
インフォメーションTopics
免疫・分子生物・生化学会にて

最先端機器と試薬をご紹介
アンケートでオリジナルグッズをゲット！

熟練技術者のメンテナンスを
「保守契約サービス」

細胞内と細胞表面抗原の同時染色
FCM用前処理試薬キット

「PerFix-nc」
より直感的にプロセスを自動化
ラボラトリーオートメーションシステム

「Biomek 4000」

キャンペーン
コンパクト多機能遠心機

「Allegra X-30R」 

卓上型超遠心機
「Optima MAX-TL」

ご愛顧感謝祭！
「あったら便利な試薬・アクセサリ」

先端研究躍進のための情報誌
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パーウェルリキッドタイプセレクション
機能

間もなく販売開始となるBiomek 4000は、ベーシックタイプ
のラボラトリーオートメーションシステムの最新モデルです。
基本オペレーションソフトウェアがバージョンアップし、利便性が
さらにアップしました。さらにジェノミクスアプリケーション用の
オプションソフトウェアもリリースされます。
今回は、それら新機能の一部をご紹介します。

より直感的にプロセスを自動化

ラボラトリーオートメーションシステム 
Biomek® 4000

Laboratory 
Automation

Coming Soon！

製品名 価格（税別）

ラボラトリーオートメーションシステム
Biomek 4000

価格はお問い合わせください

ラボラトリーオートメーションシステム
Biomek 4000

シングルチャンネルピペッティン

グツールを用いた希釈系列の作

成が、left→right方向だけでな

く、top→bottom方向にも可能

となります。

Biomek 4000には進化したツール選択機能が備わります。従来は

分注内容に応じてピペッティングツールをユーザ側で選択する必要

がありましたが、Biomek 4000では、分注容量、チップ、ウェル

パターンを考慮し最適なツールを自動選択してくれます。

分注プログラムが実行途中

であっても、分注ウェルのパ

ターン変更が可能になりま

す。この新機能により、分注

開始前にプログラム設定を

変更する必要がありません。 

同一プレート内に液性の異なる溶液が存在する場合、同じ分注

設定では最適な分注結果が得られな場合があります。Biomek 

4000ではウェル毎にリキッドタイプを設定し、より正確な分注を

行うことが可能になります。

PCR セットアップメソッド

自動化されたPCRアッセイメソッドは、省力化およびコンタミネー

ションのリスク軽減を実現させます。さらに、ユーザ毎に内容をカス

タマイズすることも可能です。

PCR クリーンアップメソッド（for Agencourt® AMPureXP® kit）

弊社製品であるPCRクリーンアップ 試薬（AMPure XP kit）と

Biomek 4000は、プロトコル自動化のための最適な組み合わせで

す。専用のGUIにより直感的なセットアップが可能になります。

トップtoボトムシリアルダイリューション
機能

ランタイムパターンセレクション機能

アプリケーション専用分注メソッド

オートツールピッカー機能

ピペッティングツールの交換ステップの表示が
省略されることで、プログラム全体の構成が
確認しやすくなります。

NEW

NEW

NEW

NEW

NEW
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従来、フローサイトメトリーで細胞内抗原を検出するには、煩雑な固定処理と膜透過処理を
行わなければなりませんでした。さらに細胞表面抗原を同時に測定するためには、細胞表面
抗原と細胞内抗原を別々に染色しなければならず、サンプル処理に時間がかかる面倒な
アプリケーションでした。
ベックマン・コールターは、シンプルかつ短時間で細胞内抗原と細胞表面抗原の染色が
同時に行える前処理試薬キット PerFix-ncを発売しました。
PerFix-ncは未洗浄法（STRAIGHT）にも対応しているので、最短で60分程度で測定結果
を得ることができ、自動化にも対応可能です。

細胞内と細胞表面抗原 同時染色用 前処理試薬 PerFix-ncキット

細胞内と細胞表面抗原を
1ステップで染色！

Flow  
Cytometry

Treg細胞測定データ例
CD4-FITC/Foxp3-A647

細胞内と細胞表面抗原染色 10カラー測定データ例
TdT-FITC/cMPO-PE/CD7-ECD/CD13-PC5.5/CD22-PC7/CD79a-APC/CD16-APCA700/
CD3-APCA750/CD19-Pacific Blue/CD45-Krome Orange

PerFix-ncは、細胞内および細胞表面抗原の
サンプル処理のワークフローを簡便化し、
フローサイトメーターのマルチカラーアプリ
ケーションの可能性を広げます。

製品
番号 製品名 容量 価 格

（税別）

B10825

PerFix-nc 構成試薬
•固定溶液
　  PerFix-nc Buffer 1
•膜透過処理液
　  PerFix-nc Buffer 2
•細胞浮遊液
　  PerFix-nc Buffer 3

75
テスト

¥18,000

5 10 7030 905020 8040 100 120 140110 130 150105 125 145115 1356015 7535 955525 8545 65

Time (min)

5 10 7030 905020 8040 100 110105 1156015

Time (min)

7535 955525 8545 65

膜透過処理試薬B

ベックマン・コールター PerFix-nc / 未洗浄法

5 10 30 5020 40 60

Time (min)

15 35 5525 45

Less Than 15 Minutes Work

Work Work Work

膜透過処理試薬A

Work

Work

Work

Work

Work

Work

Work

Work Work

他社試薬とのワークフロー比較

New

サイトメトリードットコム詳細はWebで 検索

3



大きなのっぽの古時計おじいさんの時計～♪♪
おじいさんの時計はなぜ100年もの間動き続けたのでしょうか。

きっとおじいさんが日々愛情をこめて時計をお手入れしてきたのでしょう。

その証拠におじいさんが時計とお別れした後、だれも愛情を注ぐことがなくなった時計は動かなくなってしまいました。

100年休まずに チク タク チク タク♪♪
おじいさんによる適切なメンテナンスを受けていた時計は常に安定して動き、正確な時を刻んできました。

お使いの機器も同じです。

データの正確さ、高い再現性を得るには、使用する機器が適切に動作していることが重要です。

定期的なメンテナンスを受けることで、安定した機器の動作を維持することができます。

お使いの機器をベックマン・コールターに愛させてください
大きなのっぽの古時計を愛し慈しみ、使い続けたおじいさんの役割を、

機器をこよなく愛するベックマン・コールターのフィールドエンジニアの役割にさせてください。

あなたの機器を愛するためにエンジニアは、日々高い技術の習得を心がけ、

その技術をいかんなく発揮するための保守契約サービスを提供しております。

機器をやさしくいたわり、より確かなデータを得るための保守契約
どんなに大切にお手入れをしていても、部品の摩耗などによって生じる修理が必要になることがあります。

保守契約サービスはこのような突発的に発生する修理費用もカバーし、お使いの機器を最善の状態に維持します。

保守契約サービスは、ベックマン・コールター製品すべてに設定されています。

熟練技術者のメンテナンス

予想外の故障を減らす
保守契約サービス

Maintenance

詳しくは 　 0120-566-730  ライフサイエンス製品の保守契約担当まで
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大量培養した細菌、バクテリアを効率的に集菌するためには、高速冷却遠心機用の大容量の
ロータが必要です。
しかもそのロータは、遠心力などの高い性能および高い安全性をもったロータであることは
もちろんですが、人にやさしい操作性を実現するために軽くする必要がありました。
これまでの6本×500mL（JA-10）のロータは、17,700gという高遠心力がありますが、
アルミニウムの塊を削り出した構造で重量はサンプル込みで22kgもありました。この重量
では誰にでも簡単に扱えるというものではありません。
そこでベックマンは、この課題を乗り越えて開発されたロータJLA-10.500を1994年に
発表しました。

さらに、1998年には脱着式カーボンキャニスターを採用したJLA-8.1000（6本×1L）とJLA-9.1000（4本×1L）の軽量大容量ロータを発表しまし

た。今でもこれらJLAシリーズの3個の軽量大容量ロータは、ベックマンAvantiシリーズ用ロータのベストセラーになっています。

ベックマンロータ軽量化への歴史
22kgを8.9kgに！！

Centrifuge

ベックマン博士の一口メモ

固定角ロータ JLA-10.500
最高回転数：10,000rpm（18,600ｇ）
容量：6本×500mL
重量：8.9kg（遠心機セット時）

JLA-10.500発売当初の宣材写真

固定角ロータ JLA-8.1000
最高回転数：8,000rpm（15,970ｇ）
容量：6本×1,000mL
重量：16.8kg（遠心機セット時）

固定角ロータ JLA-9.1000
最高回転数：9,000rpm（16,800ｇ）
容量：4本×1,000mL
重量：10.8kg（遠心機セット時）

このJLA-10.500は、18,600gという高いロータ性能と強度を保ちながらも、くり

抜き構造を採用することによりアルミニウムの使用を最小限に抑えました。さら

に脱着可能なカーボンキャニスターと組み合わせることによって、遠心機にセット

するときの重量をわずか8.9kgにすることに成功したのです。この画期的な世界

初のJLA-10.500は誰にでも取り扱うことができる軽量の大容量ロータであるだ

けでなく、クロージャーを締めることによって、サンプルリークを防ぐバイオセーフ

ティ仕様にもなりました。

ちなみにこのロータが発表された時に全世界で使用された宣材写真は、金魚が

泳ぐ水の上にJLA-10.500が浮いているというものでした。

さて、本当にこのロータが水に浮くかどうかは内緒の話にしておきましょう。
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細胞研究をサポートするフローサイトメーター関連製品をご紹介

第41回 日本免疫学会
展示＆ランチョンセミナー開催

Exhibition
Information 

2012年12月5日（水）～7日（金）　会場：神戸国際展示場

「単球由来樹状細胞による
血球貪食は過剰な免疫応答を
制御する」

ベックマン・コールター テクニカルセミナー7  12月 6 日（木） 12：50 ～ 13：50 
 I 会場 （神戸国際展示場 2号館 3階 3A 会議室）

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。

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。

マルチカラー解析では、多パラメーター
を取り扱うため、各パラメーターの相関
を視覚的に捉える必要ができてきます。
Kaluzaは、視覚的に多パラメーターを
捉えることができるTree Plotなど、多
次元解析に最適な表示が可能なソフト
ウエアです。

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 フローサイトメトリー解析ソフトウエア Kaluza

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。

セルソーターに必要な機能は、
「高速ソーティングを実現する理

想的なフロー系」、「様々なアプリ
ケーションに対応するフレキシビ
リティ」、「フロー系、アプリケー
ションを支えるデジタルテクノロ
ジー」そして、「使いやすさ」です。
これらの4つの機能をすべて1
つのパッケージとしたセルソー
ターが、MoFlo Astriosです。価 格（税別） ¥18,450,000〜 価 格（税別） お問い合わせください

ハイエンドフローサイトメーター  Gallios ハイエンド ハイスピードセルソーター  MoFlo Astrios

価 格（税別） ￥350,000
（シングルユーザ）

ポートピアホール

ポートライナー市民広場駅

ワールド記念ホール

神戸商工会議所会館

ポートピアホテル

ホテルパールシティー

クオリティーホテル

３号館

ï ïï ïï ï
１号館

神戸国際会議場

神戸国際展示場

２号館

会場のご案内
I会場

（展示場2号館  ３階  ３A会議室）
12月6日（木）12：50 ～ 13：50

小内 伸幸 先生
東京医科歯科大学 難治疾患研究所
生体防御学分野　

宮坂 昌之 先生　
大阪大学 未来戦略機構 特任教授

演者

座長

T7

1F

1号館

3号館

2F中2F

3F

コンベンションホール1階展示室

展示室

2階展示室
2A会議室

多目的室

レストラン 正面入口

ムービング
ウォーク入口

ホール事務所

2B会議室

3B会議室 3A会議室

2号館

連絡通路

価 格（税別） ¥890,000

ベックマンコールター免疫学会2012
セミナーの内容はこちら

検索
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汎用遠心機からタンパク質研究に欠かせない分析用超遠心機、FCMをご紹介

第35回 日本分子生物学会
第85回 日本生化学会年会 開催！

Exhibition
Information 

2012年 12月11日（火）～16日（日）　分子生物学会＆生化学会　会場：福岡国際会議場

NEW!!

高性能な高速冷却遠心機Avanti 
HP-26シリーズがリニューアルチェ
ンジし、Avanti J-26Sシリーズとして
環境に配慮した設計になりました。
定評のある最高回転数、遠心力、１L
ｘ6本の最大容量を誇るクラス最高
性能はそのままに、驚異の消費電力
2.0kWを実現しました。
従来のロータとも完全互換性のある
新製品をご紹介します。

2,700品目以上のフローサイトメーター用に最適化された各種蛍光標
識シグナル伝達抗体をはじめとした抗体試薬は、マルチカラーアプリ
ケーションに最適です。
また、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を実現したフローサイトメーター Gallios
をご紹介いたします。

高機能高速冷却遠心機  Avanti J-26S XPI

フローサイトメーター  Gallios/抗体試薬

新製品の高機能高速冷却遠心機Avanti J-26S XPIをご紹介いたします。またポストゲノム創薬の時代に脚光を浴びている分析用超
遠心機 ProteomeLab XL-I、ハイエンドフローサイトメーター Galliosご紹介いたします。皆様のご来場を心よりお待ちしております。

ベックマン・コールター バイオテクノロジーセミナー
2012年12月14日（金）12:00～13:00  第6会場 （福岡国際会議場 4階 411＋412）

構造生物学に役立つ超遠心分析
雲財 悟 先生　横浜市立大学
生命ナノシステム科学研究科  生体超分子システム科学専攻

分子生物学会

演者

Avanti J-26S XPI ¥2,550,000（税別）

Avanti J-26S XP ¥2,350,000（税別） キャンペーン実施中！

新製品 自動分注装置 Biomek 4000の詳細も
ご紹介します！

100Vながらクラス最高
の4ｘ400ｍL（1.6L）、
50ｍLコニカル16本、15
ｍL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
上での高速遠心が可能
です。

コンパクト多機能遠心機   Allegra X-30R

ジャスト46cm！

in
OneOne

発 売 以 来ご 好 評をい た だいている
Optima Xシリーズは環境に配慮した
エコデザイン、そして、人間工学に基づ
いたEasy-アクセスデザインにフォーカ
スした次世代の超遠心機です。
ベックマン製のフロア超遠心機用ロータ
すべてと互換性があります。
ブースで、iPhoneからのプレミアモデ
ルOptima XPNシリーズのリモートアク
セスコントロールを実演します。

次世代フロア型超遠心機  Optima Xシリーズ

分析用超遠心システム
ProteomeLab XL-A&XL-I
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製薬支援キャピラリー電気泳動システム PA 800 plus

キャピラリー電気泳動を用いた
手軽なカウンターイオン分析

Capillary
Electrophoresis

24種のカウンターイオンの分析

※単独で測定した成分を重ね合わせて表示しています。

A
U

A
U

A
U

Minutes

1

52

6

3

11

23

15

19

7

4

8
12

16

24

20

9 13

17
21

10

14

22

18

Minutes

Minutes

医薬品中のカウンターイオンはその種類により薬剤の性状が大きく変わるために、その分析は重要な試験項目です。
PA 800 plusとアニオン分析キットの組み合わせにより、医薬品中の主要な24種類のカウンターイオンをキャピラリーの
洗浄込みにも関わらず、わずか「10分間」で分析可能です。
このアニオン分析キットは無機陰イオン・有機酸を同時に分析するキットで、本キットには泳動バッファ、洗浄液、キャピラリー
を含んでおり、サンプルと脱イオン水を用意するだけですぐにカウンターイオン分析が実施できます。

 成分 検出時間（分）
1 臭素 2.813

2 塩素 2.863

3 ヨウ素 2.875

4 硝酸 2.992

5 硫酸 3.175

6 酒石酸 3.829

7 フマル酸 3.842

8 リンゴ酸 4.033

9 硫酸ジメチル 4.088

10 メシル酸 4.100

11 クエン酸 4.225

12 マレイン酸 4.346

13 ガラクタル酸 4.383

14 コハク酸 4.388

15 酢酸 4.850

16 乳酸 5.008

17 ベンゼンスルホン酸 5.104

18 リン酸 5.258

19 サリチル酸 5.308

20 安息香酸 5.571

21 マンデル酸 5.817

22 吉草酸 6.150

23 グルコル酸 6.379

24 ラクトビオン酸 7.813

製薬支援キャピラリー電気泳動システム
PA 800 plus

2～4分

4～6分

6～8分
上記以外の無機陰イオンと有機酸の分析も可能です。
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各種有機溶媒中のカウンターイオンを分析しています。

こちらは25％の濃度ですが80％の有機溶媒中の分析も可能です。

1.硫酸、 2.酒石酸、 3.コハク酸、 4.酢酸、 5.リン酸

USP2006が提示する医薬品中のカウンターイオンの種類

アニオン分析キットではこれらの成分の大半が分析可能です。

有機溶媒中のカウンターイオンの分析

アニオン分析キットバリエーション

医薬品中のカウンターイオン
A

U

1
2 3

4

5 6

Minutes

25% メタノール

25% エタノール

25% DMSO

炭酸イオンを除く無機陰イオンと有機酸の分析  ※今回のデータ収集にはすべてこのアニオン分析キットを使用しています。

製品番号 製品名 価 格（税別）

A53537
アニオン分析キット（500サンプル分）
泳動バッファ、キャピラリーコーティング溶液、リンス溶液、キャピラリー再生液、有機酸テストミックス、
無機陰イオンテストミックス、フューズドシリカキャピラリー75μm×有効長50cm（3本）ウインドウあり

¥80,000

炭酸イオンを含む無機陰イオンと有機酸の分析  （本キットにはキャピラリーを含んでいません）

製品番号 製品名 価 格（税別）

844111041
Ceofix Anion 8 kit（400サンプル分）
泳動バッファ、キャピラリーコーティング溶液
無機陰イオン&有機酸テストミックス

￥55,000

UV吸収のある無機陰イオンと有機酸の分析  （本キットにはキャピラリーを含んでいません）

製品番号 製品名 価 格（税別）

844111039
Ceofix Anion 2 kit（400サンプル分）
泳動バッファ、キャピラリーコーティング溶液
無機陰イオン&有機酸テストミックス

￥55,000

Ceofix Anion 8 & 2用キャピラリー
製品番号 製品名 価 格（税別）

338424 キャピラリー 75μm × 有効長50cm（3本）　ウインドウあり ￥32,000
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2012年12月末まで！

2012年12月末まで！

3年間

¥4,400,000（税別）

Optima MAX-TL
最高回転数：120,000rpm
最大遠心力：657,000g
最大容量：8×13.5mL（MLA-55）

卓上型超遠心機 Optima MAX-TL発売記念！！

コンパクト多機能遠心機 Allegra X-30R

保証延長キャンペーン

パッケージキャンペーン

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！MAX-TL

詳細はWebで
検索

ベックマンX30R
詳細はWebで

検索

コンパクト多機能遠心機
Allegra X-30R

in
OneOne

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!!

このコンパクトさで、
100V電源で、1台4役！

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！

大容量/多本架

微量高速

高速冷却

プレート

SX4400
スウィングロータ

50mLコニカルチューブ16本、15mLコニカルチューブ36本、
400mLボトル4本の大量多本架を実現したお得なパッケージです。

Allegra X-30R 本体（冷却付き）
SX4400スウィングロータ（4,700rpm、4,255g）
50mLコニカルチューブアダプタ（4本/アダプタ）　4個
15mLコニカルチューブアダプタ（9本/アダプタ）　4個
400mL PPボトル　4本

29%
off!

＜パッケージ構成＞

¥1,250,000

¥890,000

¥890,000

¥690,000

コニカルチューブパッケージ
パッケージ価格（税別）

本体価格（税別） キャンペーン価格（税別）

キャンペーン価格（税別）

50mLコニカル
チューブアダプタ

15mLコニカル
チューブアダプタ

400mL
PPボトル

¥80,000（税別）　

専用架台登場！

Allegra X-30シリーズ 専用架台

ロータ、アダプタをすべて収納でき、
省スペース化になります。

22%
off!※ ロータは別途必要です。

パッケージならもっとお得！ なんと29%OFF

発売

記念！
1周年

（※ 架台はオプション
です）
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日頃のご愛顧にお応えして、ベックマン・コールター製品の、「あったら便利な試薬、アクセサリ」の
お得なキャンペーンです。この機会に使用してみてはいかがでしょうか。

405nmレーザ用蛍光標識抗体各種

〜¥69,000　　 〜¥48,300（税別）

405nmレーザを活用したマルチカラー解析にチャレンジしてみませんか？
蛍光補正を少なくし、アーチファクトの少ないフローサイトメーターでの
マルチカラー解析ができます。

Microfuge16
¥185,000
¥129,500（税別）

1.5ｍLチューブ24本掛けロータ付！
実験台に1台どうでしょう？

コードレスチューブ チューブトッパー
シーリングキット
¥69,000　　  ¥48,300（税別）

超遠心機用熱シールチューブ用
シーラ―です。気が付くとどこかに
なくなってしまったなんてことは
ありませんか？

肉厚チューブ用チューブスライサ
¥360,000　　  ¥252,000（税別）

固い超遠心機用チューブを楽々カット！ 密
度勾配遠心でのバンド回収やリポ蛋白精
製に便利！ 隠れたロングラン
ヒット商品です。

チューブ・ボトルラック各種

¥4,500　　  ¥3,150〜（税別）

超遠心機、高速冷却遠心機用のチューブやボトルを置く
ラックがあったらいいな！ なんてことありませんか？ 実は
チューブ/ボトルラック各種あるのです。

意外と便利！ アルファスワブ

¥3,000　　 ¥2,100（税別）

毛羽立たないコットンスワブです。光学系の細かい部分の
お掃除に最適です。

キャピラリー電気泳動用
消耗品各種
〜¥100,000

〜¥70,000（税別）

古いアパーチャーを取り換
えることで感度と解像度が
向上します。また、キャピラ
リーカートリッジの追加で分
析応用範囲が広がります。

まだまだあったらいいな！ グッズがたくさん！
キャンペーン詳細と対象製品リストはWebからどうぞ。

ど
・・・・

れでも

あったらいいな！  キャンペーン
30%OFF!

遠心機関連製品

サイトメトリー関連試薬
シークエンサー /キャピラリー電気泳動装置
関連製品

あったらいいな！ ベックマン 検索

ベックマン・コールター製品 ご愛顧感謝祭！

ロータ
セット！

2013年3月31日まで

最高回転数：14,800rpm
最大遠心力：16,163g
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展示会 / セミナー

国際粉体工業展東京2012 
11月28日（水）～30日（金）　 会場 ： 東京　東京ビックサイト

第35回 日本分子生物学会年会
12月11日（火）～14日（金）　 会場 ： 福岡　福岡国際会議場

第40回 日本免疫学会学術集会
12月5日（水）～7日（金）　 会場 ： 兵庫　神戸国際展示場

第85回 日本生化学会年会
12月14日（金）～16日（日）　 会場 ： 福岡　福岡国際会議場

展示

展示 / ランチョンセミナー

展示 / テクニカルセミナー 

展示

暦の上では立冬、暦便覧では「冬の気立ち始めて、いよいよ冷ゆれば
也」と説明されますが、私はコタツとみかんとお鍋が恋しくなる季節と
なりました。

猫鍋を眺めてほっこり癒されたいところですが、やはり食い気。水炊き、
あんこう、ふぐちり、ぼたん、ちゃんこ、チゲ・・・みなさんはどんな鍋が
お好みですか？（渡り鳥）

編 集 後 記

2012.10-12000（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＞　11月13日（火）、12月3日（月）、
 12月20日（木）、1月11日（金）、
 1月25日（金）、2月7日（木）、2月21日（木）
＜大阪ビジョンセンター＞　11月13日（火）、12月11日（火） 、
 12月20日（木）、1月22日（火）

Gallios 基礎コース
＜東京ビジョンセンター＞　11月14日（水）、12月21日（金） 、
 1月17日（木）、2月15日（金）

GeXP/CEQ アプリケーショントレーニング
シークエンス解析
http://www.beckmancoulter.co.jp/campaign/sequence_training.html
＜東京ビジョンセンター＞　11月26日（月）、12月17日（月）、1月24日（木）、2月21日（木）　　
日程は変更となる場合がございます。

マイクロサテライトフラグメント解析
http://www.beckmancoulter.co.jp/campaign/CEQ_training.html
＜東京ビジョンセンター＞　11月27日（火）、12月18日（火）、1月25日（金）、2月22日（金）
日程は変更となる場合がございます。

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26回 細胞周期の基礎と応用　2013年2月5日（火） 東京ビジョンセンター 

第27回 FCMの基礎　2012年2月6日（水） 東京ビジョンセンター

第28回 リンパ球サブセットとCD34陽性造血幹細胞測定　2013年2月26日（火） 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。


