびサポート組織を保有

するとともに、世界各地の高度なトレーニングを受けた 100 以上の販売パートナーのネット

ワークも保有しています。 

 

 

 
 
協調的アプローチ 

すべての INTEGRA チームには環境資源を大切に利用する責任があります。スイス本社を

再生可能エネルギーで運営、米国のピペットチップ工場では、太陽光エネルギーシステムを

導入しています。消耗品の製造においては、高品質・高純度基準を維持しながら、製品や

包装に使用されるプラスチックの量を最小限に抑えるために最善を尽くしています。 
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INTEGRA ピペット関連製品の概要 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

GripTips™ 全ピペット共通の専用チップ 

  

高機能試薬リザーバー 

チップシステム 

共通 

インターフェース 

VIAFLO  

電動ピペット 

1～16ch 

VOYAGER 

チップ間隔可変 

電動ピペット 

4～12ch 

VIAFLO96/384 

24/96/384 チャネル 

プレート分注機 

EVOLVE 

マニュアルピペット 

1～16ch 

ASSIST 

ASSIST PLUS 

突起 

O-リング 

リム 

ショルダー 

GripTips および EOLVE, VIAFLO, VOYAGER のノズルの特殊構造により、ノズルに装着されたチ
ップがロックされます。ピペット操作中にピペットからチップが落下したり、精度エラーの原因となるグラつき
が起きません。また、毎回同じ位置（深さ）に装着されますので、チップの装着度合いの違いで起こる
精度エラーも防ぎます。 

 

GripTips および Reagent Reservoirs を含めた、すべての INTEGRA 消耗品は、厳密に管理された条

件下で、100％バージンポリプロピレン/ポリスチレンから製造されており、RNase、DNase、パイロジェン、

PCR 阻害剤、エンドトキシンを含まないことが保証されています。 

ロボット化 

マルチチャンネルピペット 

自動化装置 

1～16ch 

MINI 96 

ポータブル 

電動ピペット 

https://www.youtube.com/watch?v=Lk8gJQKbMSc
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EVOLVE エボルブ 手動マイクロピペット 

 

 

 

 

 

 
製品コード チャンネル数 容量範囲 最小目盛 測定容量 正 確 度 再現性(CV) 適合 GripTips 標準小売価格 

3011 

1 

0.2～2μℓ 0.001μℓ 
0.2μℓ ≦±12.00% ≦6.00% 

12.5μℓ ¥34,000 
2.0μℓ ≦±1.50% ≦0.70% 

3012 1～10μℓ 0.01μℓ 
1.0μℓ ≦±5.00% ≦1.50% 

12.5μℓ ¥34,000 
10μℓ ≦±1.20% ≦0.50% 

3013 2～20μℓ 0.01μℓ 
2.0μℓ ≦±7.00% ≦2.00% 

12.5μℓ ¥31,000 
20μℓ ≦±1.20% ≦0.35% 

3015 10～100μℓ 0.1μℓ 
10μℓ ≦±3.50% ≦1.00% 

125μℓ ¥31,000 
100μℓ ≦±0.80% ≦0.20% 

3016 20～200μℓ 0.1μℓ 
20μℓ ≦±2.50% ≦1.00% 

300μℓ ¥31,000 
200μℓ ≦±0.70% ≦0.18% 

3018 100～1000μℓ 1.0μℓ 
100μℓ ≦±3.00% ≦0.60% 

1250μℓ ¥31,000 
1000μℓ ≦±0.80% ≦0.20% 

3019 500～5000μℓ 5.0μℓ 
500μℓ ≦±3.00% ≦0.60% 

5ｍℓ ¥31,000 
5000μℓ ≦±0.60% ≦0.18% 

3022 

8 

1～10μℓ 0.01μℓ 
1.0μℓ ≦±12.00% ≦7.00% 

12.5μℓ ¥90,400 
10μℓ ≦±2.00% ≦1.20% 

3024 5～50μℓ 0.05μℓ 
5.0μℓ ≦±5.00% ≦2.00% 

125μℓ ¥90,400 
50.0μℓ ≦±1.20% ≦0.50% 

3025 10～100μℓ 0.5μℓ 
10μℓ ≦±5.00% ≦1.50% 

125μℓ ¥90,400 
100μℓ ≦±1.20% ≦0.30% 

3026 20～200μℓ 0.5μℓ 
20.0μℓ ≦±5.00% ≦1.20% 

300μℓ ¥90,400 
200μℓ ≦±1.20% ≦0.30% 

3028 100～1250μℓ 1μℓ 
125μℓ ≦5.00％ ≦1.10％ 

1250μℓ 製造休止中 
1250μℓ ≦1.00％ ≦0.30％ 

3032 

12 

1～10μℓ 0.01μℓ 
1.0μℓ ≦±12.00% ≦7.00% 

12.5μℓ ¥100,800 
10μℓ ≦±2.00% ≦1.20% 

3034 5～50μℓ 0.05μℓ 
5.0μℓ ≦±5.00% ≦2.00% 

125μℓ ¥100,800 
50.0μℓ ≦±1.20% ≦0.50% 

3035 10～100μℓ 0.5μℓ 
10μℓ ≦±5.00% ≦1.50% 

125μℓ ¥100,800 
100μℓ ≦±1.20% ≦0.30% 

3036 20～200μℓ 0.5μℓ 
20.0μℓ ≦±5.00% ≦1.20% 

300μℓ ¥100,800 
200μℓ ≦±1.20% ≦0.30% 

3038 100～1250μℓ 1μℓ 
125μℓ ≦5.00％ ≦1.10％ 

1250μℓ 製造休止中 
1250μℓ ≦1.00％ ≦0.30％ 

3042 

16 

1～10μℓ 0.01μℓ 
1.0μℓ ≦±12.00% ≦7.00% 

12.5μℓ ¥126,000 
10μℓ ≦±2.00% ≦1.20% 

3044 5～50μℓ 0.05μℓ 
5.0μℓ ≦±5.00% ≦2.00% 

125μℓ ¥126,000 
50.0μℓ ≦±1.20% ≦0.50% 

3045 10～100μℓ 0.5μℓ 
10.0μℓ ≦±5.00% ≦1.50% 

125μℓ ¥126,000 
100μℓ ≦±1.20% ≦0.30% 

3050 
EVOLVE 手動ピペット  シングルチャンネルスターターパック  20・200・1000ul ピペット各 1 本 

壁掛けフック、チップ各 1 ラック入 

12.5μℓ 

¥65,000 300μℓ 

1250μℓ 

                  

EVOLVE アクセサリー               

製品コード 品 名 梱包 標準小売価格 

3210 
壁掛けフック 

1 個 ¥1,800 

3211 5 個 ¥6,400 

 

※ 全ての INTEGRA ピペットの使用には専用チップ(GripTips)が必要です。 

※プランジャーを押し下げてロックし、

独立した 3 つのダイヤルで容量値を

1 桁ずつ変更します。 

https://www.youtube.com/watch?v=UqnMI-epgNo
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※  AC アダプターは標準添付です。（日本国内購入時のみ） 

※ 全ての INTEGRA ピペットの使用には専用チップ(GripTips)が必要です。 

 

 VIAFLO バイアフロ 軽量電動ピペット 

 

 

 

 

 

 
製品コード チャンネル数 容量範囲 最小目盛 測定容量 正 確 度 再現性(CV) 適合 GripTips 標準小売価格 

4011 

1 

0.5～12.5μℓ 0.01μℓ 
1.25μℓ ≦±5.00% ≦4.00% 

12.5μℓ ¥94,800 
12.5μℓ ≦±1.00% ≦0.40% 

4016 2.0～50μℓ 0.05μℓ 
5μℓ ≦±3.00% ≦1.50% 

125μℓ ¥94,800 
50μℓ ≦±1.00% ≦0.40% 

4012 5.0～125μℓ 0.1μℓ 
12.5μℓ ≦±3.00% ≦1.00% 

125μℓ ¥94,800 
125μℓ ≦±0.60% ≦0.20% 

4013 10.0～300μℓ 0.5μℓ 
30μℓ ≦±2.00% ≦0.60% 

300μℓ ¥94,800 
300μℓ ≦±0.60% ≦0.15% 

4014 50.0～1250μℓ 1.0μℓ 
125μℓ ≦±3.00% ≦0.60% 

1250μℓ ¥94,800 
1250μℓ ≦±0.60% ≦0.17% 

4015 100.0～5000μℓ 5.0μℓ 
500μℓ ≦±3.00% ≦0.75% 

5ｍℓ ¥94,800 
5000μℓ ≦±0.60% ≦0.15% 

4621 

8 

0.5～12.5μℓ 0.01μℓ 
1.25μℓ ≦±10.00% ≦6.00% 

12.5μℓ ¥168,200 
12.5μℓ ≦±2.00% ≦0.80% 

4626 2.0～50μℓ 0.05μℓ 
5μℓ ≦±5.00% ≦2.50% 

125μℓ ¥168,200 
50μℓ ≦±1.50% ≦0.40% 

4622 5.0～125μℓ 0.1μℓ 
12.5μℓ ≦±3.75% ≦1.50% 

125μℓ ¥168,200 
125μℓ ≦±1.60% ≦0.35% 

4623 10.0～300μℓ 0.5μℓ 
30μℓ ≦±4.00% ≦1.20% 

300μℓ ¥168,200 
300μℓ ≦±1.60% ≦0.35% 

4624 50.0～1250μℓ 1.0μℓ 
125μℓ ≦±6.00% ≦1.10% 

1250μℓ ¥168,200 
1250μℓ ≦±1.20% ≦0.30% 

4631 

12 

0.5～12.5μℓ 0.01μℓ 
1.25μℓ ≦±10.00% ≦6.00% 

12.5μℓ ¥178,800 
12.5μℓ ≦±2.00% ≦0.80% 

4636 2.0～50μℓ 0.05μℓ 
5μℓ ≦±5.00% ≦2.50% 

125μℓ ¥178,800 
50μℓ ≦±1.50% ≦0.40% 

4632 5.0～125μℓ 0.1μℓ 
12.5μℓ ≦±3.75% ≦1.50% 

125μℓ ¥178,800 
125μℓ ≦±1.60% ≦0.35% 

4633 10.0～300μℓ 0.5μℓ 
30μℓ ≦±4.00% ≦1.20% 

300μℓ ¥178,800 
300μℓ ≦±1.60% ≦0.35% 

4634 50.0～1250μℓ 1.0μℓ 
125μℓ ≦±6.00% ≦1.10% 

1250μℓ ¥178,800 
1250μℓ ≦±1.20% ≦0.30% 

4641 

16 

0.5～12.5μℓ 0.01μℓ 
1.25μℓ ≦±10.00% ≦6.00% 

12.5μℓ ¥241,800 
12.5μℓ ≦±2.00% ≦0.80% 

4646 2.0～50μℓ 0.05μℓ 
5μℓ ≦±5.00% ≦2.50% 

125μℓ ¥241,800 
50μℓ ≦±1.50% ≦0.40% 

4642 5.0～125μℓ 0.1μℓ 
12.5μℓ ≦±3.75% ≦1.50% 

125μℓ ¥241,800 
125μℓ ≦±1.60% ≦0.35% 

 

シングルチャンネル 8ch マルチ 12ch マルチ 16ch マルチ 

https://www.youtube.com/watch?v=IIraTvN7Ii8&t=86s
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※  AC アダプターは標準添付です。（日本国内購入時のみ） 

※ 全ての INTEGRA ピペットの使用には専用チップ(GripTips)が必要です。 

 

VOYAGER ボイジャー チップ間隔可変電動ピペット           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        

製品コード チャンネル数 容量範囲 最小目盛 測定容量 正 確 度 再現性(CV) 適合 GripTips 標準小売価格 

4743 

4 

10.0～300μℓ 0.5μℓ 
30μℓ ≦±4.00% ≦1.20% 

300μℓ ¥306,800 
300μℓ ≦±1.60% ≦0.35% 

4744 50.0～1250μℓ 1.0μℓ 
125μℓ ≦±6.00% ≦1.10% 

1250μℓ ¥306,800 
1250μℓ ≦±1.20% ≦0.30% 

4763 

6 

10.0～300μℓ 0.5μℓ 
30μℓ ≦±4.00% ≦1.20% 

300μℓ ¥306,800 
300μℓ ≦±1.60% ≦0.35% 

4764 50.0～1250μℓ 1.0μℓ 
125μℓ ≦±6.00% ≦1.10% 

1250μℓ ¥306,800 
1250μℓ ≦±1.20% ≦0.30% 

4721 

8 

0.5～12.5μℓ 0.01μℓ 
1.25μℓ ≦±10.00% ≦6.00% 

12.5μℓ ¥283,800 
12.5μℓ ≦±2.00% ≦0.80% 

4726 2.0～50μℓ 0.05μℓ 
5μℓ ≦±5.00% ≦2.50% 

125μℓ ¥283,800 
50μℓ ≦±1.50% ≦0.40% 

4722 5.0～125μℓ 0.1μℓ 
12.5μℓ ≦±3.75% ≦1.50% 

125μℓ ¥283,800 
125μℓ ≦±1.60% ≦0.35% 

4723 10.0～300μℓ 0.5μℓ 
30μℓ ≦±4.00% ≦1.20% 

300μℓ ¥283,800 
300μℓ ≦±1.60% ≦0.35% 

4724 50.0～1250μℓ 1.0μℓ 
125μℓ ≦±6.00% ≦1.10% 

1250μℓ ¥283,800 
1250μℓ ≦±1.20% ≦0.30% 

4731 

12 

0.5～12.5μℓ 0.01μℓ 
1.25μℓ ≦±10.00% ≦6.00% 

12.5μℓ ¥292,200 
12.5μℓ ≦±2.00% ≦0.80% 

4736 2.0～50μℓ 0.05μℓ 
5μℓ ≦±5.00% ≦2.50% 

125μℓ ¥292,200 
50μℓ ≦±1.50% ≦0.40% 

4732 5.0～125μℓ 0.1μℓ 
12.5μℓ ≦±3.75% ≦1.50% 

125μℓ ¥292,200 
125μℓ ≦±1.60% ≦0.35% 

アクセサリー                                                     チップ間スペースアジャスト可能範囲 
製品コード 品 名 標準小売価格   ch 数 容量 チップ間スペース可変範囲 

3214 ショートリニアスタンド AC アダプター及び充電ステーション無し ¥15,600   
４ 300/1250μℓ 9.0 ~ 33.0mm 

3215 リニアスタンド AC アダプター及び充電ステーション無し ¥20,000   

3216 リニアスタンド専用 AC アダプター ¥13,600   
６ 300/1250μℓ 9.0 ~ 19.8mm 

3217 リニアスタンド取付用充電ステーション ¥18,000   

3218 リニアスタンド取付用充電ステーション  ピペット⇔PC 通信機能付き ¥38,000   

8 

12.5/50/125μℓ 4.5 ~ 14.0mm 
4200 ユニバーサル AC アダプター ¥7,600   

4205 リチウムイオン・バッテリー ¥6,000   
300/1250μℓ 9.0 ~ 14.0mm 

4210 ピペット 1 台掛け充電スタンド ¥31,600   

4215 ピペット 4 台掛け充電スタンド ¥71,400   
12 12.5/50/125μℓ 4.5 ~ 9.0mm 

4211 ピペット 1 台掛け充電スタンド  電動ピペット⇔PC 通信機能付き  ¥71,400   

4221 ピペット通信モジュール ¥23,200         

  

  

  

3214 

ショートリニアスタンド 

リニアスタンド 充電ステーション 

3217 3218 4200 
4210 4215 

AC アダプター 
1 台掛け充電スタンド ４台掛け充電スタンド 

NEW 

※  微調整単位は 0.1mm 刻み 

3215 

https://www.youtube.com/watch?v=4P-116HBjEY&t=12s
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ASSIST PLUS 分注ロボット 

 

 

 
 
 

製品コード 品 名 標準小売価格 

4505 分注ロボット アシストプラス 本体ユニット ¥2,500,000 
 

付属品 ：３ポジションステージ、使用済チップ廃棄箱、電動ピペット充電ケーブル、チップ廃棄用ポリ袋、USB ケーブル、 

        試薬リザーバーサンプルパック 

 

D-ONE シングルチャンネル分注モジュール 

製品コード 品 名 標準小売価格 

4539 D-ONE オールインワンセット ¥879,200 

4531 D-ONE シングルチャンネル分注モジュール 0.5～300 μl (液面検知機能付き) ¥405,000 

4532 D-ONE シングルチャンネル分注モジュール 5～1250 μl  (液面検知機能付き) ¥405,000 

4535 D-ONE 分注モジュール用チップデッキ ¥96,400 

4551 実験容器縦置き用台座（+24 mm）  ¥24,100 

 

 

 
 

オプション 

製品コード 品 名 標準小売価格 

6250 PCR プレート用 96 ウェル冷却ブロック ¥36,400 

6255 PCR プレート用 384 ウェル冷却ブロック ¥56,000 

6260 平底プレート用冷却ブロック ¥54,400 

4540 1.5ml、2.0ml マイクロ遠心チューブ用ラック、48 本(8 本 x 6 列) ¥110,000 

4541 0.5ml マイクロ遠心チューブ用ラック、48 本(8 本 x 6 列) ¥110,000 

4542 15ml 遠心チューブ用ラック、24 本(4 本 x 6 列) ¥34,600 

4543 テストチューブ用ラック (12x75 ㎜テストチューブ)、48 本(6 本 x 8 列) ¥34,600 

4544 クライオチューブ用ラック、48 本(6 本 x8 列) ¥35,000 

4545 2ml HPLC バイアル用ラック、48 本(6 本 x8 列) ¥35,000 

4546 スワブチューブ用ラック、48 本(6x8)、径 13 ㎜ ¥76,000 

4552 4ml バキュエット採血管用ラック (6 本 x8 列)  ¥35,000 

4510 傾斜機能付きプレートホルダー ¥85,000 

4547 デュアルリザーバーアダプター (ANSI/SLAS フットプリント) ¥89,000 

4521 4 ポジションデッキ  (ANSI/SLAS 縦置きフットプリント) ¥145,000 

4548 電動ピペット充電ケーブル 電動ピペット⇔アシストプラス通信機能付き ¥40,000 

4226 充電ケーブル  電動ピペット⇔PC 通信機能付き  ¥50,400 

4570 チップ廃棄箱用ポリ袋 (200 枚入り) ¥14,000 

4581 アシストプラス カバー ¥44,000 

  
 
 

※電動ピペットをアシストプラスに接続するには、各ピペット毎に 4221 ピペット通信モジュールが必要です。 

  若しくは、4548 電動ピペット⇔アシストプラス通信機能付き充電ケーブルが 1 本必要です。 

※4547 デュアルリザーバーアダプターは 25ml 分割リザーバーを ASSIST PLUS で使用する際に必要です。 

※VIAFLO シングルチャンネルは接続できません。D-ONE をご利用ください。 

※特殊ラックの作製、他社製ラックの搭載も可能です。弊社担当営業へご相談ください。 

4510 

4540 

4541 

4543 

4544 

4542 

4545 

※写真は温度コントロールキャリア搭載モデルです。 

4531 4532 

4535 

4551 4221 4221 

4521 

4547 

4539 

6255 

6250 

6260 

NEW 

NEW 

NEW 

NEW 

NEW 

NEW 

NEW 

※D-ONE を使用する為には ASSIST PLUS Firmware1.21 以上、VOYAGER/VIAFLO firmware 5.0.4 以上、 

VIALAB ソフトウェア 3.1.0 以上が必要となります。詳細は弊社代理店、若しくは弊社担当営業へご相談ください。 

4552 

https://www.youtube.com/watch?v=D4bDQkAJvfU&t=56s
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ASSIST マルチチャンネル自動分注機 

 
 

製品コード 品 名 標準小売価格 

4500 分注ロボット アシスト 本体ユニット ¥1,050,000 

付属品 ：10ml、20ml、100ml 試薬リザーバー（サンプル）付き 

 
 
MINI 96 96 チャンネルポータブル電動ピペット 

 

 

 

 

 

 
製品コード 品名 容量 最小目盛 測定容量 正 確 度 

再現性

（CV）   

適合

GripTips 
標準小売価格 

4801 

MINI 96 

0.5-12.5 µl 0.01μℓ 
1.25μℓ ±8.0% ≦3.0% 

12.5μℓ ¥1,480,000 
12.5μℓ ±1.5% ≦1.0% 

4802 5-125 µl 0.1μℓ 
12.5μℓ ±3.0% ≦1.7% 

125μℓ ¥1,480,000 
125μℓ ±1.5% ≦1.0% 

4803 10-300 µl 0.5μℓ 
30μℓ ±2.5% ≦1.5% 

300μℓ ¥1,480,000 
300μℓ ±1.2% ≦0.8% 

4804 50-1250 µl  1.0μℓ 
125μℓ ±2.5% ≦1.5% 

1250μℓ ¥1,480,000 
1250μℓ ±1.8% ≦0.8% 

付属品 ：①下段プレートホルダー(96/384)、②上段プレートホルダー(96/384)、AC アダプター、USB Type-C ケーブル 

 

オプション 

※ 2 ポジションプレートホルダーはチップの列取りと、列分注を行う際に必要です。(96/384 ウェル対応)  
製品コード 品 名 標準小売価格 

4850 2 ポジション プレートホルダー ¥189,000 

※電動ピペットをアシストに接続するには、各ピペット毎に 4221 ピペット通信モジュールが必要です。 

※VIAFLO シングルチャンネル、及び VOYAGER は取付できません。 

4801                    4802                  4803                 4804 

② 

① 

4850 

https://www.youtube.com/watch?v=fe4coummWHg&t=51s
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VIAFLO 96/384 据置型電動ピペット 
 

 

 

 

 

 

 

  

製品コード 品 名 標準小売価格 

6001 据置型電動ピペット バイアフロ 96  本体ユニット ¥1,480,000 

6031 据置型電動ピペット バイアフロ 384  本体ユニット ¥1,930,000 

 

オプション 

製品コード 品 名 標準小売価格 

6205 標準プレートホルダー (96 プレート用) ¥25,800 

6215 スプリング付・スライド機能付プレートホルダーＡ (96/384 プレート用) ¥77,200 

6220 スプリング付・スライド機能付プレートホルダーＢ (96/384 プレート用) ¥77,200 

6230 3 ポジションプレートホルダー (幅 520mm) ¥325,000 

6221 縦方向段階希釈用プレートホルダー ¥100,600 

6222 プレートホルダー (24 チャンネル・ピペットヘッド用) ¥51,000 

6225 スプリング付・スライド機能付プレートホルダーA (1536 プレートオフセット付) ¥160,800 

6226 スプリング付・スライド機能付プレートホルダーB (1536 プレートオフセット付) ¥160,800 

6280 バイアフロ 96/384 用カバー ¥45,400 

6250 PCR プレート用 96 ウェル冷却ブロック ¥36,400 

6255 PCR プレート用 384 ウェル冷却ブロック ¥56,000 

 

 

VIAFLO 96/384 ピペットヘッド 
 

 

製品コード チャンネル数 容量 最小目盛 測定容量 正 確 度 
再現性

（CV）   

適合

GripTips 
標準小売価格 

6123 

24 

10-300µl 0.5μℓ 
30μℓ ±2.5% ≦1.5% 

300μℓ ¥780,000 
300μℓ ±1.2% ≦0.8% 

6124 50-1250µl 1.0μℓ 
125μℓ ±2.5% ≦1.5% 

1250μℓ ¥780,000 
1250μℓ ±1.8% ≦0.8% 

6101 

96 

0.5-12.5µl 0.01μℓ 
1.25μℓ ±8.0% ≦3.0% 

12.5μℓ ¥990,000 
12.5μℓ ±1.5% ≦1.0% 

6106 2-50µl 0.05μℓ 
5μℓ ±5.0% ≦2.5% 

125μℓ ¥990,000 
50μℓ ±1.5% ≦1.0% 

6102 5-125µl 0.1μℓ 
12.5μℓ ±3.0% ≦1.7% 

125μℓ ¥990,000 
125μℓ ±1.5% ≦1.0% 

6103 10-300µl 0.5μℓ 
30μℓ ±2.5% ≦1.5% 

300μℓ ¥770,000 
300μℓ ±1.2% ≦0.8% 

6104 50-1250µl 1.0μℓ 
125μℓ ±2.5% ≦1.5% 

1250μℓ ¥770,000 
1250μℓ ±1.8% ≦0.8% 

6131 

384 

0.5-12.5µl 0.01μℓ 
1.25μℓ ±8.0% ≦3.0% 

12.5μℓ ¥1,820,000 
12.5μℓ ±1.5% ≦1.0% 

6136 2-50µl 0.05μℓ 
5μℓ ±5.0% ≦2.5% 

125μℓ ¥1,820,000 
50μℓ ±1.5% ≦1.0% 

6132 5-125µl 0.1μℓ 
12.5μℓ ±3.0% ≦1.7% 

125μℓ ¥1,820,000 
125μℓ ±1.5% ≦1.0% 

6205 

6215 
6220 

6225 
6226 

6221 
6230 

6250 
6255 

https://www.youtube.com/watch?v=S3tFgB0yzso&t=58s
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GripTips グリップチップ  
インテグラ製品の全てのハンドヘルドピペット、デスクトップ分注機は、GripTips 専用となります。 

使用するピペットの種類によって、下記の 2 種類のチップラックから選択してください。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

ハンドヘルド (マニュアル・電動) ピペット用 GripTips オートメーション用 GripTips 

ECO ラック シリーズ（11 ページ） 

製品ナンバー 3xxx 

 

SLAS/ANSI ラック、XYZ ラック シリーズ（13 ページ） 

製品ナンバー 6xxx 

 

チップサイズ一覧 

どのチップを選べばいいか、わからない？ 

そんなときは GripTip セレクションガイドをご使用ください。 

あなたに最適なチップが見つかります！ 

https://www.integra-biosciences.com/japan/ja/pipette-tips/griptip-selector-guide
https://youtu.be/IIraTvN7Ii8
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PopTop ポップトップ 
ECO ラック、及びグリーンチョイス専用の詰め替え式ベースです。 

繰り返し使用でき、指一本で蓋の開閉が可能です。 
製品コード 品 名 梱包 POPTOP 標準小売価格 

3250 GripTips 用 PopTop ベース 小 12.5/125/300 μℓ ECO ラック及び詰替用グリーンチョイス用 1 個 小 ¥5,600 

3255 GripTips 用 PopTop ベース 大 300 μℓロング / 1250 μℓ ECO ラック及び詰替用グリーンチョイス用 1 個 大 ¥6,200 

 
GripTips ECO ラック   EVOLVE・VIAFLO・VOYAGER ハンドヘルド用 
PET 製のリサイクル可能な素材で構成され、環境にやさしく、廃棄の際もかさばりません。 

 
 

レギュラータイプ 
製品コード 容量 内容 梱包 本数 POPTOP 標準小売価格 

3416 

12.5μℓ 

未滅菌 96 本 x10 ラック 960 小 ¥6,600 

3417 滅菌済 96 本 x10 ラック 960 小 ¥8,200 

3418 フィルター付・滅菌済 96 本 x10 ラック 960 小 ¥13,000 

3413 未滅菌 384 本 x10 ラック 3,840 小 ¥26,400 

3414 滅菌済 384 本 x10 ラック 3,840 小 ¥32,800 

3415 フィルター付・滅菌済 384 本 x10 ラック 3,840 小 ¥52,000 

3406 

12.5μℓ 

ロング 

未滅菌 96 本 x10 ラック 960 小 ¥6,600 

3407 滅菌済 96 本 x10 ラック 960 小 ¥8,200 

3408 フィルター付・滅菌済 96 本 x10 ラック 960 小 ¥13,000 

3403 未滅菌 384 本 x10 ラック 3,840 小 ¥26,400 

3404 滅菌済 384 本 x10 ラック 3,840 小 ¥32,800 

3405 フィルター付・滅菌済 384 本 x10 ラック 3,840 小 ¥52,000 

3426 

125μℓ 

未滅菌 96 本 x10 ラック 960 小 ¥6,600 

3427 滅菌済 96 本 x10 ラック 960 小 ¥8,200 

3428 フィルター付・滅菌済 96 本 x10 ラック 960 小 ¥13,000 

3423 未滅菌 384 本 x10 ラック 3,840 小 ¥26,400 

3424 滅菌済 384 本 x10 ラック 3,840 小 ¥32,800 

3425 フィルター付・滅菌済 384 本 x10 ラック 3,840 小 ¥52,000 

3433 

300μℓ 

未滅菌 96 本 x10 ラック 960 小 ¥7,000 

3434 滅菌済 96 本 x10 ラック 960 小 ¥8,200 

3435 フィルター付・滅菌済 96 本 x10 ラック 960 小 ¥14,400 

3483 
300μℓ 

ロング 

未滅菌 96 本 x10 ラック 960 大 ¥7,400 

3484 滅菌済 96 本 x10 ラック 960 大 ¥8,600 

3485 フィルター付・滅菌済 96 本 x10 ラック 960 大 ¥15,000 

3633 
300μℓ 

ワイドボア 

 未滅菌 96 本 x10 ラック 960 小 ¥7,400 

3634  滅菌済 96 本 x10 ラック 960 小 ¥8,600 

3635  フィルター付・滅菌済 96 本 x10 ラック 960 小 ¥15,000 

3443 

1250μℓ 

未滅菌 96 本 x10 ラック 960 大 ¥7,400 

3444 滅菌済 96 本 x10 ラック 960 大 ¥8,600 

3445 フィルター付・滅菌済 96 本 x10 ラック 960 大 ¥15,200 

3493 
1250μℓ 

ショート 

未滅菌 96 本 x10 ラック 960 大 ¥7,800 

3494 滅菌済 96 本 x10 ラック 960 大 ¥9,000 

3495 フィルター付・滅菌済 96 本 x10 ラック 960 大 ¥16,000 

3643 
1250μℓ 

ワイドボア 

 未滅菌 96 本 x10 ラック 960 大 ¥7,800 

3644  滅菌済 96 本 x10 ラック 960 大 ¥9,000 

3645  フィルター付・滅菌済 96 本 x10 ラック 960 大 ¥16,000 

 

  

※ECO ラック単品でも使用できますが、POPTOP との併用をお勧めします。 

※POPTOP はオートクレーブ不可となっております。 

https://www.youtube.com/watch?v=P01QXvM8B8Q
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ローリテンションタイプ 
製品コード 容量 内容 梱包単位 本数 POPTOP 標準小売価格 

3516 

12.5μℓ 

 未滅菌 96 本 x10 ラック 960 小 ¥8,000 

3517  滅菌済 96 本 x10 ラック 960 小 ¥10,000 

3518  フィルター付・滅菌済 96 本 x10 ラック 960 小 ¥16,000 

3513  未滅菌 384 本 x10 ラック 3,840 小 ¥32,200 

3514  滅菌済 384 本 x10 ラック 3,840 小 ¥40,000 

3515  フィルター付・滅菌済 384 本 x10 ラック 3,840 小 ¥63,400 

3506 

12.5μℓ 

ロング 

 未滅菌 96 本 x10 ラック 960 小 ¥8,000 

3507  滅菌済 96 本 x10 ラック 960 小 ¥10,000 

3508  フィルター付・滅菌済 96 本 x10 ラック 960 小 ¥16,000 

3503  未滅菌 384 本 x10 ラック 3,840 小 ¥32,200 

3504  滅菌済 384 本 x10 ラック 3,840 小 ¥40,000 

3505  フィルター付・滅菌済 384 本 x10 ラック 3,840 小 ¥63,400 

3526 

125μℓ 

 未滅菌 96 本 x10 ラック 960 小 ¥8,000 

3527  滅菌済 96 本 x10 ラック 960 小 ¥10,000 

3528  フィルター付・滅菌済 96 本 x10 ラック 960 小 ¥16,000 

3523  未滅菌 384 本 x10 ラック 3,840 小 ¥32,200 

3524  滅菌済 384 本 x10 ラック 3,840 小 ¥40,000 

3525  フィルター付・滅菌済 384 本 x10 ラック 3,840 小 ¥63,400 

3533 

300μℓ 

 未滅菌 96 本 x10 ラック 960 小 ¥8,600 

3534  滅菌済 96 本 x10 ラック 960 小 ¥10,000 

3535  フィルター付・滅菌済 96 本 x10 ラック 960 小 ¥17,600 

3543 

1250μℓ 

 未滅菌 96 本 x10 ラック 960 大 ¥9,000 

3544  滅菌済 96 本 x10 ラック 960 大 ¥10,600 

3545  フィルター付・滅菌済 96 本 x10 ラック 960 大 ¥18,600 

 
GripTips 詰替用、5mℓ ピペット用   

EVOLVE・VIAFLO・VOYAGER ハンドヘルド用 
レギュラータイプ 

製品コード 容量 内容 梱包 本数 POPTOP 標準小売価格 

4412 

12.5μℓ 

詰替用グリーンチョイス 未滅菌 384 本 x5 組 1,920 小 ¥14,600 

4411 未滅菌バルク包装 1000 本 1,000   ¥4,200 

4416 詰替用グリーンチョイス 滅菌済 384 本 x5 組 1,920 小 ¥17,800 

4402 
12.5μℓ 

ロング 

詰替用グリーンチョイス 未滅菌 384 本 x5 組 1,920 小 ¥14,600 

4401 未滅菌バルク包装 1000 本 1,000   ¥4,200 

4406 詰替用グリーンチョイス 滅菌済 384 本 x5 組 1,920 小 ¥17,800 

4422 

125μℓ 

詰替用グリーンチョイス 未滅菌 384 本 x5 組 1,920 小 ¥14,600 

4421 未滅菌バルク包装 1000 本 1,000   ¥4,200 

4426 詰替用グリーンチョイス 滅菌済 384 本 x5 組 1,920 小 ¥17,800 

4432 

300μℓ 

詰替用グリーンチョイス 未滅菌 96 本 x5 組 480 小 ¥3,800 

4431 未滅菌バルク包装 1000 本 1,000   ¥4,200 

4436 詰替用グリーンチョイス 滅菌済 96 本 x5 組 480 小 ¥4,600 

4482 
300μℓ 

ロング 

詰替用グリーンチョイス 未滅菌 96 本 x5 組 480 大 ¥4,000 

4481 未滅菌バルク包装 1000 本 1,000   ¥4,200 

4486 詰替用グリーンチョイス 滅菌済 96 本 x5 組 480 大 ¥4,800 

4442 

1250μℓ 

詰替用グリーンチョイス 未滅菌 96 本 x5 組 480 大 ¥4,000 

4441 未滅菌バルク包装 500 本 500   ¥2,600 

4446 詰替用グリーンチョイス 滅菌済 96 本 x5 組 480 大 ¥4,800 

4492 
1250μℓ 

ショート 

詰替用グリーンチョイス 未滅菌 96 本 x5 組 480 大 ¥4,200 

4491 未滅菌バルク包装 500 本 500   ¥2,600 

4496 詰替用グリーンチョイス 滅菌済 96 本 x5 組 480 大 ¥5,000 

4453 

5mℓ 

未滅菌 48 本 x5 ラック 240   ¥17,600 

4451 未滅菌バルク包装 250 本 250   ¥5,000 

4454 滅菌包装 48 本 x5 ラック 240   ¥20,600 

4455 フィルター付・滅菌包装 48 本 x5 ラック 240   ¥23,800 

4456 1 本ごと滅菌包装 100 本 100   ¥13,000 

差込詰替用 グリーンチョイス 
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GripTips ベンチトップ分注システム用ラック    

VIAFLO96/384・MINI96・ASSIST PLUS 用 

レギュラータイプ 
製品コード 容量 内容 梱包単位 本数 標準小売価格 

6453 

12.5μℓ 

未滅菌 384 本 x5 ラック 1,920 ¥23,400 

6454 滅菌包装 384 本 x5 ラック 1,920 ¥28,400 

6455 フィルター付・滅菌包装 384 本 x5 ラック 1,920 ¥41,400 

6403 
12.5μℓ 

ロング 

未滅菌 384 本 x5 ラック 1,920 ¥23,400 

6404 滅菌包装 384 本 x5 ラック 1,920 ¥28,400 

6405 フィルター付・滅菌包装 384 本 x5 ラック 1,920 ¥41,400 

6475 12.5μℓ ショート フィルター付・滅菌包装 384 本 x5 ラック 1,920 ¥41,400 

6463 

125μℓ 

未滅菌 384 本 x5 ラック 1,920 ¥23,400 

6464 滅菌包装 384 本 x5 ラック 1,920 ¥28,400 

6465 フィルター付・滅菌包装 384 本 x5 ラック 1,920 ¥41,400 

6433 

300μℓ 

未滅菌 96 本 x5 ラック 480 ¥5,600 

6432 詰替用グリーンチョイス 未滅菌 96 本 x5 組 480 ¥5,200 

6434 滅菌包装 96 本 x5 ラック 480 ¥6,800 

6435 フィルター付・滅菌包装 96 本 x5 ラック 480 ¥11,400 

6483 

300μℓ 

ロング 

未滅菌 96 本 x5 ラック 480 ¥5,600 

6482 詰替用グリーンチョイス 未滅菌 96 本 x5 組 480 ¥5,200 

6484 滅菌包装 96 本 x5 ラック 480 ¥6,800 

6485 フィルター付・滅菌包装 96 本 x5 ラック 480 ¥11,400 

6633 
300μℓ 

ワイドボア 

未滅菌 96 本 x5 ラック 480 ¥6,600 

6634 滅菌包装 96 本 x5 ラック 480 ¥8,200 

6635 フィルター付・滅菌包装 96 本 x5 ラック 480 ¥14,800 

6443 

1250μℓ 

未滅菌 96 本 x5 ラック 480 ¥6,200 

6442 詰替用グリーンチョイス 未滅菌 96 本 x5 組 480 ¥5,800 

6444 滅菌包装 96 本 x5 ラック 480 ¥7,800 

6445 フィルター付・滅菌包装 96 本 x5 ラック 480 ¥12,400 

6493 

1250μℓ 

ショート 

未滅菌 96 本 x5 ラック 480 ¥6,200 

6492 詰替用グリーンチョイス 未滅菌 96 本 x5 組 480 ¥5,800 

6494 滅菌包装 96 本 x5 ラック 480 ¥7,800 

6495 フィルター付・滅菌包装 96 本 x5 ラック 480 ¥12,400 

6643 
1250μℓ 

ワイドボア 

未滅菌 96 本 x5 ラック 480 ¥7,800 

6644 滅菌包装 96 本 x5 ラック 480 ¥9,200 

6645 フィルター付・滅菌包装 96 本 x5 ラック 480 ¥16,800 

 

ローリテンションタイプ 
製品コード 容量 内容 梱包単位 本数 標準小売価格 

6553 

12.5μℓ 

未滅菌 384 本 x5 ラック 1,920 ¥26,600 

6554 滅菌包装 384 本 x5 ラック 1,920 ¥32,000 

6555 フィルター付・滅菌包装 384 本 x5 ラック 1,920 ¥48,000 

6503 
12.5μℓ 

ロング 

未滅菌 384 本 x5 ラック 1,920 ¥26,600 

6504 滅菌包装 384 本 x5 ラック 1,920 ¥32,000 

6505 フィルター付・滅菌包装 384 本 x5 ラック 1,920 ¥48,000 

6575 12.5μℓ ショート フィルター付・滅菌包装 384 本 x5 ラック 1,920 ¥48,000 

6563 

125μℓ 

未滅菌 384 本 x5 ラック 1,920 ¥26,600 

6564 滅菌包装 384 本 x5 ラック 1,920 ¥32,000 

6565 フィルター付・滅菌包装 384 本 x5 ラック 1,920 ¥48,000 

6533 

300μℓ 

未滅菌 96 本 x5 ラック 480 ¥6,000 

6534 滅菌包装 96 本 x5 ラック 480 ¥7,000 

6535 フィルター付・滅菌包装 96 本 x5 ラック 480 ¥14,200 

6543 

1250μℓ 

未滅菌 96 本 x5 ラック 480 ¥6,400 

6544 滅菌包装 96 本 x5 ラック 480 ¥8,400 

6545 フィルター付・滅菌包装 96 本 x5 ラック 480 ¥15,200 

6593 
1250μℓ 

ショート 

未滅菌 96 本 x5 ラック 480 ¥6,400 

6594 滅菌包装 96 本 x5 ラック 480 ¥8,400 

6595 フィルター付・滅菌包装 96 本 x5 ラック 480 ¥15,200 

※グリーンチョイスの滅菌包装はケース単位となっております。 
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CLEAR ADVANTAGETM 試薬リザーバー 
 デッドボリュームが少ない SureFloTM 

  

 
製品コード 容 量 内容 梱包単位 SureFlo 耐溶媒 標準小売価格 

4306 

10mℓ 

10ml 用ベース 未滅菌 10 個     ¥3,800 

4330 ポリスチレン製 滅菌済 3 枚入 トライアルパック 1 パック     ¥800 

4332 ポリスチレン製 50 枚ごと滅菌包装 ベース付 50 枚×4 箱     ¥17,200 

4331 ポリスチレン製 1 枚ごと滅菌包装 ベース付 30 枚     ¥8,200 

4335 ポリプロピレン製 滅菌済 3 枚入 トライアルパック 1 パック   〇 ¥1,400 

4337 ポリプロピレン製 50 枚ごと滅菌包装 ベース付 50 枚×4 箱   〇 ¥29,600 

4336 ポリプロピレン製 1 枚ごと滅菌包装 ベース付 30 枚   〇 ¥14,000 

4370 SureFlo ポリスチレン製 滅菌済 3 枚入 トライアルパック  1 パック 〇   ¥1,000 

4373 SureFlo ポリスチレン製 50 枚ごと滅菌包装 ベース付 50 枚×1 箱 〇   ¥6,000 

4372 SureFlo ポリスチレン製 50 枚ごと滅菌包装 ベース付 50 枚×4 箱 〇   ¥18,000 

4371 SureFlo ポリスチレン製 1 枚ごと滅菌包装 ベース付 30 枚 〇   ¥8,600 

              

4304 

25mℓ 

25ml 用ベース 未滅菌 10 個     ¥3,800 

4310 ポリスチレン製 滅菌済 3 枚入 トライアルパック 1 パック     ¥800 

4312 ポリスチレン製 50 枚ごと滅菌包装 ベース付 50 枚×4 箱     ¥18,800 

4311 ポリスチレン製 1 枚ごと滅菌包装 ベース付 30 枚     ¥8,800 

4315 ポリプロピレン製 滅菌済 3 枚入 トライアルパック 1 パック   〇 ¥1,400 

4317 ポリプロピレン製 50 枚ごと滅菌包装 ベース付 50 枚×4 箱   〇 ¥32,000 

4316 ポリプロピレン製 1 枚ごと滅菌包装 ベース付 30 枚   〇 ¥15,200 

4380 SureFlo ポリスチレン製 滅菌済 3 枚入 トライアルパック  1 パック  〇   ¥1,000 

4383 SureFlo ポリスチレン製 50 枚ごと滅菌包装 ベース付 50 枚×1 箱  〇   ¥6,400 

4382 SureFlo ポリスチレン製 50 枚ごと滅菌包装 ベース付 50 枚×4 箱  〇   ¥19,600 

4381 SureFlo ポリスチレン製 1 枚ごと滅菌包装 ベース付 30 枚  〇   ¥9,200 

        
4350 

25mℓ 仕切り 

(5+10mℓ) 

SureFlo ポリスチレン製 滅菌済 3 枚入 トライアルパック  1 パック  〇   ¥1,200 

4353 SureFlo ポリスチレン製 50 枚ごと滅菌包装 50 枚×1 箱  〇   ¥8,400 

4352 SureFlo ポリスチレン製 50 枚ごと滅菌包装 ベース付 50 枚×4 箱  〇   ¥25,400 

4351 SureFlo ポリスチレン製 1 枚ごと滅菌包装 ベース付 30 枚  〇   ¥12,000 

4355 SureFlo ポリプロピレン製 滅菌済 3 枚入 トライアルパック  1 パック  〇 〇 ¥1,600 

4358 SureFlo ポリプロピレン製 50 枚ごと滅菌包装 ベース付 50 枚×1 箱  〇 〇 ¥10,200 

4357 SureFlo ポリプロピレン製 50 枚ごと滅菌包装 ベース付 50 枚×4 箱  〇 〇 ¥34,000 

4356 SureFlo ポリプロピレン製 1 枚ごと滅菌包装 ベース付 30 枚  〇 〇 ¥16,000 

              

4360 3mℓ x 12 ウェル SureFlo 3mlx12 ウェルポリスチレン製 滅菌済 1 枚入 トライアルパック 1 パック  〇   ¥800 

4361 SureFlo 3mlx12 ウェルポリスチレン製 1 枚ごと滅菌包装 ベース付 30 枚  〇   ¥13,000 

4365 SureFlo 3mlx12 ウェルポリプロピレン製 滅菌済 1 枚入 トライアルパック 1 パック  〇 〇 ¥800 

4366 SureFlo 3mlx12 ウェルポリプロピレン製 1 枚ごと滅菌包装 ベース付 30 枚  〇 〇 ¥19,000 

              

4305 

100mℓ 

100ml 用ベース 未滅菌 10 個     ¥3,800 

4320 ポリスチレン製 滅菌済 3 枚入 トライアルパック 1 パック     ¥800 

4322 ポリスチレン製 50 枚ごと滅菌包装 ベース付 50 枚×4 箱     ¥19,000 

4321 ポリスチレン製 1 枚ごと滅菌包装 ベース付 30 枚     ¥9,000 

4325 ポリプロピレン製 滅菌済 3 枚入 トライアルパック 1 パック   〇 ¥1,400 

4327 ポリプロピレン製 50 枚ごと滅菌包装 ベース付 50 枚×4 箱   〇 ¥32,600 

4326 ポリプロピレン製 1 枚ごと滅菌包装 ベース付 30 枚   〇 ¥15,600 

4390 SureFlo ポリスチレン製 滅菌済 3 枚入 トライアルパック  1 パック  〇   ¥1,000 

4393 SureFlo ポリスチレン製 50 枚ごと滅菌包装 ベース付 50 枚×1 箱  〇   ¥6,600 

4392 SureFlo ポリスチレン製 50 枚ごと滅菌包装 ベース付 50 枚×4 箱  〇   ¥19,800 

4391 SureFlo ポリスチレン製 1 枚ごと滅菌包装 ベース付 30 枚  〇   ¥9,600 

 
※トライアルパック(滅菌済)には・ベース 1 個・インサート 3 枚が含まれております。 

   (12 ウェルのリザーバートライアルパックは、インサート 1 枚となります。) 

https://www.youtube.com/watch?v=ccjGuR6bw-w&t=7s
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自動分注機用試薬リザーバー 

 
 

 

 

 
製品コード 容 量 内容 梱包 SureFlo 耐溶媒 標準小売価格 

6301 

150mℓ 

(SLAS/ANSI

) 

150ml 試薬リザーバー用ベース 未滅菌 8 個     ¥4,800 

6302 150ml 試薬リザーバー用リッド 25 枚ごと滅菌包装 25 枚×1 箱     ¥6,800 

6303 自動分注機用 SureFlo 150ml ポリスチレン製 滅菌済 1 枚入 トライアルパック 1 パック  〇   ¥1,000 

6318 自動分注機用 SureFlo 150ml ポリスチレン製 25 枚ごと滅菌包装 ベース付 25 枚×4 箱  〇   ¥21,400 

6317 自動分注機用 SureFlo 150ml ポリスチレン製 1 枚ごと滅菌包装 ベース付 30 枚  〇   ¥15,000 

6308 自動分注機用 SureFlo 150ml ポリプロピレン製 滅菌済 1 枚入 トライアルパック 1 パック  〇 〇 ¥1,400 

6338 自動分注機用 SureFlo 150ml ポリプロピレン製 25 枚ごと滅菌包装 ベース付 25 枚×4 箱  〇 〇 ¥31,000 

6337 自動分注機用 SureFlo 150ml ポリプロピレン製 1 枚ごと滅菌包装 ベース付 30 枚  〇 〇 ¥21,600 

       
6305 

300mℓ 

(SLAS/ANSI

) 

300ml 試薬リザーバー用ベース 未滅菌 8 個     ¥5,400 

6306 300ml 試薬リザーバー用リッド 25 枚ごと滅菌包装 25 枚×1 箱     ¥6,800 

6307 自動分注機用 SureFlo 300ml ポリスチレン製 滅菌済 1 枚入 トライアルパック 1 パック  〇   ¥1,000 

6328 自動分注機用 SureFlo 300ml ポリスチレン製 25 枚ごと滅菌包装 ベース付 25 枚×4 箱  〇   ¥23,600 

6327 自動分注機用 SureFlo 300ml ポリスチレン製 1 枚ごと滅菌包装 ベース付 30 枚  〇   ¥16,200 

6309 自動分注機用 SureFlo 300ml ポリプロピレン製 滅菌済 1 枚入 トライアルパック 1 パック  〇 〇 ¥1,600 

6348 自動分注機用 SureFlo 300ml ポリプロピレン製 25 枚ごと滅菌包装 ベース付 25 枚×4 箱  〇 〇 ¥34,000 

6347 自動分注機用 SureFlo 300ml ポリプロピレン製 1 枚ごと滅菌包装 ベース付 30 枚  〇 〇 ¥23,600 

       

6304 リッドのみ 
150、300ml 試薬リザーバー共用リッド [ガスケット無・ロボットアーム対応] 1 枚ご

と滅菌包装 
10 枚     ¥3,000 

   

 

 

 

 

 

 

 
製品コード 容 量 品 名 梱包 SureFlo 耐溶媒 標準小売価格 

6351 
300mℓ x1 

オープンウェル試薬リザーバーポリプロピレン製 未滅菌 5 パック x5   〇 ¥36,800 

6352 オープンウェル試薬リザーバーポリプロピレン製 滅菌済 5 パック x5   〇 ¥44,200 

6361 
21mℓ x12 

縦 12 列分割試薬リザーバーポリプロピレン製 未滅菌 5 パック x5   〇 ¥36,800 

6362 縦 12 列分割試薬リザーバーポリプロピレン製 滅菌済 5 パック x5   〇 ¥44,200 

6371 
32mℓ x8 

横 8 列分割試薬リザーバーポリプロピレン製 未滅菌 5 パック x5   〇 ¥36,800 

6372 横 8 列分割試薬リザーバーポリプロピレン製 滅菌済 5 パック x5   〇 ¥44,200 

 
  

オープンウェルタイプ 縦 12列分割タイプ 横 8列分割タイプ 

※トライアルパック(滅菌済)には・ベース 1 個・インサート 1 枚・リッド 1 枚が含まれております。 

6304 

https://www.youtube.com/watch?v=0AZJZAEV4a4&t=1s
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PIPETBOY acu2 ピペットコントローラー  

 

 

 

 

 
製品コード 品 名 標準小売価格 

155000 ピペットコントローラー ピペットボーイ・アキュ 2 クラシック ¥38,800 

155015 ピペットコントローラー ピペットボーイ・アキュ 2 グリーン ¥38,800 

155016 ピペットコントローラー ピペットボーイ・アキュ 2 レッド ¥38,800 

155017 ピペットコントローラー ピペットボーイ・アキュ 2 ブルー ¥38,800 

155018 ピペットコントローラー ピペットボーイ・アキュ 2 クリアー ¥38,800 

155019 ピペットコントローラー ピペットボーイ・アキュ 2 パープル ¥38,800 

155022 ピペットコントローラー ピペットボーイ・アキュ 2 アクアグリーン ¥38,800 

155023 ピペットコントローラー ピペットボーイ・アキュ 2 オーシャンドリーム ¥38,800 

155024 ピペットコントローラー ピペットボーイ・アキュ 2 ピンクサンシャイン ¥38,800 

付属品 ： スペアフィルター（0.45μm）、バッテリー 1 個、AC アダプター、壁ハンガー 

 

アクセサリー 

製品コード 品 名 標準小売価格 

155065 スタンド ¥14,200 

153015 (1) 滅菌済フィルター (0.45µm) ¥1,000 

153016 (1) 未滅菌フィルター (0.45µm) ¥800 

156608 (1) 滅菌済フィルター (0.2µm) ¥1,200 

156607 (1) 未滅菌フィルター (0.2µm) ¥800 

151020 (2) ピペット取付プラグ (シリコンゴム) ¥1,000 

153211 AC アダプター ¥6,000 

155066 (3) バッテリー 7.4V Li-ion Polymer  (ピペットボーイ・アキュ２用) ¥6,000 

153005 (3) バッテリー 9V NiMH (ピペットボーイ・アキュ用) ¥3,200 

注）バッテリー以外のアクセサリーは、ピペットボーイ・アキュ及びアキュ 2 共通です。 

③ シリアル番号 1350001 以上がピペットボーイ・アキュ 2 用です。 

 

 

 

PIPETBOY pro ピペットコントローラー 

 

 
製品コード 品 名 標準小売価格 

156400 ピペットコントローラー ピペットボーイ・プロ ホワイト ¥48,400 

156401 ピペットコントローラー ピペットボーイ・プロ ピンク ¥48,400 

156402 ピペットコントローラー ピペットボーイ・プロ グリーン ¥48,400 

156403 ピペットコントローラー ピペットボーイ・プロ オレンジ ¥48,400 

156404 ピペットコントローラー ピペットボーイ・プロ ブルー ¥48,400 

付属品 ： スペアフィルター（0.45μm）、バッテリー 2 個 、AC アダプター 。壁ハンガー 

 

アクセサリー 
製品コード 品 名 標準小売価格 

156450 充電ステーション ¥10,200 

155065 スタンド ¥14,200 

156634 AC アダプター ¥6,000 

156151 バッテリー 1.2V NiMH  (2 個セット) ¥2,800 

※ フィルターはピペットボーイ アキュ 2 と同じです。  
155065 

156450 

https://www.youtube.com/watch?v=kRozFtITuyI&t=3s
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158310 158320 

159000 

VACUSIP ポータブルアスピレーター 

 

製品コード 品 名 標準小売価格 

159000 ポータブルアスピレーター バキュシップ・リチャージャブル 充電バッテリー内蔵 ¥91,800 

159010 ポータブルアスピレーター バキュシップ・スタンダード AC アダプター直結使用 ¥81,400 

共通付属品： 

• 500ｍｌボロシリケート ガラスボトル（キャップ付き） 

• チューブコネクター付きキャップ 

• シリコン・ハンドオペレーター 

• ハンドオペレーターホルダー（ステンレスロッド付き） 

• 1-ｃｈ40ｍｍステンレスニードルアダプター（E） 

• 8-ｃｈ40ｍｍステンレスニードルアダプター（A） 

• 1-ｃｈディスポーザブルチップ用アダプター（イジェクターなし(D) ） 

• 1.2ｍ および 0.21m シリコンチューブ、ID 3mm、OD 6mm 

• フィルター（2 個） • AC アダプター 

アクセサリー 

 

  注) (E)・(F)・(G)・(A)・(B)は、VACUBOY にも使用できます。  

  注）1-ch および 8-ch ディスポーザブルチップ用アダプターはユニバーサルタイプチップ（200～300μl）が使用できます。 

 
VACUSAFE コンパクトアスピレーター 

 

製品コード 品 名 標準小売価格 

158310 コンパクトバキュームシステム  バキュセーフ  PP 製 4L ボトル  液面レベルセンサー付  ¥237,000 

158320 コンパクトバキュームシステム バキュセーフ  PP 製 4L ボトル ¥185,400 

158300 コンパクトバキュームシステム バキュセーフ  ガラス製 2L ボトル  液面レベルセンサー付 ¥262,800 

本体付属品 ：   

 • 付属ボトル（オートクレープ可能） • ボトルハンドル • メンブレンフィルター（0.45μｍ） • AC アダプター 

 • バキュボーイ・セット（155510） • ハンドオペレーター • パスツールピペット用シリコンプラグ 

アクセサリー 
製品コード 品 名 標準小売価格 

158015 メンブレンフィルター 0.45µm 非滅菌 ¥3,800 

158342 チューブセット フィルター付 ¥7,200 

158370 PP 製 4L ボトル ¥15,400 

158483 ガラス製 2L ボトル ¥37,000 

158401 PP 製 4L ボトル用リッド  液面レベルセンサー・チューブコネクター付 ¥61,800 

158372 PP 製 4L ボトル用リッド  チューブコネクター付 ¥12,400 

158484 ガラス製 2L ボトル用リッド  液面レベルセンサー・チューブコネクター付 ¥65,000 

158431 PP 製 4L ボトル 及び 液面レベルセンサー・チューブコネクター付リッド  ¥77,400 

158432 PP 製 4L ボトル 及び チューブコネクター付リッド ¥25,800 

158485 ガラス製 2L ボトル 及び 液面レベルセンサー・チューブコネクター付リッド  ¥98,800 

製品コード 品 名 標準小売価格 

155502 （E）1-ch 40mm ステンレスニードルアダプター ¥3,200 

155522 （F）1-ch 150mm ステンレスニードルアダプター ¥3,600 

155525 （G）1-ch 280mm ステンレスニードルアダプター ¥6,200 

155524 （H）4-ch 40mm ステンレスニードルアダプター ¥8,000 

155503 （A）8-ch 40mm ステンレスニードルアダプター ¥9,000 

159023 （D）1-ch ディスポーザブルチップ用アダプター（イジェクターなし、5 個入り） ¥3,200 

159026 （C）1-ch ディスポーザブルチップ用アダプター（イジェクター付） ¥5,400 

159024 （B）8-ch ディスポーザブルチップ用アダプター（イジェクター付） ¥12,400 

159020 シリコン・ハンドオペレーター ¥4,400 

159031 ボロシリケートガラス・ボトル、500ml、GL45 スクリューキャップ付き ¥4,400 

159035 ボトル用スクリューキャップ、チューブコネクター付き、GL45（2 個入り） ¥4,000 

156634 AC アダプター ¥6,000 

153016 未滅菌フィルター（0.45μｍ） ¥800 

171023 シリコンチューブ、ID 3mm、長さ 2.5m ¥4,400 

155066 バッテリー 7.4V、550mAh、リチウム・イオン・ポリマー ¥6,000 

158484 

158485 

https://www.youtube.com/watch?v=T2Po7zHeK80
https://www.youtube.com/watch?v=KWwYbpOaWVE


 

18 

VACUBOY アスピレーター用ハンドオペレーター 

 

 

 

 

 

 
 

製品コード 品 名 標準小売価格 

155500 

（Ｈ）ハンドオペレーター 

¥41,000 

（Ｌ）スタンド 

（Ｋ）パスツールピペット用アダプター 

（Ｂ）1-ch 40mm ステンレスニードルアダプター 

（Ｅ）8-ch 40mm ステンレスニードルアダプター 

（Ａ）1-ch ディスポーザブルチップ用アダプター（イジェクターなし） 

（Ｉ）1-ch ディスポーザブルチップ用アダプター（イジェクター付き） 

（Ｇ）8-ch ディスポーザブルチップ用アダプター（イジェクター付き） 

  180cm シリコンチューブ、ID 4mm、OD 8mm 

155510 

（Ｈ）ハンドオペレーター 

¥24,800 
（Ｋ）パスツールピペット用アダプター 

（Ｂ）1-ch 40mm ステンレスニードルアダプター 

（Ｉ）1-ch ディスポーザブルチップ用アダプター（イジェクター付き） 

 

 

 

アクセサリー 
製品コード 内 容 標準小売価格 

155504 （A）1-ch ディスポーザブルチップ用アダプター（イジェクター無し） ¥2,800 

155526 （I）1-ch ディスポーザブルチップ用アダプター（イジェクター付き） ¥4,000 

155520 （G）8-ch ディスポーザブルチップ用アダプター（イジェクター付き） ¥14,400 

155502 （B）1-ch 40mm ステンレスニードルアダプター ¥3,200 

155522 （C）1-ch 150mm ステンレスニードルアダプター ¥3,600 

155525 （D）1-ch 280mm ステンレスニードルアダプター ¥6,200 

155524 （F）4-ch 40mm ステンレスニードルアダプター（ニードル間隔 21mm） ¥8,000 

155503 （E）8-ch 40mm ステンレスニードルアダプター（ニードル間隔 9mm） ¥9,000 

155505 （K）パスツールピペット用アダプター ¥2,400 

155501 （L）スタンド ¥13,400 

 ※ ディスポーザブルチップ用アダプターには、ユニバーサルタイプチップ（200～300μl）が使用できます。 

 

  

D C F 

別売りニードルアダプター 

G E 

B A 

I K 

H L 

バキュボーイ・セット(155500) 
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DOSE IT ドーシット ペリスタルティックポンプ連続分注システム 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

本体付属品 ：   

• シリコンチューブ(内径 4mm、長さ 2.5m) 

• 吸引/分注ノズル(先端 V カット、長さ 10cm 2 本) 

• 吸引/分注ノズル(先端 V カット、長さ 35cm 1 本) 

• ノズルカラー 

• ピペット・コネクター 

• AC アダプター 

 

アクセサリー 
製品コード 品 名 標準小売価格 

143200 フットスイッチ ¥12,400 

171081 ベンチトップスイッチ ¥15,600 

171090 ポンプヘッド (追加用) ¥89,600 

171091 レトルトロッド(直径 10 ㎜) アーム付 ¥31,000 

171088 ダブルポンプヘッド用チューブセット ¥18,600 

171021 シリコンチューブ 2.5m、内径 1mm ¥4,600 

171022 シリコンチューブ 2.5m、内径 2mm ¥4,600 

171023 シリコンチューブ 2.5m、内径 3mm ¥4,400 

171024 シリコンチューブ 2.5m、内径 4mm ¥5,000 

171026 シリコンチューブ 2.5m、内径 6mm ¥4,800 

171028 シリコンチューブ 2.5m、内径 8mm ¥5,800 

171077 ピペットコネクター 内径 2～6mm シリコンチューブ用 5 個入 ¥8,200 

171031 シリコンチューブ 25m、内径 1mm ¥24,800 

171032 シリコンチューブ 25m、内径 2mm ¥24,800 

171033 シリコンチューブ 25m、内径 3mm ¥24,800 

171034 シリコンチューブ 25m、内径 4mm ¥26,800 

171036 シリコンチューブ 25m、内径 6mm ¥24,800 

171038 シリコンチューブ 25m、内径 8mm ¥37,000 

171051 吸引/分注ノズル 長さ 10cm、内径 1mm ¥4,200 

171052 吸引/分注ノズル 長さ 10cm、内径 2mm ¥4,200 

171053 吸引/分注ノズル 長さ 10cm、内径 3mm ¥4,200 

171054 吸引/分注ノズル 長さ 10cm、内径 4mm ¥4,200 

171056 吸引/分注ノズル 長さ 10cm、内径 6mm ¥4,200 

171058 吸引/分注ノズル 長さ 10cm、内径 8mm ¥4,200 

171064 吸引/分注ノズル 長さ 35cm、内径 4mm ¥6,800 

171066 吸引/分注ノズル 長さ 35cm、内径 6mm ¥6,800 

171068 吸引/分注ノズル 長さ 35cm、内径 8mm ¥6,800 

171071 ノズルカラー、内径 1～3mm ノズル用 ¥5,200 

171074 ノズルカラー、内径 4～6mm ノズル用 ¥4,400 

 

製品コード 品 名 標準小売価格 

171000 ペリスタルティックポンプ連続分注システム ドーシットセット ¥453,200 

171090 

171000 

171091 

143200 

171081 

171088 

https://www.youtube.com/watch?v=df2zNZ-zbc4
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アフターサービスのご案内 
 

インテグラ・バイオサイエンセズ株式会社では販売する機器を常に良好なコンディションでご使用いただくことができるよう、また万一のトラブルが発生した際の早急な回復のため、各種のアフターサー

ビスを行なっております。保守サービスの加入や修理、キャリブレーション（校正）等のご相談は、弊社製品取り扱い代理店・販売店までお問い合わせください。 

 

VIAFLO96/384 MINI96 

 

保守サービス プラチナムプログラム (年間保守) 

 

プラチナムプログラムのサービス内容は以下の通りです。 

 

● ベースユニット点検サービス 

- 機器の総合的な点検を行ない、必要により修理を実施します。  

● ピペットヘッド点検、キャリブレーション及びリファービッシュ（オーバーホール） 

※キャリブレーションサービス対象のピペットヘッドのリファービッシュが必要と判断さ

れた場合の作業費用が含まれます。リファービッシュ作業は弊社サービスセン

ターにて実施します。 

● プラチナムプログラムサービス期間 

- ご加入から 1 年間（任意継続可能） 

⚫ プラチナムプログラム加入期間中に発生した故障は、部品代、技術料、出張費用を

無償にて対応します。 

※加入時及び更新時に行う点検の際に発生する、交通費・宿泊費は別途有

償となります。 

※プラチナムプログラム加入初回の点検で修理が発生した場合、その部品代は

別途有償となります。 

● 必要に応じ、ベースユニットやピペットヘッドの代替機を無償で貸与します。 

 

保守サービス ベーシックプログラム (スポット保守)  

 

プラチナムプログラム未加入の機器でも、点検・修理プログラムをご用意しています。 

各サービスと含まれる内容は以下のとおりとなります。 

● ベースユニット点検サービス 

- 機器の総合的な点検を行ない、必要に応じて修理を実施します。  

(部品代及び修理作業料は別途有償) 

- 点検後 90 日内に発生した故障について、作業料無償にて修理対応致します。  

(部品代、出張/宿泊料別途有償) 

● ピペットヘッド点検、及びキャリブレーションサービス 

※キャリブレーションサービス対象のピペットヘッドのリファービッシュが必要と判断さ

れた場合は、別途有償となります。 

 

 

ピペットヘッドのリファービッシュ（オーバーホール） 

 

VIAFLO 96/384、及び MINI96 のピペットヘッドはピストンの動作回数次第で数年に一度リファービッシュ（オーバーホール）が 

必要となりますが、その頻度は使用回数や使用環境によって変わります。作業にはキャリブレーションが含まれ、さらに、次の項目が実行されます。 

● ピペットヘッドの完全な分解・清掃 

● 96/384 個すべてのシール交換 

● 96/384 個すべてのノズル O リング交換 

● 96/384 個すべてのピストンを再潤滑 

VIAFLO 96/384 はピペットヘッドのみを、MINI96 は本体丸ごとを弊社サービスセンターへ送付して頂くことになります。 
 

VIAFLO96/384、 MINI96 保守サービス プラチナム・ベーシック サービス適用範囲 

説明 プラチナムプログラム ベーシックプログラム 

ベースユニットの保守メンテナンス 〇 〇 

保守メンテナンス チェックリスト 〇 〇 

ピペットヘッドパフォーマンスチェック証明書 〇 〇 

ピペットヘッドのキャリブレーション 〇 〇 

ピペットヘッドのリファービッシュ（オーバーホール） 〇※1 別途有償 

ベースユニット修理部品・修理作業料 〇※2 別途有償※3 

ファームウェア更新 〇 〇 

ピペットヘッド代替機貸し出し（ヘッド引き取り時） 〇 別途有償 

ベースユニット代替機貸し出し（引取り修理時） 〇 別途有償 

48 時間以内（営業日換算）の初期対応 〇 - 

出張費・宿泊費 オンサイト点検時(年 1 回)のみ別途有償 別途有償 

※1 キャリブレーションが不合格となり、リファービッシュが必要と判断したピペットヘッドに対してのみ作業を実施します。 

※2 加入初回の点検で修理が発生した場合、その部品代は別途有償となります。 

※3 摩耗消耗部品のみプログラム費用内での交換対象となります。 
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VIAFLO96/384 、 MINI96 保守サービス 価格 （24ch ヘッドは 96ch ヘッドの価格を参照下さい。） 

製品コード サービス 標準価格 備考 

 

990063 

990064 

999173 

990067 

990068 

保守サービス プラチナムプログラム 

VIAFLO96 ベースユニット (96 ヘッド 1 個含む) 

VIAFLO384 ベースユニット (384 ヘッド 1 個含む)   

MINI 96（ベース・ピペット一体） 

96ch ピペットヘッド (2 個目以降 1 個当り)  

384ch ピペットヘッド (2 個目以降 1 個当り) 

 

\480,000  

\520,000  

\280,300  

\58,000  

\110,000  

電子天秤、プレートリーダーを持ち込みでのオンサイト点検 

 

年１回点検時のみ出張費・宿泊費別途 

 

990061 

990062 

999172 

990065 

990066 

保守サービス ベーシックプログラム 

VIAFLO96 ベースユニット (96 ヘッド 1 個含む) 

VIAFLO384 ベースユニット (384 ヘッド 1 個含む) 

MINI 96（ベース・ピペット一体） 

96ch ピペットヘッド (2 個目以降 1 個当り) 

384ch ピペットヘッド (2 個目以降 1 個当り) 

 

\340,000  

\360,000  

\198,500  

\35,000  

\45,000  

電子天秤、プレートリーダーを持ち込み 

でのオンサイト点検 

 

部品代及び修理作業料別途 

出張費・宿泊費別途 

 

990096 

990384 

999174 

ピペットヘッド キャリブレーション 

  96ch ピペットヘッド 

  384ch ピペットヘッド 

MINI 96 （ベース・ピペット一体） 

 

\80,000  

\100,000  

\87,600  

弊社サービスセンターにて実施 

出張作業の場合は出張費・宿泊費別途 

 

990097 

990385 

999175 

ピペットヘッド リファービッシュ 

96ch ピペットヘッド 

  384ch ピペットヘッド 

  MINI 96 （ベース・ピペット一体） 

 

\160,000  

\420,000  

\163,500  

弊社サービスセンターにて実施 

 

990091 

990092 

ピペットヘッド 代替機貸し出し 

96ch ピペットヘッド 

384ch ピペットヘッド 

 

\22,000  

\32,000  

出張作業の場合は出張費・宿泊費別途 

 

990093 

990094 

999177 

ベースユニット 代替機貸し出し 

VIAFLO96 

VIAFLO384 

MINI 96 （ベース・ピペット一体） 

  

\62,000  

\62,000  

\58,400  

出張作業の場合は出張費・宿泊費別途 

   IQ OQ 作業 

  OQ 作業のみ 

\80,000  

\60,000  
出張費・宿泊費別途 

      ※プラチナムプログラムにおいて、不具合発生時の技術料、出張費・宿泊費は発生しません。 

 

ASSIST PLUS 

 

保守サービス プラチナムプログラム (年間保守) 

プラチナムプログラムのサービス内容は以下の通りです。 

 

● ベースユニット点検サービス 

- 機器の総合的な点検を行ない、必要により修理を実施します。  

● 電動ピペット/D-ONE 分注モジュールのキャリブレーション及び修理を本プログラム内

にて対応します。 

- サービス加入時に登録した任意の電動ピペット及び D-ONE 分注モジュール、合

計最大 4 本まで 

※VIAFLO/VOYAGER ピペットのキャリブレーションは業務提携先サービスセン

ター(JCC)にて実施します。 

※D-ONE 分注モジュールのキャリブレーション及び修理はオンサイトにて実施し

ます。 

※別途料金で 5 本目以降の追加が可能です。 

● プラチナムプログラムサービス期間 

- ご加入から 1 年間（任意継続可能） 

● プラチナムプログラム加入期間中に発生した故障は、部品代、技術料、出張費用を

無償にて対応します。 

※加入時及び更新時に行う点検の際に発生する、交通費・宿泊費は別途有

償となります。 

※プラチナムプログラム加入初回の点検で修理が発生した場合、その部品代は

別途有償となります。 

● 必要に応じ、ベースユニットや電動ピペット/D-ONE 分注モジュールの代替機を無償

で貸与します。 

 

 

保守サービス ベーシックプログラム (スポット保守) 

プラチナムプログラム未加入の機器でも、点検・修理プログラムをご用意しています。 

各サービスと含まれる内容は以下のとおりとなります。 

● ベースユニット点検サービス 

- 機器の総合的な点検を行ない、必要に応じて修理を実施します。 (部品代及び

修理作業料は別途有償) 

- 点検後 90 日内に発生した故障について、修理作業料無償にて修理対応いたし

ます。 (部品代、出張/宿泊料別途有償) 

● 電動ピペット/D-ONE 分注モジュールのキャリブレーションを本プログラム内にて対応

します。 

‐ サービス加入時に登録した任意の電動ピペット及び D-ONE 分注モジュール、合

計最大 4 本まで 

※VIAFLO/VOYAGER ピペットのキャリブレーションは業務提携先サービスセン

ター(JCC)にて実施します。 

※D-ONE 分注モジュールのキャリブレーション及び修理はオンサイトにて実施し

ます。 

※電動ピペット及び D-ONE 分注モジュールの 

修理は含みません。 

※5 本目以降の追加はできません。 
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ASSIST PLUS 保守サービス プラチナム・ベーシック サービス適用範囲 

説明 プラチナムプログラム ベーシックプログラム 

ベースユニットの保守メンテナンス 〇 〇 

保守メンテナンス チェックリスト 〇 〇 

電動ピペット/D-ONE 分注モジュールのキャリブレーションサービス      4 本まで※1 4 本まで※1 

電動ピペット/D-ONE 分注モジュール修理の部品代及び修理作業料         〇※1,2 別途有償 

ベース修理の部品代及び修理作業料      〇※3 別途有償※4 

ファームウェアの更新 〇 〇 

ベースユニット・電動ピペット代替機の貸し出し（修理時） 〇 別途有償 

48 時間以内（営業日換算）の初期対応 〇 ‐ 

※1 電動ピペットの作業は業務提携先サービスセンター(JCC)にて実施します。校正グレードは簡易検査になります。詳しくは 23 ページをご覧下さい。 

D-ONE 分注モジュールの作業はお客様の施設にて行います。 

※2 キャリブレーションが不合格となり、修理が必要と判断した電動ピペット及び D-ONE 分注モジュールに対してのみ修理作業を実施します。 

※3 加入初回の点検で修理が発生した場合、その部品代は別途有償となります。 

※4 摩耗消耗部品のみプログラム費用内での交換対象となります。 

 

ASSIST PLUS 保守サービス 価格 

製品コード サービス 標準価格 備考 

990072 

 

 

990073 

保守サービス プラチナムプログラム 

(電動ピペット/D-ONE 分注モジュール合計最大 4 本まで含む) 

 

電動ピペット追加 (5 本目以降 1 本当り) 

\430,000 

 

 

¥37,500  

ベースユニット、D-ONE 分注モジュールはオンサイト点検、

VIAFLO/VOYAGER ピペットは業務提携先サービスセンター

(JCC)にて実施。年１回点検時のみ出張費・宿泊費別途。 

提携先サービスセンターにて実施 

990071 保守サービス ベーシックプログラム \330,000  ベースユニット、D-ONE 分注モジュールはオンサイト点検、

VIAFLO/VOYAGER ピペットは業務提携先サービスセンター

(JCC)にて実施。 

部品代及び修理作業料別途。出張費・宿泊費別途。 

991507 D-ONE 分注モジュール キャリブレーション ¥60,250   

991506 D-ONE 分注モジュール 修理及びキャリブレーション ¥99,400   

  IQ・OQ 作業 

 OQ 作業のみ 

\80,000  

\60,000  
出張費・宿泊費別途 

 

ASSIST 

保守サービス ベーシックプログラム (スポット保守) 

各サービスと含まれる内容は以下のとおりとなります。 

● ベースユニット点検サービス 

- 機器の総合的な点検を行ない、必要に応じて修理を実施します。 (部品代及び修理作業料は別途有償)     

- 点検後 90 日内に発生した故障について、修理作業料無償にて修理対応いたします。   (部品代、出張/宿泊料別途有償) 

● 電動ピペットのキャリブレーションは含みません。 

VIAFLO ピペットのキャリブレーションにつきましては別途ピペットキャリブレーションの項を参照ください。 

 

ASSIST 保守サービス 価格 

製品コード サービス 標準価格 備考 

990070 保守サービス ベーシックプログラム \60,000  ベースユニットのみ 

部品代及び修理作業料別途。出張費・宿泊費別途。 

 IQ・OQ 作業 

OQ 作業のみ 

\60,000  

\40,000  
出張費・宿泊費別途 
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ピペット キャリブレーション・修理サービス 

弊社では製品の性能・精度を適切に維持するため年一回のキャリブレーション（校正）を推奨しております。 

弊社の提供するピペット校正サービスは業務提携先の株式会社日本校正センター（JCC）において実施し、 

JCC からユーザー様へ提供するインテグラ・バイオサイエンセズ社製ピペットのキャリブレーション及び修理サービ 

スは、メーカー校正に準拠した手順及び仕様のもとに実施されます。 

対象製品  

ハンドヘルド電動ピペット VIAFLO、VOYAGER シリーズ 

ハンドヘルド手動ピペット EVOLVE シリーズ 

ピペットキャリブレーションサービス一覧 

校正サービス
名称 

校正測定 
ポイント数 

チャンネル数 
校正前 
検査 

校正前検査 
測定ポイント数 

校正サービス No. 標準価格 添付書類 
トレーサビリティ 

体系図 
オプション 
（有償） 

JCSS 校正 
 

ISO/IEC 
17025  
適合 

ISO8655 準
拠 

3 ポイント 
10 回測定 

1 

JCSS 校正 3 ポイント S-1 ¥19,000  

JCSS 
校正証明書 

なし*1 
トレーサビリティ 

証明書 
\5,000 

一般校正 3 ポイント S-2 ¥15,000  

簡易検査 2 ポイント S-3 ¥14,000  

なし なし S-4 ¥12,000  

4 
6 
8 

JCSS 校正 3 ポイント M(4/6/8)-1 ¥60,800  

JCSS 
校正証明書 

なし*1 
トレーサビリティ 

証明書 
\5,000 

一般校正 3 ポイント M(4/6/8)-2 ¥48,000  

簡易検査 2 ポイント M(4/6/8)-3 ¥44,800  

なし なし M8-4 ¥38,400 

12 

JCSS 校正 3 ポイント M12-1 ¥76,000  

JCSS 
校正証明書 

なし*1 
トレーサビリティ 

証明書 
\5,000 

一般校正 3 ポイント M12-2 ¥60,000  

簡易検査 2 ポイント M12-3 ¥56,000  

なし なし M12-4 ¥48,000  

16 

JCSS 校正 3 ポイント M16-1 ¥90,000  

JCSS 
校正証明書 

なし*1 
トレーサビリティ 

証明書 
\5,000 

一般校正 3 ポイント M16-2 ¥72,000  

簡易検査 2 ポイント M16-3 ¥67,000  

なし なし M16-4 ¥57,000  

一般校正 
ISO8655 適

合準拠 

3 ポイント
10 回測定 

1 

一般校正 3 ポイント S-5 ¥10,000  

一般 
校正証明書 

あり 
標準器コピー 

\2,000 
簡易検査 2 ポイント S-6 ¥9,000  

なし なし S-7 ¥7,000  

4 
6 
8 

一般校正 3 ポイント M(4/6/8)-5 ¥32,000  

一般 
校正証明書 

あり 
標準器コピー 

\2,000 
簡易検査 2 ポイント M(4/6/8)-6 ¥28,800  

なし なし M(4/6/8)-7 ¥22,400  

12 

一般校正 3 ポイント M12-5 ¥40,000  

一般 
校正証明書 

あり 
標準器コピー 

\2,000 
簡易検査 2 ポイント M12-6 ¥36,000  

なし なし M12-7 ¥28,000  

16 

一般校正 3 ポイント M16-5 ¥48,000  

一般 
校正証明書 

あり 
標準器コピー 

\2,000 
簡易検査 2 ポイント M16-6 ¥43,000  

なし なし M16-7 ¥33,000  

簡易検査 
ISO8655 準

拠 

2 ポイント
10 回測定 

1 なし なし S-8 ¥5,000  
検査報告書 

添付 
なし 

トレーサビリティ 
体系図¥2,000 
標準器コピー

¥2,000 

4 
6 
8 

なし なし M(4/6/8)-8 ¥16,000  
検査報告書 

添付 
なし 

トレーサビリティ 
体系図¥2,000 
標準器コピー

¥2,000 

12 なし なし M12-8 ¥20,000  
検査報告書 

添付 
なし 

トレーサビリティ 
体系図¥2,000 
標準器コピー

¥2,000 

16 なし なし M16-8 ¥24,000  
検査報告書 

添付 
なし 

トレーサビリティ 
体系図¥2,000 
標準器コピー

¥2,000 

 

すべての校正サービスにおいて、検査データが付属します。 

ピペットサービスご希望の際は「ピペットサービス依頼書」をご記入の上、機材に同梱し、業務提携先の日本校正センター（JCC）へ送付頂きますようお願い申し上げます。 

また、上記以外の条件をご希望のお客様は別途お見積りを致しますので、弊社サービスセンターへお問い合わせください。  

連絡/見積依頼/発注/ピペット送付先 

 

〒215-0021 

神奈川県川崎市麻生区上麻生 3-16-8 

株式会社日本校正センター 

TEL:044-322-9128 

FAX:044-322-9129 

support@japan-cal-center.com 
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品質保証期間 
• マニュアルピペット (EVOLVE) 2 年 

• 電動ピペット (VIAFLO, VOYAGER, VIAFLO96/384, MINI96, ASSIST, ASSIST PLUS, D-ONE)  1 年 

• ピペットコントローラー (PIPETBOY acu2, pro) 3 年 

• アスピレーター (VACUSIP, VACUSAFE) 1 年 

• 連続分注システム (DOSE IT) 1 年 

免責事項 

全てのサービスにおいて下記の理由により生じたトラブルへの対応は原則として無償サービス対象外とさせていただきます。 

・ お客様による過失による故障 
・ 設置施設の設備や環境に起因するもの 

・ 適合が確認されていない消耗品の使用に起因するもの 
・ 自然災害に起因するもの 

その他トラブルの状況により相談させていただく場合があります。 

お見積もりの有効期限は原則 30 日です。有効期限後のサービス価格に改定があった場合は、新価格を適用致します。 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

インテグラ・バイオサイエンセズ株式会社 

〒101-0031  

東京都千代田区東神田 1-5-6 東神田 MK5 ビル 3F 

TEL: 03-5962-4936   FAX: 03-5962-4937 

お問い合わせ: info-jp@integra-biosciences.com 

ホームページ: www.integra-biosciences.com/ja 

輸入販売元： 販売店： 

mailto:info-jp@integra-biosciences.com
http://www.integra-biosciences.com/ja

