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製薬、工業、食品など様 な々市場に新製品と新技術を！

分析展2011にて分析機器の
トータルソリューションを提供

今回の分析展2011では「トータルソリューションの提供」をテーマに、製薬や工業そして食品など様々な市場に新製品と新技術をお
届けします。ベックマン・コールターではコールター原理、レーザ回折法、レーザドップラー法、光子相関法、キャピラリー電気泳動法、
超遠心沈降法などの多彩な分析原理を各種分析機器に搭載して皆様に提供しており、リチウムイオン電池、トナー、研磨剤、細胞、環境、
めっき液、抗体医薬品、食品など様々な分野に対応した各種分析機器をブースに展示いたします。　

Exhibition
Information

シングルナノ粒子のゼータ電位と

粒度分布を1台で測定する新

世代の装置です。標準操作手順

ソフト搭載によりどなたでもシン

プルにご利用いただけます（測定

範 囲 : 0.6nm ～ 7μmゼータ

電位範囲：±200mV）。

ゼータ電位測定装置
DelsaNano HC

サブミクロン領域に威力を発

揮する、PIDS技術を搭載した

ユーザーフレンドリーなシステ

ムです。液相から乾式測定まで

幅広く高精度のデータを提供

します（ 測 定 範 囲 0.017 ～

2,000μm）。

レーザ回折散乱法 粒度分布測定装置
LS 13 320

2011年9月7日（水）～9日（金）開催！分析展2011が幕張メッセ国際展示場にて

価 格（税別） ¥13,500,000

価 格（税別） ¥10,200,000

球 相 当 径 の 国 際 標 準 値 の

トレーサビリティーを確保し、

高精度のデータを提供する

コールター原理による装置です。

粒子サイズのみならず正確な

個数を測定します（測定範囲 

0.4 ～ 1,600μm）。 

精密粒度分布布測定装置　
Multisizer 4

価 格（税別） ¥8,750,000

コンパクト多機能高速遠心機
Allegra X-30R

価 格（税別） ¥890,000

独創的な OptiMS プラグ＆

スプレーインタフェース機構に

よるシースレススプレーで圧倒

的な感度を実現！ インタクトタン

パク質、プロテオミクス、ペプチ

ド、メタボーローム解析を強力

にサポートする、見逃していた

ものが見えるシステムです。

質量分析装置接続
キャピラリー電気泳動ESIシステム
CESI 8000

価 格（税別） お問合せ下さい

コンパクト設計で1台4役の大

容量・多本架遠心機。クラス最

大容量の1.6L（4×400mL）、

クラス最高となる15mLコニカ

ル36本、50mLコ ニ カ ル16

本を遠心可能！ 1.5mLチュー

ブ24本で18,000rpmを実現

しました。

Newリリース
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マルチプレックスキャピラリー

電気泳動法で製品中の腐敗

原因微生物のクイックスクリー

ニングが 可能です。例えば、

ビールの腐敗を起こす複数の

原因微生物と、ホップ抵抗性

マーカーの有無を1反応で同時

に検出できます。

多機能ジーンエクスプレッサー　
GenomeLab GeXP Advance

年々加速する抗体医薬品の開発と品質管理には、SDSゲル電気泳動をはじめとするキャピラリー電気泳動による分析が注目されています。また

合成医薬品においても、カウンターイオン分析や光学異性体の分析もキャピラリー電気泳動で簡便に実施することができます。今回の技術セミ

ナーでは、製薬支援応用と題して様々なキャピラリー電気泳動技術を紹介します。また質量分析計との接続についても、圧倒的感度を実現する全

く新しい接続様式を紹介します。

新技術セミナーにてキャピラリー電気泳動技術を紹介

価 格（税別） ¥11,000,000

製薬支援キャピラリー電気泳動システム
PA 800 plus

幕
張
で
待
っ
て
お
る
ぞ
！

「キャピラリー電気泳動技術の製薬支援応用（生物製剤開発・品質管理、カウンターイオン分析）とCE-MSの新展開」
日時　9月9日(金)　14:15 ～ 15：05　アパホテル＆リゾート＜東京ベイ幕張＞　部屋番号 A-5

超遠心を利用した粒度分布測

定はサンプルの形状、色（透明

サンプルも測定可）の影響を

に全く受けずに、精度のよい

結果をお届けします（測定範囲 

1nm ～）。

超遠心粒度分布装置
XL-I 

価 格（税別） ¥57,795,600

1,000,000gを超える遠心力で、

ナノ粒子の粒子径分布測定の前

処理に有用です。金属コロイドの

濃縮、スラリー中の凝集塊および

粗大粒子の除去にも応用できま

す。粒子径測定の再現性が飛躍

的に上がります。高精度な粒子

径データ取得をサポートします！

ナノ粒子超遠心分離装置
Optima MAX-XP

価 格（税別） ¥6,000,000

質量分析装置接続
キャピラリー電気泳動ESIシステム
CESI 8000

めっき液の開発や品質管理、

食品中の有機酸やアミノ酸・

糖の分析を実施基礎研究から

品質管理まで、幅広い対応力

をもった低分子イオン分析を

中心とするキャピラリー電気泳

動システムです。

キャピラリー電気泳動システム
P/ACEシステムMDQ

価 格（税別） ¥7,210,000

�



GenomeLab GeXP

法医学分野でも活躍中
超微量DNAサンプルから個人を識別

Genetic 
Analyzer

今回はGeXPユーザーの神奈川歯科大学法医学分野、大平寛先生のお仕事
をご紹介いたします。大平先生はより正確で精度の高いDNA鑑定方法を研究
される傍ら、戦没者遺骨や警察署から依頼される遺留品についてDNA鑑定を
行っていらっしゃいます。

DNA鑑定に使用される一般的なサンプルは血液、皮膚片などが

多いのですが、ここに持ち込まれるサンプルはDNA 量が極端に

少ない、歯髄のない歯1本とか毛根のない毛髪などDNAの痕跡しか

ないようなサンプルがよく持ち込まれます。

歯列や治療痕の状態を比較
精査します。

上顎骨、下顎骨に歯が残っている場合、レントゲン写真を撮ってその

歯列や治療痕から個人を識別します。そのような身体的な情報が

十分に得られない場合、DNAを使って個人の識別を行います。

2つの実験系を使っています。1つは核DNAを使ってフラグメント解析の1種であるSTR（Short 

Tandem Repeat）の多型解析です。STR解析のターゲットとなっているDNAには短い繰り返し

配列が存在していて、その繰り返し配列数が個人によって異なり、検出されるフラグメントサイズ

が違ってきます。このように、個人によって多型情報が得られる複数のSTRを解析することによ

り個人を識別します。しかしSTR解析は核DNAをテンプレートにするため、十分な血液、皮膚

片などのサンプルがないと正確なSTR 解析結果を得ることができません。ここに持ち込まれ

るサンプルでは困難な場合が多いです。
STR検出パターンの相違＝DNAが由来する個人が異
なります

個人の識別はどのように行われるの
でしょうか？

硬い歯を薄切して、脱灰後DNAを抽出します。

神奈川歯科大学 社会医歯学系社会歯科学講座 法医学分野
歯学博士 大平寛先生

どのようなサンプルをDNA鑑定に
使うのですか?

DNA鑑定に使う実験系を教えてください。

User's Interview

法医学分野で活躍するGeXPCASE1：

生前

死後

サンプル1

サンプル2

100 150
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もう1つの実験系はシークエンス解析で、ミトコンドリアDNAの配列を調べ

ています。1個の細胞の中に核DNAが1個しかないのに対し、ミトコンドリア

DNAは1個の細胞に数千個存在し、核DNAに比べ1細胞あたり潤沢な

DNA量があります。ミトコンドリアDNA上にあるD-Loop領域には個人

個人異なるDNA配列が存在し、その配列を読み解くことで個人を識別する

ことができます。超微量サンプルでは核DNAを使うよりミトコンドリアDNA

を使った方が、確実にDNA鑑定の結果を得ることができるのです。

ミトコンドリア

ミトコンドリアDNA

核

ミトコンドリアDNAの所在

さらに、個人の間で多型が多くあるD-Loop領域のDNAシークエンスデータベースを構築しています。データベース中にある同じ多型の出現

頻度を調べることで個人識別の精度を上げています。このように、慎重に検討されたDNA鑑定結果は法廷資料として提出されることもあります。

同一領域のシークエンス結果
既知サンプルと未知サンプルの配列を比較しました。未知サンプルは既知サンプルと異なる配列を
持っています。このような配列の違いを確認することで個人を識別しています。

ミトコンドリアDNAの遺伝形式は母系遺伝といわれています。同じ母親から

生まれた子供は同じ配列のミトコンドリアDNAを持っていますので、母子

鑑定や母親が同じ兄弟姉妹の個人識別に特に有効です。ミトコンドリア

DNAの遺伝は代々続くことですから、ひ孫の男性から母系をたどっていけば

曾祖母のDNA鑑定も可能ということになります。

女性 男性 mt：同じミトコンドリアDNAを 
        受け継いだ人

mt

mt

mtmt

mt

mt

mt

mt

mt

母親からミトコンドリアDNAを受け継ぎます

なぜミトコンドリアDNAを使うのですか?

ミトコンドリアDNAには特徴的な形質が
あるのです。

独自にミトコンドリアDNAのデータベースを構築中

価 格（税別）

GenomeLab GeXP Basic ￥9,300,000

C C

T T

基準サンプルの配列

未知サンプルの配列

GenomeLab GeXP

16209 16324

16209 16324

掲載した写真およびデータは、神奈川歯科大学 大平寛先生よりご提供いただきました。

C

16294

T

16294
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in
OneOne

F0630/F1010固定角ロータ
30ｍLチューブ 6本
10ｍLチューブ 10本
最高回転数： 18,000rpm　　
最大遠心力： 28,305g/
　　　　　　27,579g

超遠心機から小型遠心機まで、フルラインナップを取り揃えたベックマンの遠心機で、あらゆる研究のニーズにお応えします。

新製品が続々登場でますます便利に

ベックマン遠心機
新製品＆耳より情報

Centrifuge

これはすごい！
新製品 Allegra X-30Rの凄さ大公開

新発売！

このコンパクトさで、
こんなに！？

100V電源なのに、
そんなに！？

くらべてください。こ
の凄さ。

Allegra X-30R

【予告】  第84回生化学会大会　2011年9月22日～ 24日

是非ベックマン・コールターブースへお立ち寄りください。

Newモデル フロア型超遠心機 発表！

ジャスト46cm！

凄さその 4
FX2402H固定角ロータ
1.5ｍL/2.0チューブ 24本
最高回転数： 18,000rpm
最大遠心力： 29,756g

凄さその 3
S6096水平ロータ
マイクロプレート 6枚
ディープウェルプレート 2枚
最高回転数： 4,700rpm　
最大遠心力： 2,721g

凄さその 2

SX4400水平ロータ
50ｍLコニカルチューブ 16本
15ｍLコニカルチューブ36本 
最高回転数：4,700rpm
最大遠心力：4,255g

凄さその 1

キャンペーン
予告！
詳細は

14ページ
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遠心機Webサイト活用術
超遠心機Optimaシリーズや高速冷却遠心機Avantiシリーズのロータにはどんなチューブや
アクセサリがあるのかわからないことってありませんか?　ベックマン・コールター Webサイトで 
すべて検索できます。各ロータ用のチューブカタログ、アダプタ、O-リングをはじめアクセサリの 
価格まで検索できるようになりました!  是非ご活用ください。

持っているロータに対応するチューブの製品番号は？ 価格は？

①  ベックマン・コールター社Webサイト のライフサイエンス分野ページ、右フラッシュから「ロータ一覧」
へ入ってください。

③  すべての対応チューブ、アクセサリ
を写真付きで掲載しています。さら
に、製品番号をクリックすれば、価
格もわかります。

② 知りたいロータ名をクリック！

① 各遠心機製品ページ最下部にあるリンクサイトをクリック！

②  Rotor CalculationsでRPMまたはRCF（max）を入力して、
「Calculate」ボタンをクリック！

ベックマン博士の一口メモ

   　 文献で使用しているロータの遠心条件を
手持ちのロータで再現するには？

① 各遠心機製品ページ最下部にあるリンクサイトをクリック！

Q

ロータの回転数と遠心力の換算法は？Q Q

② Select Rotor1で文献でのロータを選択し、
遠心条件（RPM）、時間（min）を入力

③ Select Rotor2で換算したいロータ名を選択して、
遠心条件（RPM）を入力

④「Calculate」ボタンをクリック！
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先進のコントロールシステム

Gallios/Naviosのリモートメンテナンス
─ PROService＊─

ベックマン・コールターは、早くから臨床検査機器分野においてリモートメンテナンスシステムを開発し、そのノウハウを蓄積してきました。
PROService（プロサービス）は、そのノウハウを様々な機種に展開し、発展させた、リモートメンテナンストータルパッケージです。
ベックマン・コールターが提供するPROServiceは、ネットワークを通した保守システムに必要不可欠である万全なセキュリティを確保し
ながら（HIPAAを遵守）、外部からの機器のステータスの確認、トラブルシュートや修理を可能にし、お客様に高い利便性を提供します。

Flow  
Cytometry

故障が 発 生した際のプロセスは、PROServiceによって大きく変 化します。
PROServiceを導入することによって、フィールドサービスエンジニアの到着を待つ
ことなく、機器の診断、メンテナンス、各種調整を受けることができます。従来のよう
に、サービス拠点からの距離、サービス部門の訪問依頼の混雑状況、交通状況など
に影響を受けることなく、迅速に多くのサポートを受けることが可能です。

ダウンタイムの短縮
デスクトップシェアリング機能は、ベックマン・コールターのオペレータが、お客様の
機器の各種機能にアクセスすることを可能にします。デスクトップシェアリングによ
り、フィールドサービスエンジニアや、アプリケーションスペシャリストが、お客様の
機器の前で行うのと同様のソフトウエア操作、機器操作、機器コンディションの確認、
各種調整が、ネットワークを通して可能になります。デスクトップシェアリングセッショ
ンは機器にリクエストを送ることで起動し、機器ワークステーションからお客様の承
認を得ることによって成立するため、ベックマン・コールターが無断でデスクトップ
シェアリングを利用することはできません。

デスクトップシェアリング

PROServiceは、施設に設置されている機器からWAN（Wide Area Network）
にて米国ベックマン・コールター社のPROServiceサーバと接続することで、機器
ステータス確認、リモート診断を可能にします。PRPServiceでは、機器とWANと
の入出力接続を可能とするためのRAP Box(リモート アプリケーション プロセッサ）
ユニットを施設内LANに接続します。このRAP Boxユニットは、接続する機器を
施設のLANから ネットワーク上、隔離（IPSec VPN)するもので、すべての通信は
ポート443（SSL）を利用してBCIドメインのみと通信します（Outbound Only)。

セキュリティ

Gallios/Naviosは、PROServiceによるリモートメンテナンスを可能にする、多彩
なコンピュータコントロール・ハードウエアを実装しています。これまでは、フィール
ドサービスエンジニアによるメカニカルな調整が必須だったレーザアライメントは、
搭載するすべてのレーザにピコモータによるレーザ制御システムを採用することに
より、ネットワークを通して外部からアライメントすることが可能です。また、プレッ
シャー制御システムには、エレクトリック・レギュレータを搭載し、シースプレッシャー、
サンプルプレッシャーのリモートコントロールを実現しています。さらに、レーザディ
レイの調整、エラーログ、電源電圧、機器各部の温度情報のモニタなど、機器の
コンディションを様々な角度から診断・メンテナンスするための多彩な機能を搭載
しています。

リモートメンテナンスを可能にする
先進のコントロールシステム

デスクトップ 
シェアリング

デスクトップシェアリングセッションは装置にリクエストを送ることで起動され、装置コンソー
ルからオペレータの承認を待ちます。承認が得られると、機器に接続されたRAP Boxと
PROServiceサーバでSSL VPN トンネルが作られます。VPNトラフィックはピアーツーピアー

（１対１）モードに制限されており、それによって承認が得られた装置とベックマン・コール
ターとの間でのみ、デスクトップシェアリングが可能となります。

暗号化 RAP Boxユニットのすべての入出力コミュニケーションは、128ビット暗号化による
SSLを使用します。　

ウィルス保護
RAP Boxユニットを通じて転送される全てのファイルはClamAV (http://www.
clamav.org)プログラムによってウィルススキャンされ、汚染されているファイルは
消去され、転送は行われません。

SSL VPN
トンネル VPN トンネルは、128ビットSSL暗号化と証明手順を使用して通信の秘匿性を守ります。

侵入検出
システム

RAP BoxユニットはSNORT (http://www.snort.org) 侵入検知システム（Intrusion 
Detection System： IDS）を使用します。侵入イベントは、ベックマン・コールターのネット
ワーク管理者が監視・閲覧できるようにローカルログファイルに記録されます。

最大3レーザ（488nm, 638nm, 405nm）、１０カラーによるマルチカラー解析、
高精度DSPによる25,000イベント/秒、Mie散乱理論によるサブミクロン粒子
検出、32本のマルチカルーセルローダを搭載。最新のエレクトロニクス技術、光学
技術による卓越した性能に加え、PROServiceによるリモートメンテナンスがもた
らすスピーディなサポートで、今日の細胞解析のニーズに応えます。

　＊本サービスは、近日、提供予定です。
＊本サービスは、通信回線速度に依存します。

ハイエンドフローサイトメーター
Gallios / Navios

PROService概念図

Gallios / Naviosのレーザユニット
各レーザはピコモータによる光軸のコント
ロールに対応し、リモートでのレーザアラ
イメントを実現します。

機器からRAP Box(リモート アプリケーション プロセッサ）ユニットを通して、WAN（Wide 
Area Network）にて米国ベックマン・コールター社のPROServiceサーバと接続します。
128ビットSSL暗号化と証明手順を使用して通信の秘匿性を守ります。

405
488

638
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ラットまたは非ヒト霊長類のT細胞サブセット、T/B/NK細胞を迅速に測定

免疫毒性試験3カラー試薬キット
iTox3 ～ラット、非ヒト霊長類～

医薬品や化学物質の免疫機能に対する影響の評価方法の1つに、フローサイトメトリー法を用いたイムノフェノタイピングが
あります。iTox3免疫毒性試験3カラー試薬キットは、3種類の抗体を1バイアル中に組み合わせた ready-to-use の試薬
で、T細胞サブセット用、T/B/NK細胞用があります。各抗体の濃度は調整されているので、検体に抗体試薬、溶血剤を添加
するだけで測定ができ、洗浄操作は不要です。

Flow
Cytometory

・最適な抗体濃度に調整済みです。

・1バイアル3カラーで、検体25µLに抗体試薬25µLを添加するだけです。

ラットまたは非ヒト霊長類のT細胞
サブセット、T/B/NK細胞を迅速に測定

製品番号 製品名 容量 価 格（税別）

非ヒト霊長類　Non Human Primates

A44225 IOTest Anti-NHP* CD3-FITC/CD20-PC7/CD16-APC 50テスト ￥69,000

A44224 IOTest Anti-NHP* CD3-FITC/CD4-PC7/CD8-APC 50テスト ￥69,000

ラット

A32909 IOTest Anti-Rat CD3-FITC/CD4-PC7/CD8-APC 50テスト ￥69,000

ラット末梢血細胞の解析例

・ 遠心洗浄が不要＊1で、洗浄による細胞ロスがありません。

 ・ 内部標準法＊2による細胞絶対数の測定ができます。

 ・ サンプル処理の自動化に対応できます。

   ＊1 VersaLyseとIOTest 3 Fixative Solutionを使用

   ＊2 Flow-Countを使用

No-Wash法

・ 蛍光補正が最小になる蛍光色素の組み合わせ

により、補正による誤差を最小に抑えます。

・ オプションとして、PE標識抗体や死細胞除去用

蛍光色素（7-AAD）の追加ができます。

蛍光補正の少ない
蛍光色素の組み合わせを
採用（FITC/APC/PC7）

A AB

FS Lin CD3-FITC（FL1） CD4-PC7（FL5）

A AB

NK B

FS Lin CD3-FITC（FL1） CD45RA-PC7（FL5）

iTox3は、Galliosや
FC 500など 赤 色
レーザを搭載した
FCM で 測 定 でき
ます。

Gallios

*NHP: Non Human Primate
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「Quantum自動細胞培養システム」は、中空糸膜を用いた完全閉鎖系自動細胞培養装置
です。これまでのペトリ皿、フラスコを用いた手作業による細胞培養過程を完全に自動化!! 
培養作業現場を変える装置です。大量の細胞培養を必要とする研究に新しい時代を開きます。

もう、T-フラスコ培養の時代は終わりました！！　

細胞培養プロセスの自動化を実現
─Quantum自動細胞培養システム─

Cell
Culture

生体適合性限外ろ過膜ホローファイバーを採用して、着脱方式のディスポーザブル細胞培養リアクタ

内で細胞を培養します。培養リアクタには細胞インレットバッグ、培地バッグ、排液バッグが無菌的に

接合され、厳密にコントロールされた条件で閉鎖培養ができます。

細胞培養リアクタには、10,000本のホローファイバーが束になって

います。その膜総面積は2.1ｍ2！　T-75フラスコで280本分、T-25

フラスコでは840本に相当します。

細胞の播種、培地の交換、試薬の追加、洗浄、細胞の回収など細胞

培養のプロセスを細かいステップに分けて、プログラミングします。

各ステップでの流路、流速、流液の総容量などのインデックスを設定

します。これらの操作はすべてタッチスクリーンで行えるうえ、培養

モジュール内の流路がわかりやすいダイアグラムで表示されます。

すべてのインデックスがリアルタイムで表示されるので、ビジュアルに

培養条件を確認できます。

簡単プログラミングによる
細胞培養過程の自動制御

画期的な培養面積

完全閉鎖系培養システム

関連消耗品
製品番号 製品名 価 格（税別）

B00221 細胞培養リアクタ (2セット入り） ￥1,000,000

B00222 細胞インレットバッグ 0.5L（10個入り） ￥15,000

B00223 培地バッグ 4L（4個入り） ￥45,000

B00224 サンプリングコイル（10個入り） ￥22,000

B00225 排液バッグ  4L（10個入り） ￥20,000

Quantum自動細胞培養システム
製品番号 製品名 価 格（税別）

A99963 Quantum 自動細胞培養システム本体 ￥12,000,000

日本組織培養学会研究会誌「Medical Science Digest」
2011年7月臨時増刊号にQuantumの紹介論文が掲載され
ました。
ご希望の方には、別刷を進呈いたします。
お名前、ご所属、ご住所を明記のうえ、こちらまでご請求ください。

e-mail：cytometry@beckman.com

細胞培養モジュール

ガ
ス
交
換
モ
ジ
ュ
ー
ル

細胞培養リアクタ

ダイアグラム表示

お知らせ

Quantum
自動細胞培養システム
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生死細胞オートアナライザー Vi-CELL XRは、トリパンブルー染色
法による細胞の生存率・総細胞数解析を、染色から画像採取・解析ま
で完全自動化します。測定試料をセットし、測定をスタートするだけ
で、全細胞濃度と生存率が算出されます。

生死細胞オートアナライザー　Vi-CELL XR

抗体等タンパク産生細胞の培養管理を
完全自動で標準化！

Cell Viability
Analyzer

CHO細胞など汎用されている細胞種用のパラメータは設定済です。これら

に加えて、細胞種ごとに最適化された解析パラメータを保存できます。最適

化にあたっては、以下の視覚的な判断基準を踏まえたパラメータ設定が可

能です。血球計算盤での測定記録を踏まえた自動化ができます。

・細胞のサイズ（最大／最小）

・細胞の明確度合（どこまで影の薄い存在を細胞として捕らえるか）

・生細胞中心部の明るさとその面積割合

・細胞凝集レベル（凝集体をどの程度、個々の細胞に分けてカウントするか）

・ 死細胞の円形度合（どの程度円形から外れた場合に、異物と認識して細

胞カウントから外すか）

血球計算盤での測定記録を踏まえた
自動化が可能

製品名 価 格（税別）

Vi-CELL XR （12サンプルカローセル） ￥4,930,000〜￥5,050,000

標準の50枚画像取込の条件で、測定・解析時間は2分半です。最高100枚

まで画像を増やすことができ、高精度・高再現性の解析が迅速に進められます。

最高100枚の画像から、
信頼性の高い結果を提供

生物製剤開発・製造トータルソリューションBioPharma Total Solutions

タンパク産生細胞の培養管理 培養液からの細胞分離 タンパクモノマーレベルの評価・品質管理 タンパク凝集体の解析

生死細胞オートアナライザー ハイパー大容量遠心システム 製薬支援キャピラリー電気泳動システム 分析用超遠心システム
Vi-CELL XR Avanti J-HC PA 800 plus ProteomeLab XL-A/XL-I

細胞の生存率・総細胞数解析
を完全自動で標 準 化します

（詳細は上記をご覧ください）。

9リットルを7,480g、６リットル
を15,900gで遠心処理できま
す。専用ハーベストライナーの
併用で、ボトル洗浄が不要にな
ります。

SDSゲル電気泳動によるIgG
抗体医薬品の純度試験、等電
点電気泳動による多様性評価、
N-結合糖鎖プロファイリングに
対応、標準化します。

溶液状態のままで、誘導体化
や担体も必要なく、タンパク質
のモノマー、ダイマー、トリマー
および凝集体をするどく分離・
解析します。

測定・解析プロセスだけでなく、次の解析への準備ステップも自動化しまし

た。撮影終了後は自動で配管とセルを洗浄し、次のサンプルに備えます。洗

浄液を含めすべての試薬が専用試薬として販売されています。測定作業の

すべての面で標準化・迅速化され、常に同じ条件・環境を保ちます。

人為的誤差の可能性を極力排除
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3種の次世代シークエンサーに対応する
マルチプラットフォーム

3種のSPRIworksフラグメントライブラリシステム―システムⅠ、シ

ステムⅡ、システムⅢ―は、自動化用装置本体であるSPRI-TEと、

各システムに対応する自動化プロトコルが保存されたメソッドカード

と試薬キットの3つのコンポーネントでそれぞれ構成されています。

メソッドカードを変更し、対応する試薬キットを使用することにより、異

なる次世代シークエンサーのフラグメントライブラリ構築に対応する

ことも可能です。

SPRIworksシステムの自動化行程は、断

片化DNAの末端修復からPCRテンプレー

トの作製までとなります。断片化したDNA

とアダプタをセットすることで、4 ～ 5時間

で精製された状態のDNAフラグメントライ

ブラリが完成します。

サイズセレクションまで含めたフラグメントライブラリ構築の完全自動化

システムⅠ

断片化DNA

末端修復

A付加

アダプタライゲーション

サイズセレクション

PCRテンプレート

システムⅢ

断片化DNA

末端修復

サイズセレクション

アダプタライゲーション

未反応アダプタ除去

PCRテンプレート

システムⅡ

断片化DNA

PCRテンプレート

末端修復

A付加

サイズセレクション

アダプタライゲーション

未反応アダプタ除去

SPRIworks の
タイプ 対応するシークエンサー

システムⅠ イルミナ社
Genome Analyzer, HiSeqシステム

システムⅡ ロシュ社
GS FLX, GS Junior

システムⅢ ライフテクノロジーズ社
SOLiDシステム

次世代シークエンサー対応表

SPRIworks自動化行程

次世代シークエンサーの前処理に必要なDNAフラグメントライブラ
リの構築は、複数回の酵素処理、アガロースゲル電気泳動による
DNAフラグメントのサイズセレクション、そして各行程ごとに必要と
なる精製過程と、多くの操作が必要です。
SPRIworksフラグメントライブラリシステムは、この退屈で、かつ
重要な操作からみなさまを解放します。

　　　次世代シークエンサー自動前処理装置

SPRIworks
フラグメントライブラリシステム

Laboratory 
Automation

New!

メソッドカード SPRI-TE

SPRIworksフラグメントライブラリシステム

試薬カートリッジ

1�



SPRIworksフラグメントライブラリシステムは、同時に1 ～ 10サン

プルの処理を行うことが可能です。10サンプル処理する場合、マニュ

アル法と比較し、約5倍のスループットを出すことができます。

試薬はプレパッケージ化された試薬カートリッジに入っているため、

簡単に準備することができ、10サンプル処理する場合、約5分間で

機器のセットアップが完了します。

価 格（税別）

SPRIworksフラグメントライブラリシステム ￥4,550,000

SPRIworks Fragment Library System I Throughput vs. Manual LC Process 
for Illumina Genome Analyzer

(1 Day Process)
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Manual SPRIworks

SPRIworksフラグメントライブラリシステムでサイズフラグメントを自

動化するSPRIテクノロジー（Solid Phase Reversible Immobili 

zation：可逆的固定法）は、常磁性ビーズを用いた技術です。

外壁にカルボン酸基がコーティングされており、核酸と非共有結合を

構築します。この結合はバッファ組成により、結合性をコントロール

することが可能です。これは、核酸結合の着脱のみならず、結合する

DNA長をコントロールすることが可能です。

これにより、必要な長さのDNAフラグメントを回収することできます。

マグネタイト（磁鉄鉱）

ポリスチレンコア

カルボン酸修飾
ポリマーコーティング

SPRI磁性ビーズのイメージ

SPRIテクノロジーは、米国4 大ヒトゲノム・シークエンスセンターの

１つとして知られるマサチューセッツ工科大学ホワイトヘッド研究所で

開発されました。

本研究所発のスピンアウトベンチャーとして、2000年7月に設立され

たアジェンコートバイオサイエンス社が、現在のBeckman Coulter 

Genomicsの前身となっています。同社は民間企業としては唯一、NIH 

(米国国立衛生研究所）を構成する27の研究機関の1つである国立

ヒトゲノム研究所(NHGRI )が指定する大規模シークエンスセンターの

１つとして認定された、世界最大の受託DNAシークエンス企業です。

設立した研究者らが確立したSPRI技術のライセンスをホワイトヘッド研究所から独占的に取得し、開発した核酸抽出・精製試薬キットを

使用し、受託DNAシークエンスを行っており、これらをAgencourt 核酸抽出・精製キットとして販売しています。

詳しくは、弊 社HP（http://www.beckmancoulter.co.jp/）または、Beckman Coulter Genomics HP（http://www.

beckmangenomics.com/）をご覧ください。

Agencourt 核酸抽出・精製キット

マニュアル法 vs SPRIworks スループット比較

効率的なフラグメントライブラリ構築

SPRIテクノロジー
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パッケージキャンペーンパッケージキャンペーンパッケージキャンペーン
コンパクト多機能遠心機
Allegra X-30R
コンパクト多機能遠心機
Allegra X-30R
コンパクト多機能遠心機
Allegra X-30R
コンパクト多機能遠心機
Allegra X-30R新発売

記念！

開始予告

マイクロプレートパッケージ
Allegra X-30R本体＋S6096ロータ

パッケージ価格（税別）

¥1,081,000
キャンペーン価格（税別）

¥890,000!

コニカルチューブパッケージ
Allegra X-30R本体＋SX4400水平ロータ＋
50ｍLコニカルアダプタ＋15ｍLコニカルアダプタ＋400mLボトル

パッケージ価格（税別）

¥1,250,000
キャンペーン価格（税別）

¥890,000!

30台限定のまたとないチャンス！ お早めに。

Allegra X-22R
最終特価キャンペーン実施中！

キャンペーン価格（税別）

¥600,000!

Allegra X-22R本体に
SX4250ロータまたはS2096ロータがついて、

S6096ロータ

SX4400水平ロータ

50mL
コニカルアダプタ

15mL
コニカル
アダプタ

コンパクト多機能遠心機
Allegra X-30R

コンパクト設計で50mLコニカル16本
15mLコニカル36本400mLボトル4本遠心可能!!

なんと！

残り
わずか！

in
OneOne
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突撃キャンペーン突撃キャンペーン突撃キャンペーン
スライドサーマルサイクラー
AmpliSpeed
スライドサーマルサイクラー
AmpliSpeed
スライドサーマルサイクラー
AmpliSpeed
スライドサーマルサイクラー
AmpliSpeed

期間 2011年9月13日～10月12日受注分

シングルセルPCRに最適です。

1ヵ月
限定！

OAX04101 スライド1枚用 ¥1,300,000 ¥650,000
OAX04102 スライド2枚用 ¥1,700,000 ¥850,000
OAX04103 スライド4枚用 ¥2,400,000 ¥1,200,000

AmpliSpeed

50%OFF

スライドサーマルサイクラー
AmpliSpeed

なんと!

製品番号 内容 通常価格（税別） キャンペーン価格（税別）
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展示会 / セミナー

分析展2011
9月7日(水)～9日(金)　　会場 ： 千葉　幕張メッセ国際展示場

展示 / 新技術セミナー

まだまだ夏真っ盛りにお届けするProgresso秋号はいかがでした
でしょうか？ 今年の夏～秋は「節電」をテーマに日々お過ごしのこと
と思います。エアコンを控えめにして扇風機を活用は定番ですが、
団扇や風鈴も風情があってよいですね。ご家庭のベランダでは緑
のカーテンが活躍している方もいらっしゃることでしょう。

さてここでクイズです、本誌の表紙に隠されている動物（3種類）
は何でしょうか？ 判った方はぜひ分析展2011にお越しいただい
て、スタッフにその動物名をお答えください。素敵なプレゼントを
ご用意してお待ちしております。（渡り鳥）

第84回日本生化学会大会
9月21日(水)～24日(土)　　会場 ： 京都　国立京都国際会館

展示

FCM One Day スクール
http://www.bc-cytometry.com/support&service/oneday_school.html

Cytomics FC 500 基礎コース
＜東京ビジョンセンター＞　8月9日（火）、8月26日（金）、
 9月6日（木）、9月30日（金）
＜大阪ビジョンセンター＞　8月9日（火）、9月13日（火）

Cell Lab Quanta SC / SC MPL 基礎コース
＜東京ビジョンセンター＞　8月23日（火）、9月22日（木）

Gallios 基礎コース
＜東京ビジョンセンター＞　8月24日（水）、9月28日（水）

GeXP/CEQ アプリケーショントレーニング
シークエンス解析
＜東京ビジョンセンター＞　8月25日(木)、9月27日(火)、10月27日(火)
http://www.beckmancoulter.co.jp/campaign/sequence_training.html

フラグメント解析
＜東京ビジョンセンター＞　8月26日(金)、9月28日(水)、10月28日(水)
http://www.beckmancoulter.co.jp/campaign/CEQ_training.html

発現定量解析
＜東京ビジョンセンター＞　9月29日(木)
http://www.beckmancoulter.co.jp/campaign/GeXP_training.html

ベックマン ・ コールター　社内セミナー / トレーニング

編 集 後 記

フローサイト アプリケーションセミナー
http://www.bc-cytometry.com/support&service/flowcyto_seminar.html

＜東京ビジョンセンター＞
第10回　SP細胞の基礎 8月5日（金） 第13回　FCMの基礎 10月25日（火） 
第11回　細胞周期の基礎と応用 8月30日（火） 第14回　細胞周期の基礎と応用 10月26日（水）
第12回　FCMの基礎 8月31日（水）  

※ベックマン・コールター社内セミナー /トレーニングは、Webサイトからお申し込みください。

第70回日本癌学会学術総会
10月3日(月)～5日(水)　　会場 ： 愛知　名古屋国際会議場

展示

粉体工業展大阪2011
10月19日(水)～21日(金)　　会場 ： 大阪　インテックス大阪（南港）

展示

第31回キャピラリー電気泳動シンポジウム in TSURUOKA
11月9日(水)～11日(金)　　会場 ： 山形　鶴岡メタボロームキャンパス

展示 / 講演

�011.0�-11000（L）


