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卓上型超遠心機に新機種登場

「Optima MAX-TL」日本再生医療学会/国際幹細胞学会
日本サイトメトリー学会にて
展示＆ランチョンセミナー開催
6月の学会は細胞を研究する皆様をサポートします！

ベックマン分析用超遠心システム
ポストゲノム創薬の時代だからこそ
超遠心分析を考えませんか？

キャンペーン
Optima MAX-TL発売記念

3年間保証に延長

先端研究躍進のための情報誌
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再生医療のための細胞研究をサポートする製品をご紹介

日本再生医療学会/国際幹細胞学会で
展示＆ランチョンセミナー開催Exhibition

Information 

日本再生医療学会  展示

日本再生医療学会	 2012年6月12日（火）～14日（木）　会場：パシフィコ横浜
国際幹細胞学会	 2012年6月13日（水）～16日（土）　会場：パシフィコ横浜

Galliosは、最先端のフローサ
イトメーターに 求 められる
ニーズを、高度な先端技術に
より実現しました。
研究者のニーズである高い
精度、正確度、自動化、操作
性、自由度をハイレベルかつ
高品質で提供します。

フローサイトメーター用に最
適化された各種蛍光標識ヒト
CD抗体から、シグナル伝達抗
体、その他試薬2,700品目以
上を取り揃えています。
マルチカラーアプリケーショ
ンに最適な抗体試薬です。

100Vながらクラス最高の4ｘ400ｍL（1.6L）、50ｍLコニカル16本、
15ｍLコニカルチューブ36本を搭載できるコンパクトな多本架遠心機
です。
ロータを変えるだけで大容量
多本架遠心機、プレート遠心
機、1.5ｍL微量遠心機、そし
て30ｍLチューブを28,000g
以上で遠心できる高速遠心機
に早変わりします。もう、遠心
機はこの1台で十分。ラボの
省スペースに大活躍します。

NEW!!

価 格（税別） ¥18,450,000〜

価 格（税別） ¥890,000

フローサイトメトリー 抗体試薬

コンパクト多機能遠心機   Allegra X-30R

ジャスト46cm！

ハイエンドフローサイトメーター  Gallios

6月12日（火）～14日（木）　パシフィコ横浜展示ホールD・アネックスホール ブース 60

Microfuge 16（マイクロフュージ16）は、コンパクト設計で実験台の上
で邪魔にならず、手軽に各サイズチューブのスピンダウンができます。
0.25、0.4、1.5、2.0mLの各サイズチューブを最高回転数14,800 rpm
で遠心することができ、簡単に持ち運びができますので場所を選ばずご
利用いただけます。
Microfuge 22Rは100V電源
仕様で強力な冷却能力（4℃
に維持可能）を提供する小型
遠 心 機です。0.25、0.4、1.5、
2.0mLの各サイズを固定角、
水平ロータで遠心することが
でき、また、PCR用チューブを
同時96本処理することができ
ます。 価 格（税別） ¥185,000

in
OneOne

小型微量高速遠心機  Microfuge 16

第5会場

第4会場

第3会場

ホール出入口

第7会場

第8会場

企業プレゼンコーナー

第6会場
ランチョン
セミナー会場
6月14日

12：35～13：25

ホール出入口
2011年日本再生医療学会展示会

パシフィコ横浜展示ホールD・アネックスホール

展示ブース
（60番）
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ホール出入口

インターネット
カフェ

前処理に必要な遠心機、遺伝子解析を行うDNAシークエンサーや細胞解析のフローサイトメーター、細胞分取のセルソーターなど、
細胞解析をトータルでサポートする製品をくつろぎのスペースでご紹介します。是非、展示ブースへお立ち寄りください。

国際幹細胞学会  展示

2011年国際幹細胞学会展示会

6月13日（水）～16日（土）　パシフィコ横浜 展示ホールB/C ブース 125

DNAシークエンサー
GenomeLab GeXP Advance

ハイエンドハイスピードセルソーター
MoFlo Astrios

生死細胞オートアナライザー
Vi-CELL XR

ハイエンドフローサイトメーター
Gallios

コンパクト多機能遠心機
Allegra X-30R

フロア型超遠心機
Optima XPN

パシフィコ横浜展示ホール	B/C

展示ブース
（125番）

日本再生医療学会  ランチョンセミナー 6月14日（木）12:35～13:25　展示ホールＤ【第6会場】

「Designing and Testing a Sorter for Biosafety」
Christopher Novak　

Beckman Coulter, Inc., Life Science Tactical Marketing

演者

演題1

「体細胞の初期化メカニズムの解析」
松山 晃文 先生

（公財）先端医療振興財団  再生医療研究開発部門  再生医療開発支援部
中川 誠人 先生

京都大学iPS細胞研究所  初期化機構研究部門

演題2

座長 演者

NEW
NEW
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2012年6月29日（金）～ 30日（土）　千里ライフサイエンスセンター 5F 会議室 ブース 1

フローサイトメトリー製品をご紹介

日本サイトメトリー学会で
展示＆ランチョンセミナー開催

Exhibition
Information 

展示　

2012年6月29日（金）～30日（土）　会場：大阪・千里ライフサイエンスセンター

2011年日本サイトメトリー学会展示会

第1会場
ランチョンセミナー会場

第2会場

ロビー

EVホール

cafe&
restaurant
Port5

EV

ベックマン・コールターは、細胞解析をトータルでサポートする抗体試薬からハイエンドセルアナライザー、ハイスピードセルソータ、
そしてデータ解析までの製品群をトータルで提供しています。これらの製品をビジュアルでご紹介します。コーヒーをご用意してお待ち
しておりますので、是非、展示ブースへお立ち寄りください。

ランチョンセミナー 2012年6月30日（土）  12:10～13:10  千里ライフサイエンスセンター 5F ライフホール（第1会場）

「神経刺激による血液脳関門への免疫細胞の侵入口の形成」
村上 正晃 先生　大阪大学大学院   生命機能研究科演者

演題

ハイエンド ハイスピードセルソーター
MoFlo Astrios

ハイエンドフローサイトメーター
Gallios

フローサイトメトリー用解析ソフトウエア
Kaluza ver1.2

ハイスピードセルソーター
MoFlo XDP

千里ライフサイエンスセンター	5F

展示ブース（1番）

NEW
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ベックマン・コールターは、75年以上にわたり高品質の抗体試薬を提供している蛍光標識技術に
より、マルチカラーアプリケーションのカスタマイズをサポートする受託蛍光標識サービスを行っ
ています。このサービス「Custom Design Service」では、精製抗体バルク供給、様々な蛍光
標識抗体、さらに、抗体パネルの1バイアルマルチカラー抗体パネルを受託しています。
カスタマイズした蛍光標識抗体はマルチカラー解析の幅を広げ、カスタマイズした1バイアルマル
チカラー試薬は実験の効率を高めます。

フローサイトメーターのマルチカラー解析に　

受託蛍光標識サービス
Custom Design Service

Flow  
Cytometry

受託蛍光標識サービス（CDS）には、ベックマン・コールター独自の

タンデム色素製造技術が生かされています。タンデム色素は蛍光

共鳴エネルギー転移（FRET）の原理を利用しています。エネルギーの

転移効率はdonorとacceptor発色団の距離に依存するため、これら

を近接させて結合することが重要です。弊社の特許化された結合

工程はドナー蛋白の分子内展開手法を用いており、エネルギー遷移

効率の最大化を実現することで、ドナー蛋白分子の蛍光を最小化し、

最小限の蛍光補正によるマルチカラー測定が可能です。単球に対して

タンデム色素アクセプタ部分が結合し高いバックグラウンドを認める

試薬では、弱陽性の検出や単球領域の解析に問題を生じます。

ベックマン・コールターのタンデム色素は独自の製造工程によりこの

バックグラウンド染色を除去しています。

製品の保存バイアルにも、特許化された独自開発のBlack Vialを

採用し、光崩壊から色素を保護することで、保存中の十分な安定性

を確保しています。

価格のお問い合わせは、cytometry@beckman.comまでご連絡

ください。

注：
●  CDSで作製した試薬は研究用で

す。診断には用いることはできま
せん。

●  製品は、凍結乾燥または特定の
バッファに溶解して供給されます。

●  蛍光標識抗体は、フローサイトメ
トリー、蛍光顕微鏡、化学発光ア
プリケーション（ELI SA、ウエスタ
ンブロット）のアプリケーションに
ご利用いただけます。

●  リストに記載のない蛍光色素につ
いてはお問い合わせください。

製品カテゴリー 詳細 最少受注量 内容

蛍光標識

●  Pacific Blue, Krome Orange, 
Fluorescein, PE

●   PEタンデム色素（ECD, PC5, PC5.5, PC7）
●  APC
●  APCタンデム色素（APC-A700, APC-A750）
●  ビオチン

1,000 tests
ベックマン・コールターの抗体、お客
様ご提供の抗体で蛍光標識抗体を
作製

1バイアルマルチカラー
組み合わせ抗体

2-color、3-color、4-color、5-color、6-color 
7-color、8-color、9-color、10-color 750 tests

ベックマン・コールターの蛍光標識抗
体およびお客様ご提供の抗体の組み
合わせを最適化して1バイアルに

精製抗体 NA 1 mg 指定の濃度およびバッファで作製

独自のタンデム色素製造技術

優れた安定性

タンデム色素製造工程

フィコビリンタンパク質 タンパク構造の変性 アクセプタ色素の結合

リフォールディング

各バイアルの透過率

Tr
an

sm
is

si
on

（
%

）

Wavelength（nm）

一般的なアンバー
バイアル②（茶瓶）

一般的なアンバー
バイアル①（茶瓶）

Tx-Red蛍光色素の
吸収波長域

Cy5蛍光色素の
吸収波長域

Cy7蛍光色素の
波長吸収域

Black Vial

100.00 100.00

80.00

60.00

40.00

20.00

0.000.00
200 320.0 440.0 560.0 680.0 800

CDS
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2007年の発売以来ご好評をいただいているベックマン超遠心機 Optima MAXシリーズに、
新しくOptima MAX-TLが仲間入り！

Optima	MAX-XPのDNAを引き継ぎ、使いやすさと
基本性能に特化したリーズナブルな卓上型超遠心機誕生！！
8本×13.5ｍLの中容量固定角ロータ
MLA-55	対応モデル

●  フルカラー LCDタッチスクリーン

●  日本語対応ソフトウエア

●  中容量固定角ロータ MLA-55使用可能

●  ユーザプログラム無制限保存

●   日本語オンラインヘルプ機能

●  バキューム数値表示

●   スマートロックシステムでロータは載せるだけ

●  TLシリーズのロータと完全互換

リーズナブルな卓上型超遠心機

Optima MAX-TL
新登場！

Centrifuge

　 TLX（従来機種） MAX-TL（新機種） MAX-XP

最高回転数(rpm) / 最大遠心力(g) 120,000rpm / 657,000g 120,000rpm / 657,000g 150,000rpm / 1,019,000g

運転音(dBa) <60 <47

設定可能プログラム数 10 無制限

最大容量 8x5.1ｍL（TLA-110） 8x13.5ｍL（MLA-55） 6x32.4ｍL（MLA-50）

MLシリーズロータ対応 × MLA-55のみ ○

画面表示 LEDパネル フルカラー LCDタッチスクリーン

マルチ言語対応（日本語） × ○ ○

バキューム状況表示 × ○ ○

オンスクリーンヘルプ機能 × ○ ○

パスワード/ ID設定 × × ○

運転履歴 / ロータログイン機能 × × ○

駆動部保証 5年 10年

リモートコントロールオプション × × ○

価 格（税別） ¥4,400,000

Optima MAX-TL 機能比較

静音設計

New
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安全設計のアニュラスデザインロータ 安全設計のトップローディングロータ

あなたのサンプルをセットした多本架ロータは
水平にスウィングしていますか？
多本架遠心機でスウィングロータを使用するときには、バランス合わせは重要なことです。
しかし、バランスだけでなく、チューブ配置の対称性も重要なのです。

「コニカルチューブの底にペレットがどうして集まらないのだろう？」と

思ったことはありませんか？これは、遠心チューブの配置が間違って

いてバケットが遠心中に水平になっていないことが原因なのです。

例えば＜図1＞のように、回転軸に対して対称の位置に遠心チューブ

を配置することが必要になります。

ところが、回転軸に対する対称性ばかりに気をとられ、＜図3＞のよう

な配置にしてしまっているのをしばしば見かけます。一見、この配置は

正しいように見えますが、実は間違っているのです。このチューブの

配置では、バケットの中の重心がスウィング軸上にないため、遠心中

は水平にスウィングしていないのです。

正しいチューブ配置の場合は、遠心中のバケットは＜図1＞のように

水平になっています。しかし、＜図3＞の上下のチューブ配置では、

重心がスウィング軸より外側になり、＜図4＞のように遠心中は90°

以下でスウィングします。

＜図3＞の左右のチューブ配置では、重心がスウィング軸より内側になり、＜図5＞のように垂直に対して90°以上でスウィングします。

これらのスウィングの仕方は、危険が伴うばかりでなく、ペレットがチューブ底の中心に集まらないことになるのです。

多本架ロータを使用するときは、バケット間の対称性だけでなく、バケット内の対称性も考慮してチューブを配置してください。

固定角ロータはサンプル

リーク防止用環状帯を備え

ています。万一遠心分離中

にチューブからサンプルが

リークしても、この環状帯

がロータ外へのサンプル

リークを防ぎ、遠心は安全

に継続されます。

スウィングロータTLS-55は、ミス

フックなしのトップローディングロータ。

簡単＆安全設計で、バケットのみを

本体から取り外せるので再拡散リスク

を低減します。

ベックマン博士の一口メモ

安心のロータ群

ロータリッド
Oリング

サンプルリーク
防止用環状帯

アニュラス
デザイン

特許登録のサンプルリーク防止
用環状帯（Annulus）により、サ
ンプルのロータ外 への飛散を
防ぎ、装置の汚染を防ぎます。
実用新案登録番号：
1551443

＜図1＞正しいバケットの水平状態

＜図4＞誤ったバケット状態 ＜図5＞誤ったバケット状態

＜図2＞正しいチューブ配置 ＜図3＞誤ったチューブ配置

遠心前

スウィング軸

遠心中

遠心前遠心前 遠心中

90°以下 90°以上

遠心中

TLS-55スウィングロータ
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超遠心分析解析ソフトウエア	SEDFIT・SEDPHATのアジアワークショップ開催決定

ポストヒューマンゲノム創薬の時代にあって、タンパク質相互作用
を定量的に測定することがますます重要になってきています。ま
た、現在製薬業界ではタンパク質製剤に含まれる微量なオリゴ
マーの検出を定量的に行うことが重要課題となっています。

ベックマン超遠心分析システム ProteomeLab XL-A & XL-I　

抗体医薬開発支援および製剤のオリゴマー、
凝集体管理に最高の信頼性を

Analytical
Ultracentrifuge

 分子量範囲がペプチドからウイルスまで解析できる広い測定
ダイナミックレンジ
比較的弱い相互作用も測定可能
 分子の形状に依存しない絶対分子量を測定可能

これらの特長で信頼性の高いソリューションをご提供します。

溶液中に存在する粒子は浮力、摩擦力、遠心力が作用します。各粒

子はその大きさ、形状、密度の違いにより異なった挙動を示しながら

沈降していきます。各粒子の沈降をリアルタイムでレーザ光、紫外可

視光で計測します。

浮力

遠心力
摩擦力

1990年代以降水溶液中でのタンパク質の正常解析と相互作用を定量的に

測定する新しい解析装置や方法が発展してきました。その中で超遠心分析

はタンパク質、核酸などの生体高分子の正常解析と相互作用解析のいずれ

もが測定可能であるユニークな装置です。

さらに、新しい解析法の発展により、超遠心システムの重要性、必要性が増

大しています。

来る2012年9月8日～12日（13日はITCへの応用）、世界で標準の

解析法となりつつある SEDFIT・SEDPHAT解析ソフトウエアに関す

るアジアにおける初めてのワークショップが、東京工業大学で開催

されることが決定しました。

本ワークショップは、講義による基本原理の解説と実際にPCを使っ

て実習を行うトレーニングコースで、SEDFITの開発者であるNIHの

Peter Schuck博士と同ソフトウエアに精通する３名の研究者が

米国より来日して行われます。また、この方法に精通する３名の

日本人研究者もワークショップをサポートします。

詳細は下記URLへアクセスしてください。

http://www.biomoleculesinteractions.com/sub1.html
【開催場所】　

東京工業大学すずかけ台キャンパス

超遠心分析の特長 超遠心沈降法の原理
１

2

3

特定の波長を持つ入射光

半径方向へのフォトマル
スキャニング

超遠心沈降法の原理

NEWS!!

ProteomeLab XL-I
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モノクローナル抗体の
凝集解析例

測定可能データ

●   ストークス径
●   沈降係数
●   拡散係数
● 分子量

8



DNAシークエンサー用試薬　

研究における細胞の由来と
単一性を証明します

Genetic 
Analyzer

DNAシークエンサー
GenomeLab GeXP Basic

ヒトSTRプライマーセット*
12か所のSTRローカスを同時に増幅できるプライマーセットで、DNAレベル
で細胞の由来を同定することができます。また培養細胞が単一かどうか、細胞
から得られたDNAで純度を確認することができます。
*GenomeLab CEQ/GeXP専用試薬です。

iPS細胞の研究を行う際、ES細胞をコントロールとして使用することが多く

あります。

iPS細胞で求められる遺伝子の発現はES細胞の発現と酷似しており、iPS

細胞としての研究成果を評価するうえでサンプルの由来を証明する必要

があります。   

昨今の潮流として、研究に使用する細胞の由来、
純度の確認を要求されることが増えてきています。	

コントロールとして使用したES
細胞と異なるSTRアリルパター
ンを持っています。

単一のFibroblastから作成した
iPS細 胞 はFibroblastと同 一 の
STRアリルを持っています。単一の
Fibroblastから作製したiPS細胞
はFibroblastと同一のSTRアリル
を持ってい
ます。同一個体から作製されたiPS
細胞はすべて同じSTRアリルを持っ
ています。

その研究成果！　iPS細胞？ それともコントロールES細胞？
細胞の生い立ちを証明する必要があります

ヒトiPS細胞の由来を確認

Woltjen et al., Ontario Human iPSC Facility

hE
SC

Fi
br

ob
la

st
PB

iP
SC

iP
SC

製品名 製品番号 価 格（税別）

ヒトSTRプライマーセット48反応 A20100 ￥165,000
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講習会内容

◆レクチャー 
◆比重遠心法による細胞分離とFCMによる細胞数の測定 
◆白血病細胞株を用いたアポトーシスの解析
◆白血病細胞株を用いたソーティング実習

申込方法
申込書に必要事項をご記入のうえ、第23回日本サイトメト
リー学会技術講習会事務局までお送りください。申請書は、
日本サイトメトリー学会HPよりダウンロードいただけます。

募集人員 8名（応募者が多い場合は抽選とさせていただきます） 申込締切 2012年8月10日（金）必着

応募資格 フローサイトメトリー解析経験者 主催 第23回日本サイトメトリー学会技術講習会

参加費 18,000円 協力企業  ベックマン・コールター社

お問合せ先

第23回日本サイトメトリー学会技術講習会事務局
〒569-8686　大阪府高槻市大学町2-7　大阪医科大学附属病院 中央検査部 管理室
TEL：072-683-1221 内線3311／ FAX：072-684-6335
E-mail：kns008@poh.osaka-med.ac.jp　http://www.cytometry.jp/archives/979

ポスターサイズ（縦91.4cm、横66cm）
ヒト血液細胞の分化が一目でわかるポスター”Development of Human Blood 
Cells”の配布を開始しました（WHO分類に整合するように改定されました）。
白血病・リンパ腫タイピングなど細胞の分化段階、系統を確認するのにお使いいた
だけます。 是非、検査室などフローサイトメーターの近くに貼ってご活用ください。

※ この講習会は従来（2007年度まで）の「応用コース」に相当します。従来の「基礎コース」に相当する講習会は主催団体が変わり、日本サイトメトリー技術者認定協議会主催の技術
講習会として2008年度から実施されています。

ポスターサイズ（縦100cm、横67cm）
各蛍光色素の励起波長と最大蛍光波長がわかる“Fluorochrome Guide”の配布
を開始しました。
ソーターだけではなく、アナライザーをお使いの方にも幅広くお使いいただけます。 
是非この機会にお申し込みください。

Development	of	Human	Blood	Cells Fluorochrome	Guide

FCMの基本操作からソーティングまで −造血器腫瘍細胞株を用いて−

2012年9月8日（土）	午前10時～18時

池本	敏行	先生（大阪医科大学附属病院中央検査部）

ベックマン・コールター株式会社（東京ビジョンセンター）　〒135-0063 東京都江東区有明3-5-7 TOC有明ウエストタワー

テーマ

日　時

会　長

会　場

お申し込みは、サイトメトリードットコムから！

第23回日本サイトメトリー学会技術講習

ポスター
配布中！

サイトメトリードットコム 検索
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卓上型超遠心機 Optima MAX-TLの発売に伴い、Optima TLXの販売が終了となります。
お手頃価格でお買い求めいただける最後のチャンスですので、是非この機会にご検討ください。

● 2012年8月末受注分までとなります。
● バイオセーフティ仕様もあります。

最後のチャンス！	Optima	TLX

修理コストを心配することなく安心してご使用いただけます。
※試薬・消耗品は含まれません。

Optima MAX-TLの詳細は、P6-7をご参照ください。

キャンペーン期間  2012年6月1日～12月31日受注分まで

3年間

¥4,400,000（税別）
Optima MAX-TL

Optima TLX

卓上型超遠心機 Optima MAX-TL発売記念！！

保証延長キャンペーン

Optima	TLX仕様
最高回転数 120,000rpm

最大遠心力 657,000g

最大容量 8 x 5.1ｍL（TLA-110）

適合ロータ すべてのTLシリーズロータ

寸法 737（W）ｘ584（D）x533（H）mm

重量 81kg

品質に自信があるからこそできる！　通常1年間の保証期間を、

3年間に延長！
3年保証になると・・・
修理作業費が無料！ 派遣費が無料！

交換部品が無料！ 定期点検が年1回！

¥3,500,000（税別）

1 3

2 4

TLシリーズロータ
完全互換静音設計！

フルカラー LCD
タッチスクリーン駆動部10年保証！

日本語対応
ソフトウエア

ロータはのせるだけの
スマートロック！
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展示会 / セミナー

第12回日本再生医療学会総会 展示 
6月12日（火）～14日（木）　 会場 ： 神奈川　パシフィコ横浜　日本再生医療学会総会

第10回国際幹細胞学会（ISSCR）
6月13日（水）～16日（土）　 会場 ： 神奈川　パシフィコ横浜　国際幹細胞学会（ISSCR）

展示 / セミナー 

展示  

最長9連休のGWも明け、何とか仕事の仕方を思い出しつつ地方の
ホテルで編集後記を書いています。
さて、5月と6月は天体ショーが目白押しですね。通常よりも月が大き
く見えた5月6日のスーパームーンは、大変素晴らしかったです。
また、平安時代以来ともいわれる21日の「金環食」は雲一つない

お天気（？）で早朝のビックイベントに心を奪われたことと思います。
でも、これでは終わりません。6月4日は「部分月食」、6月6日は

「金星の太陽面通過」、8月14日は「金星食」が待っていますよ。
「金星の太陽面通過」の次回は105年後だそうですので、快晴を祈り
ましょう！（渡り鳥）

編 集 後 記

2012.05-11000（L）

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＞　6月6日(水)、6月20日(水)、7月5日(木)、
 7月17日(火)、8月1日（水）、8月31日（金）
＜大阪ビジョンセンター＞　6月5日(火)、7月10日(火)、8月7日（火）

Cell Lab Quanta SC / SC MPL 基礎コース
＜東京ビジョンセンター＞　6月5日(火)、7月11日(水)、8月9日（木）　

Gallios 基礎コース
＜東京ビジョンセンター＞　6月21日(木) 、7月10日(火)、8月14日（火） 

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＞　5月30日（水）、6月27日（水）、7月26日（木）、8月23日（木）、9月26日（水）
http://www.beckmancoulter.co.jp/campaign/sequence_training.html

マイクロサテライトフラグメント解析
＜東京ビジョンセンター＞　5月31日（木）、6月2８日（木）、7月27日（金）、8月24日（金）、9月27日（木）
http://www.beckmancoulter.co.jp/campaign/CEQ_training.html

GeXP発現定量解析
＜東京ビジョンセンター＞　6月29日（金）、9月28日（金）
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

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

第19回 FCMの基礎　2012年6月5日（火）　東京ビジョンセンター  

第20回 リンパ球サブセットとCD34陽性造血幹細胞測定　2012年6月26日（水）　東京ビジョンセンター

第21回 細胞周期の基礎と応用　2012年8月7日（火）　東京ビジョンセンター  

第22回 FCMの基礎　2012年8月8日（水）　東京ビジョンセンター

※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22回日本サイトメトリー学会学術総会
6月29日（金）～30日（土）　 会場 ： 大阪　千里ライフサイエンスセンター

展示 / セミナー


