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YOU TALKED. WE LISTENED.
世界中のユーザーが作り上げたシステム
Biomek i-Seriesは、これまでのわれわれベックマン・コールターの30年以上のラボラトリー オートメー
ション システムの取り扱いの中で皆様からのご要望から誕生しました。いただいたご要望の中に共通する、
4つの重要なコンセプトをベースとして設計されています。

• Simplifi cation - シンプルでわかりやすい操作性で、 ユーザーの煩わしさを減らします。
• Effi  ciency - 効率化されたシステムで、高い生産性を実現します。
• Adaptability - 柔軟性の高いシステムで、最新のアッセイに合わせて常に変化し続けます。
• Reliability and support - 信頼性の高い機構と高品質なサポートにより、機器の能力を最大化させます。

ユーザーが使いやすく、信頼性の高い結果を生むことができるシステム、それがBiomek i-Seriesです。

 ラボラトリー オートメーション システムは、
  そのハードウエアのみによって完成されるものでは
    ありません。
     以下の要素のシナジーによってのみ、最適なシステムは
      生み出されます。

 • ハードウエア
 • ソフトウエア

 • アッセイに合わせたアクセサリーオプション
 • チップ、消耗品
• 顧客サポート
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ADVANCING SCIENCE BY ACCELERATING A 
WIDE RANGE OF APPLICATIONS

• 次世代シーケンス　サンプル前処理

 ° 全ゲノム シーケンス

 ° トランスクリプトーム シーケンス

 ° ターゲット/エキソン キャプチャー

 ° アンプリコン シーケンス

 ° 癌パネル・HLAタイピング 

• マイクロアレイ　サンプル前処理 

 ° ジェノタイピング

 ° 発現解析 

• 核酸抽出・精製

 ° DNA/RNA 抽出 

 ° DNA/RNA 精製

 ° DNAサイズセレクション

 ° プラスミド抽出

• サンガーシーケンス　サンプル前処理

 ° ダイターミネーター除去精製

• qPCR/PCR セットアップ

• セルベースアッセイ 

• 細胞染色

• トランスフェクション

• レポタージーンアッセイ

• siRNAスクリーニング

• 細胞培養

 ° 播種・継代・培地交換

 ° 3D 培養・スフェロイド形成

 ° 幹細胞分化誘導

• ハイスループットスクリーニング (HTS) 

• ハイコンテントスクリーニング (HCS)

• 化合物ハンドリング・管理

• ADME & Tox

 ° 膜透過性

 ° 可溶性

 ° 代謝

 ° タンパク抱合

• セルライン最適化

• イムノアッセイ

• 抗体定量前処理

幅広いアプリケーション領域を自動化により加速します
ジェノミクス研究、セルバイオロジー、タンパク研究、創薬、化学分析、科学鑑定など、ほぼすべての研究
室において、Biomek i-Seriesによる自動化で、その研究・実験を加速させることが可能です。ベックマン・
コールターのラボラトリー オートメーションシステムは、様々なアプリケーション領域に利用されます。

多くの研究領域は、その研究スピードを加速させ続け、また日々進化しています。
われわれは、それらの革新的な技術に対応するアプリケーションを提供するとともに、ラボラトリー オー
トメーションシステムにより、ワークフローを効率化し、スループットを向上させ、単純作業を減らし、
信頼性のあるデータを生み出すことをサポートいたします。

ジェノミクス　アプリケーション例

セルバイオロジー　アプリケーション例

創薬研究　アプリケーション例
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EXPLORE THE BIOMEK i-SERIES AUTOMATED 
Biomek i-Series ラボラトリ－ オートメーション システムは、多くのユーザーの
声を取り入れて開発されました。信頼性と処理能力を高めるとともに、ユーザー
のための様々な機能が盛り込まれています。

Biomek i7

Simplifi cation - シンプルで簡単な操作
シンプルでわかりやすい操作性で、 ユーザーの煩わしさ
を減らします。

ステータスライトバーにより、システムの状態を遠くから
でも簡単に直観的に知ることが可能です。

 ■ 実行前待機 　■ 稼働中

 ■ 一時停止 　■ エラー発生

ライトカーテン機構により、稼働中の安全性を担保し、
また簡単に再開することが可能です。   

内蔵されたLEDライトは機器内を照らし、より確実に状
況を確認することが可能です。

Effi  ciency - 高い生産性を追求
効率化されたシステムで、高い生産性を実現します。

新しくデザインされた回転グリッパーは、隅から隅まで
すべてのポジションにアクセスすることが可能で、スペー
スを有効に活用できます。

リニアモーターによる高精度制御により、高密度プレー
トなどへも確実な分注が可能です。   

1 mLマルチチャンネル分注ヘッドにより、迅速なサン
プル分注とピペッティングでプロセス時間の短縮が可
能です。
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Biomek i-Series の
 “4D インテグレーション”
左・右・後方・下方の4方向へ
オープンな構造を持つ
Biomek i-Seriesは、
様々な装置、機構、アクセサリーを、
簡単に接続することが可能です。
接続可能な機器に関しては、
ベックマン・コールターまで
お問い合わせください。
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WORKSTATIONS

Adaptability - 高い拡張性
柔軟性の高いシステムで、多様化するニーズや最新の
アッセイに合わせて様々な装置との接続が可能です。

アッセイの変更に応じて、装着されたアクセサリーを簡
単に変更できるグリッドベースデッキ

広いデッキスペースと、周辺からのアクセスしやすい大き
い開口部は、全方向から様々な機器（プレートリーダー
やインキュベーターなど）を接続可能。アッセイに合わ
せて最適なシステムの構築が可能です。
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Reliability and support
 - 信頼性の高いシステムとサポート

ライブカメラによる監視・リモートサービス、高品質な
サポートにより、装置稼働時間を最大化させます。

エンクロージャーにより、サンプルや試薬の汚染を防ぎ
ます。HEPAフィルターの搭載も可能です。

エンクロージャー前面は垂直開閉ドアで、開口時も前面
からの操作を邪魔しません。   

オンボードカメラによる、ライブ映像の監視と、エラー
時の映像の自動キャプチャーにより、エラー発生時にト
ラブル原因を特定することを容易にします。

個々の分注プローブのキャリブレーションが可能な
Span-8分注機構は、0.5 μL から 5,000 μLまでの
分注レンジで、より正確に分注可能です。
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Pipettor
柔軟性の高いSpan-8分注機構のほか、3種類
のマルチチャンネルヘッドから選択可能です。
プラットフォームにより、最大2つのPipettor
を装着可能です。

Multichannel heads　オプション

RANGE

MC-384, 60 μL 0.5 μL - 60 μL

MC-96, 300 μL 1 μL - 300 μL 

MC-96, 1,200 μL 5 μL - 1,200 μL 

使用可能なチップに関してはベックマン・コールター
Biomek Tips and Labwareカタログを参照ください。

Automated Labware 
Positioners (ALPs)
すべてのBiomekは、デッキ上に必要なデ
バイス(ALPs) を設置することにより、様々
なアッセイの自動化を実現することが可能
です。

ALPsの例：
• 攪拌
• チップ洗浄
• 加熱・冷却
• 試薬の連続供給 

• そのほか、アプリケーションに合わせた
多様なデバイスをご用意しています。
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ACCESSORIES TO ENABLE YOUR APPLICATIONS
あなたのラボに最適な一台を作り上げることが可能です。
様々なオプションの中から、アッセイを最も効率よく、最も信頼性が高く、
実施できるシステムをご提供いたします。



そのほかのアクセサリー
• バーコードリーダー：マイクロプレー
トのバーコードを取得しトラック、
レポートします。

• 専用テーブル
• Labware Feeder：専用テーブ
ルに組み込み可能な、チップ・プ
レートなどの供給デバイス

• そのほか、ニーズに合わせたカスタ
マイズが可能です。

デッキの拡張と
外部デバイスの接続
Biomek i-Seriesは様々なメーカー
の機器を接続することにより、その機
能を拡張することが可能です。
接続デバイスリストから選択いただくか、
ベックマン・コールターまでご連絡く
ださい。ベックマン・コールターのオー
トメーションチームは100を超える
様々なメーカーのデバイスの知識も備
えており、あなたのニーズに応えて最
適な接続デバイスと、システムを提案
させていただきます。
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Method (自動化用プログラム) 作成機能
• マウスによるポイントアンドクリック操作で作成していくMethod
は、特別なプログラミング知識が不要

• Methodを作成しながらリアルタイムでオーバーフローやクラッ
シュなどのプログラムの問題を検出、確実に動作するMethodを
短時間で作成可能

• 3Dシミュレーターにより、実際に機器を動作させなくても動作を
確認可能

• 複雑な手技による分注操作でも再現可能な分注方法の多彩な設定

簡単で分かりやすい実行インターフェイス
• パラメーター入力画面の表示やメッセージのポップアップ機能
• ユーザーごとにアクセス権限の設定が可能。21CFR Part 11対応
でバリデーションされたMethodを管理

• プレートやチップラックなどの設置位置や、準備する試薬の量など
を一つずつガイダンスで表示。間違いのないMethodの実行をサ
ポート*

• Methodの進捗状況のウェブブラウザによるリモートモニター *

* Biomek Method Launcherによる機能

データマネージメント
• 分注データやバーコード情報、接続された測定機器での測定結果な
どの取得、トラッキング、レポート

• 分注指示ファイルや、実行中に測定機器などから取得したデータに
基づいての分注が可能。ノーマライゼーションやヒットピッキングを
実施するMethodを簡単に作成可能
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INDUSTRY-LEADING BIOMEK SOFTWARE FOR i-SERIES THAT
DELIVERS WORKFLOW INTELLIGENCE
Biomek i-Seriesのソフトウエアは長年ユーザーから定評のあるBiomek 
Softwareを継承しています。その優れた機能はハードウエアの性能を
最大化します。



DART: データマネージメントソフトウエア 

• システムから生成される様々な情報をデータベースに自動的に収集
• 収集されたデータから柔軟な形式でのレポート作成。マニュアルでの
データの連結作業が不要

• 算術機能内蔵で、データを処理した上でのレポートも可能
• Method間でのデータの引継ぎで、Methodがまたがる一連のアッ
セイのデータもトラッキングが可能

• LIMSとの接続で、上位データベースから取得したデータに基づく分
注や、結果の転送が可能

SAMI EX: スケジューリングソフトウエア 

• 多数の装置を組み込んだ複雑なシステムや大量のプレートを用いた
アッセイなどのプログラムを簡単に作成可能

• 1バッチ分の処理ステップを矢印でつなげるだけのMethod作成。
処理するバッチ数を指定することで最適な実行スケジュールを自動生成

• 実行時は、リアルタイムで現在の処理工程やプレートの位置、取得し
たデータ情報を表示し、簡単に実行状況を確認可能

SAMI Process Management: プロセスマネージメントソフトウエア 

• 培養などを伴うような長期間にわたるアッセイのMethod作成・実行
を管理

• 複数の異なる長期アッセイを並行して実行可能
• カレンダー形式インターフェースで、アッセイの各ステップのスケジュー
ルを調整、空き時間に合わせて実行可能
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オプションソフトウエア



ベックマン・コールターが提供するBiomek用分注チップは、以下の項目に関して
品質管理を実施しています。

• RNaseフリー、DNaseフリー
高品質な核酸の精製や、核酸を用いた各種アッセイの信頼性を担保します。

• ヒトおよびマウスDNAフリー・ PCR阻害物フリー
ヒト・マウスDNAおよびPCR阻害物質が含まれていないことが確認され
ています。

• エンドトキシンフリー
細胞へのトランスフェクションやin vivo試験用のサンプルの調製など、
エンドトキシン混入に影響を受けるアプリケーションにも使用可能です。

• 微量金属フリー
キレートや変性などによる酵素阻害を引き起こす微量金属成分が含まれて
いないことが確認されています。

分注チップ・プレート・リザーバーなどの消耗品に関してはベックマン・コール
ターBiomek Tips and Labwareカタログを参照ください。
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BIOMEK PIPETTE TIPS:
THE MOST CRITICAL POINT OF CONTACT

Biomek分注チップは、Biomekシステムで
最適なパフォーマンスが発揮できるよう検証・
承認された唯一のチップです。

分注システムにおいて、分注チップはサンプルに直接接触するポイントであり、
最も重要な要素の一つです。
ベックマン・コールターから提供されるBiomek用分注チップは、Biomek
システムが最高のパフォーマンスを発揮できるよう最適化されており、ベック
マン・コールターで検証・承認された唯一のチップです。
Biomek用分注チップ・チップラック・ラックカバーには、選定された高品質
のポリプロピレンが使用されており、高い化学耐性を持つとともに、アッセイ
に悪影響を与えないよう厳密な品質管理がされています。
またMethod作成時や実行時にもわかりやすいよう、チップの種類に応じた
ラックの色分けがされています。
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WORLD-CLASS TRAINING, SERVICE AND SUPPORT ARE 
INSTRUMENTAL TO SUCCESS

オンラインまたはインストラクターによ
るトレーニングを利用可能で、Biomek
のプログラミング、サンプルに合わせた
分注方法、外部データに基づく分注な
ど、Biomekの強力な機能を最大限使用
したMethodの作成が可能となります。

カスタマーサポートセンターによる確実な対応で、
いち早く適切なサポートを提供いたします。

PROServiceにより、機器の状況をオンラインで、ベックマン・
コールターのサービススタッフと共有することが可能です。
これにより、アップタイムを最大化することが可能です。

オンライントレーニングやオンサイトアプリケーションサポートな
ど、インストール後の様々なトレーニングプログラム・サポート
サービスを提供しています。 Biomek i-Seriesの機能を最大
限に発揮させるための知識を習得することが可能です。
また、機器メンテナンスに関しても、様々な保守プログラムを提
供しており、お客様に最適なものを選択いただけます。
さらにオンラインサポート“PROService”を使用することで、
リモートで機器診断やエラー状況の確認が可能です。もしもの
場合の修理時間を短縮し、アップタイムを最大化することが可
能です。



ITEM オープンタイプ エンクロージャータイプ                        

Biomek i5 ベースユニット
Width: 112 cm
Depth: 81 cm

Height: 104 cm

Width: 112 cm
Depth: 81 cm
Height: 112 cm

Biomek i7 ベースユニット
Width: 170 cm
Depth: 81 cm

Height: 104 cm

Width: 170 cm
Depth: 81 cm
Height: 112 cm

ドア開口時最大高 N/A 147 cm

重量 : Biomek i5 ベースユニット         

Multichannel 155 kg 181 kg

Span-8 146 kg 172 kg

重量 : Biomek i7 ベースユニット         

Multichannel 199 kg 234 kg

Dual Multichannel 234 kg 269 kg

Span-8 190 kg 225 kg

Hybrid (Multichannel + Span-8) 225 kg 260 kg

SYSTEM SPECIFICATIONS FOR BIOMEK 
i-SERIES AUTOMATED WORKSTATIONS

B90043
2017.06-3000 （L）

Beckman Coulter、Beckman Coulterロゴは、Beckman Coulter, Inc.の商標です。
仕様等につきましては予告なしに変更する場合があります。

　　注意　正しく安全にお使いいただくために、ご使用の前に必ず「取扱説明書」をお読みください。


