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世界の頭脳が集結！

第21回分析用超遠心　
国際カンファレンス開催

Analytical
Ultracentrifuge

2013年9月23日から28日まで、熱海にて 21st International 
Conference on Analyt ical Ultracentr i fugat ion, 
Hydrodynamics, Thermodynamics and Complementary 
Methods が開催されました。世界中から分析用超遠心システム
のユーザーが集結し、その有用性は無論のこと、問題点・改善点な
ど熱いディスカッションを繰り広げました。

分析用超遠心システムは溶液中に存在するタンパク質、ペプチド
などの分子量、化学量論、凝集塊の有無、形状因子などの情報を、
信頼性とともに提供できる数少ないシステムです。

展示されたXL-I光学系
および蛍光検出システム

日本初！！

新アクセサリー 蛍光検出システム発表 AU-FDS
分析用超遠心システム用の蛍光検出システム今回の国際カンファレンスでは、分析用超遠心システムに蛍光検出

システムを搭載した Analytical Ultracentrifuge Fluorescence 

Detector System（AU-FDS)」の発表が多数ありました。その可能

性は大変大きく、かつ世界中の研究者が注目している装置です。

ベックマン・コールターは、その蛍光検出システムを分析用超遠心

システムの光学系モデルと合わせて展示し、多数のお客様から質

問をいただきました。

AU-FDSは、分析用超遠心システムProteomeLab XL-A/XL-I

に搭載可能な蛍光検出アクセサリーです。共焦点光学系により蛍

光物質を追跡し、すべてのサンプルを同時に測定します。

蛍光検出システムを搭載することにより、以下の性能を備えた新

しい分析用超遠心システムが誕生します。

高感度（検出下限 80pM）
広いダイナミックレンジ　
高選択性（蛍光分子のみ検出）

第21回分析用超遠心 国際カンファレンスの詳細は AUC2013 検索

（注）蛍光検出システムは株式会社ベリタスが日本総代理店です。詳細は弊社へお問い合わせください。

世界中から終結した研究者がポスターセッションにてディスカッション

分析用超遠心システム
ProteomeLab XL-I
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分析用超遠心および蛍光検出システムの展示品に集まる研究者
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主な仕様 Z1型シングル Z1型デュアル Z2型デュアル

スレッシュホールド シングル デュアル

測定範囲 アパチャー径の2～60% （1～120μm）

アパチャーチューブの種類
標準：50、70、100、140、200μm
アンプル用：50、70、100μm　 　

サンプル吸引量 100、500、1,000μL

測定データ 設定粒子径以上の粒子数
設定粒子径以上の粒子数および
設定粒子径間の粒子数　　　　

・  設定粒子径以上の粒子数および　
設定粒子間の粒子数

・ 粒子径サイズ分布（注）

粒度分布およびヒストグラム 不可 不可 可

粒子濃度 個数/mLの表示可能

寸法・重量 
本体：270（W） x 360（D） x 460（H） mm、13.5kg　　　　　
キーパット：154（W） x 151（D） x 64（H） mm、0.7kg　　　　
廃液ステーション：285（W） x 165（D） x 190（H） mm、1.3kg

電源 100V、50 / 60Hz、55W

価格（税別） ￥948,000 ￥1,348,000 ￥1,848,000

世界のスタンダードであるコールターカウンター Ｚシリーズは、
コンパクトながら各種細胞やプランクトンなどを簡単・迅速に
測定します。本体の幅はわずか27cmで、設置場所を選ばず、
いつでもどこでもご使用いただけます。

10秒で細胞数をカウント １～120μm粒子径まで迅速かつ高精度分析！

自動細胞計数装置
コールターカウンター Zシリーズ

Particle
Characterization

（注） Z2型にて粒子径サイズ分布を測定する場合は、製品番号8499299 データ処理システムAセット￥200,000（税別）および製品番号383530 解析ソフトウエア ACCUCOMP ￥200,000
（税別）を別途ご購入ください。

価格には本体およびアクセサリーキットを含みます。消耗品は別途ご購入ください。

コールターカウンター Zシリーズの特長
●どこでも設置可能なコンパクトサイズ
● 世界標準のコールター原理採用
● 細胞体積、表面積計測（Z2）
● 細胞濃度（個/mL）
● 細胞の色、形状の影響なし

自動細胞計数装置
コールターカウンター Z 2型
測定範囲：1 ～ 120μm
100μmアパチャー標準付属

簡単・迅速
セルカウント!!

N
um

ba
r

Diameter（um）
Sttistical Results
Mean : 9.772　Median : 9.739　Mode : 9.739　Std.Dev : 0.466
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自動細胞計数装置 Z2　測定例 

アプリケーション

細菌：1～5μm 赤血球：約10μm 神経細胞：約100μm

血管内皮細胞：約30μm 藻類：5～50μm 酵母：5～10μm

プランクトン：1μm ～1mm リポソーム：数nm ～数mm

注）数値は参考データです
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ベックマン高速冷却遠心機Avantiシリーズ用１Lボトル12本パック
有機溶媒耐性キャップクロージャ新発売！

製品番号 製品名 価 格（税別）

B29048 新１L PPボトルのみ、12本入、JLA-8.1000/9.1000用 ￥120,000

B29896 新PPボトルPPSキャップアセンブリ、2本入、JLA-8.1000/9.1000用 ￥69,000

B29894 PPS製キャップクロージャアセンブリ、6個入 ￥72,000

B29895 PPS製キャップ＆PP製プラグアセンブリ、2個入、O-リング、大小、各4個入 ￥49,000

遠心機耳より情報！

遠心機新製品情報＆
ベックマン博士の一口メモ

Centrifuge

ベックマン遠心機の
バイオセーフティ対策について
ベックマン・コールターは遠心機の開発にあたってはその革新的な性能を追い求めるだけ
ではなく、使用者の安全ということに関して最大の努力を続けています。
ハード面の物理的な安全対策はもちろんですが、感染性物質の封じ込めということに関し
ても安全な研究環境を守るために、3つのレベルの対策を実施しています。今回はそんな
ベックマン・コールターの取り組みをご紹介します。

ベックマン博士の一口メモ

ポリフェニルスルファイド（PPS）製クロージャのアッセンブリが新登場
● 耐薬品化学性が高く、ワクチン製造の際のフェノール抽出に活躍
● PPプラグ、PPボトル、PPSクロージャのアセンブリ

QuickSealチューブ ワンタッチシールのOptiSealチューブ

第1の封じ込めレベルは、遠心チューブを含む
遠心容器にあります

◆  超遠心機においては、スウィングロータ用のチューブはオープン

トップチューブが通常使用されますが、密封性の高い熱溶着

チューブ（QuickSealチューブ）、さらにワンタッチでシールでき

る OptiSealチューブが開発され、感染性の高いウィルス分離

などに使用されています。

PP製 ボトル

PPS製 キャップ
クロージャ

PP製 プラグ

新発売
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第3の封じ込めレベルは、遠心機本体にあります

◆  超遠心機 Optimaシリーズおよび高速冷却遠心機 Avantiシリーズ

は、真空ポンプによりチャンバー内を減圧しています。この真空系内

HEPAフィルタを取り付ければ、万が一ロータから感染性物質がチャン

バー内に飛散した場合でも、HEPAフィルタにトラップすることができ

ます。

以上のように、ベックマン遠心機は、遠心ボトル（チューブ）、ロータ、遠心機本体の各々のレベルでバイオセーフティを考慮していま

す。今回はその一部を紹介させていただきました。

◆  高速冷却遠心機においては、1Lボトル用のHarvestLineシステムライナーを用いるこ

とにより、ライナー内にペレットした感染性サンプルとの接触機会を減らすことができる

ようになりました。

◆  高速冷却遠心機用のデュアルロック仕様固定角ロータや、軽量大容

量ロータのクロージャは、いかなる場合であってもサンプルをロー

タ内に封じ込めます。

◆  多本架遠心機においては、第3者機関によって認証されているバ

ケットカバー、またはエアロゾルブキャニスタを用いることによって、

安全なクリーンベンチ内で遠心チューブの出し入れをすることがで

きるようになりました。

1Lボトル用HarvestLine
システムライナー

エアロゾルブキャニスタ

デュアルロック仕様
JA25.50ロータ

SX4750ロータとバケットカバー

ロータリッド
Oリング

サンプルリーク
防止用環状帯

遠心チューブ

HEPAフィルタ 0.2μm

チャンバー

HEPAフィルタ 0.2μm

真空ポンプ

空気の流れ

HEPAフィルタのフローパスイメージ

軽量大容量
JLA10.500ロータ

キャップクロージャ

第2の封じ込めレベルは、ロータにあります

◆  卓上型超遠心機、高速冷却遠心機の固定角ロータに採用さ

れている特許構造の“サンプルリーク防止用環境帯”によって、

遠心中にチューブが破損した時でもサンプルはロータ外へ流

出しません。
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製品名 価 格（税別）

Biomek 4000 CE-SDSパッケージ ¥12,120,000～

PA 800 plusシリーズ ¥11,500,000～

IgGアッセイキット ¥115,000

図2　Biomek 4000による自動前処理サンプルのPA 800 plus
における泳動結果
IgGアッセイキット付属の IgGコントロールスタンダードの結果。
ピーク：インターナルスタンダード（10KD)、 L鎖（LC）、グリコシル
化されていない H鎖（NG）、H鎖（HC）

キャピラリー SDSゲル電気泳動法 （CE-SDS） は、IgG抗体医薬品を

中心とする生物製剤の開発や品質管理に採用され、世界中で利用

されています。ベックマン・コールターではこの自動泳動を実現する

唯一のキャピラリー電気泳動システムとしてPA 800 plusとIgGアッ

Biomek 4000による自動化の行程には、サンプルのノーマライゼーショ

ン・インターナルスタンタンダードの添加・バッファーの添加・還元・アル

キル化を含みます。またサンプルの加温処理も、Biomek 4000に内蔵す

る加温ユニットにより可能です。さらに、PA 800 plus のサンプルバイアル

への分注までを一度の処理で自動的に実行でき、最大24サンプルまで処

理できます。同時に、SDSゲル溶液など、泳動液や洗浄液の分注も自動化

できます。

このBiomek 4000による処理で、マニュアル操作による前処理と変わら

ない結果が得ることが可能です (図2) 。

セイキット （製品番号 A10663） を販売しています。この方法では、

分析の前にサンプル前処理とSDSゲル溶液などの分注のステップ 

（図1） を必要としていますが、Biomek 4000により、これらのステッ

プを自動化することが可能です。

Biomek 4000は、高い汎用性を持った自動分注
システムです。単純な分注作業のみならず、研究・
開発で実施する様々なアッセイの自動化が可能で
す。ここでは、Biomek 4000を用いたキャピラ
リー SDSゲル電気泳動のサンプル前処理自動化
をご紹介します。

Biomek 4000 ラボラトリーオートメーションシステム 

Biomek 4000 CE-SDS
アッセイ自動化パッケージ

Laboratory 
Automation &

Capillary 
Electrophoresis

Biomek 4000（左）、PA 800 plus（右）

図1　PA 800 plus用IgGアッセイキットのサンプル前処理のワークフロー
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Kaluza解析ソフトウエアは、だれでも簡単に直観的に使えるフローサ
イトメーター解析ソフトウエアとして開発され、多くのFCMユーザーに
ご使用いただいています。Kaluza解析ソフトウエアのコンセプトをそ
のままに、このたびGalliosの測定ソフトウエア「Kaluza Acquisition
ソフトウエアGallios版」を発売します。
新しいKaluza Acquisitionソフトウエアは、Kaluzaのマウス右ボタ
ンのクリック1つで必要なメニューが表示されるラジアルメニュー、プ
ロット図の自動レイアウト機能と、Gallioをコントロールする新機能を搭
載し、Gallosの操作性をより向上しました。
Kaluza Acquisitionソフトウエアのリストモード形式は、最新のFCS
フォーマットFCS3.1をサポートします。新しいKaluza Acquisition
ソフトウエアGallios版は、2014年2月発売予定です。

Gallios測定の新ソフトウエア

Kaluza Acquisitionソフトウエア 
Gallios版

Flow  
Cytometry

New！

Kaluza Acquisitionソフトウエアの新機能
Kaluza Acquisitionソフトウエアなら、Galliosの10カラー解析プロ

トコルを1クリックで作成できます。クリック1つで、散乱光とゲートの

設定された10カラーまでの必要な組み合わせの蛍光プロットがセッ

トアップされます。さらに、コンペンセーションウィザードで自動蛍光

補正をかければ、マルチカラー測定が簡単にセットアップできます。

GalliosのオートサンプラーとKaluza Acquitionソフトウエアのタイ

マー機能や測定中のモニタリングのカラー表示は、スタートアップか

ら測定中まで真のWalk awayを実現します。

Quick Protocol
1クリックでプロトコル作成

Visual management tool
測定中の状態をカラー表示

Gallios Simulator
測定シミュレーション機能

Compensation Wizard
コンペンセーションサポート機能

Cleanse on Close
自動スタートアップ機能

7



ベックマン・コールターからAlexa Fluor 647標識FoxP3
抗体を発売します。前処理試薬のPerFix-ncと組み合わせて、
マルチカラー制御性T細胞を高感度で簡単に検出できます。

制御性T細胞解析に

FoxP3-Alexa Fluor 647抗体
新発売

Flow  
Cytometry

関連試薬
製品番号 製品名 容量 価 格（税別）

B10825

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

75テスト ￥18,000

製品番号 製品名 容量 価 格（税別）

B30650 FoxP3- Alexa Fluor 647 50テスト ￥40,000

New！

クローン／ Ig 精製 ビオチン FITC PE ECD PC5 PC5.5 PC7 APC
APCA
700

APCA
750

PB KO

CD4

SFCI12T4D11 （T4）
（IgG1マウス）

A83479
¥50,000

6602393
¥78,000

6602864
¥93,000

6603862
¥23,500

6603850
¥28,500

6604727
¥32,500

6607101
¥69,000

13B8.2
（IgG1マウス）

IM0398
¥43,000

IM0704
¥58,000

A07750
¥48,000

A07751
¥54,000

A07752
¥69,000

B16491
¥49,000

　
　

IM2468
¥69,000

B10824
¥69,000

A94682
¥52,000

A82789
¥45,000

A96417
¥45,000

BL4
（IgG2aマウス）

IM0115
¥43,000

CD25

1HT44H3 (IL-2R1)
（IgG2aマウス）

6603200
¥80,000

6604422
¥24,500

B1.49.9
（IgG2aマウス）

IM0119
¥43,000

IM0478U
¥48,000

A07774
¥58,000

6607112
¥49,000

IM2646
¥69,000

A79386
¥49,000

A52882
¥95,000

A86356
¥51,000

A86356
¥51,000

A82944
¥69,000

CD127

R34.34
（IgG1マウス）

B25366
¥60,000

IM1980U
¥74,000

A64617
¥79,000

A64618
¥89,000

A71116
¥52,000

B12700
¥90,000

関連抗体（上段：製品番号、下段：税別価格）

Normal whole blood sample

詳細につきましては、cytometry@beckman.comまでお問い合わせください。
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ベックマン・コールターの受託蛍光標識サービス（Custom Design Service：CDS）に新しい技術の標識サービス　
DuraCloneが増えました。DuraCloneは、抗体を1テスト分ずつチューブに分注・乾燥させた状態で提供します。
マルチカラーの染色手順がDuraCloneで変わります。

フローサイトメーターのマルチカラー解析のための新技術

DuraCloneの
受託蛍光標識サービス（CDS）

Flow  
Cytometry

ベックマン・コールターの受託蛍光標識サービスは、1バイアルマルチカラー抗体パネルの提供だけ

ではなく、精製抗体のバルク供給や様々な蛍光標識抗体作製サービスも提供しています。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。

New！

DuraClone抗体の染色手順

検体を分注
します

攪拌してイン
キュベーショ
ンします

溶血剤を添加し
てインキュベー
ションします

測定します 抗体が入った
チューブを取
ります

製品カテゴリー 詳細 最少受注量 内容

蛍光標識

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

500µg
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

DuraClone 
Dry Custom 
Cocktails

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

750 tests 
1 test/tube 

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

Custom 
Cocktails and 
Panels

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

500 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
供の抗体を最適化して組み合
わせを作製

精製抗体 NA 1 mg
指定の濃度およびバッファーで
作製

注：CDSは研究用試薬です。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ー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（ELISA、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、弊社までお問い合わせください。

価格等の詳細につきましては、cytometry@beckman.comまでお問い合わせください。
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昨年に引き続き、ベックマン・コールター、エービー・サイエックス、
モレキュラーデバイス、ライカマイクロシステムズ4社の合同展示
を行います。遠心機からラボラトリーオートメーション機器まで、幅
広いニーズにお応えする製品をご紹介します。解析ソフトウエアと
して定評のあるKaluzaソフトウエアにGallios版が出ました。抗体
試薬とともにフローサイトメーター関連製品もご覧ください。また、
4社合同ポイントラリーも実施します。ぜひご参加ください。

汎用遠心機から最先端テクノロジーまでのトータルソリューション

第36回 日本分子生物学会
4社合同展示

Exhibition
Information

2013年12月3日（火）　会場：神戸国際展示場 3号館

拡張性の高いBiomek NXPはSCARAロボットを
用いて、プレートリーダーやCO2インキュベーター
へ搬送することが可能です。
ルーチン実験の自動化を、それぞれの実験に合わ
せてフレキシブルに組み立てることが可能です。
今回は、モレキュラーデバイスのプレートリーダー
とのインテグレーションを実演します。

10月に発売した1.5ｍL、PCRチューブ用専用の
Microfuge 20シリーズは、24本掛けロータが
標準装備でリーズナブルな価格です。
コンパクトながらパワフルな非冷却タイプで大
好評のMicrofuge 16も一緒に展示します。

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型超遠心機用ロータすべ
てと互換性があります。
iPhoneからのリモートアクセスコントロール
を、プレミアモデル Optima XPNシリーズを用
いて実演します。

1台4役のコンパクト遠心機
コ ン パ クト な が ら15mL/ 
50mLコニカル、サイトチュー
ブをより多く処理できます。ロー
タを変えるだけで、プレート遠
心機、1.5mLチューブ微量遠心
機としてお使いいただけます。

操作性が良いマルチカラー解析
ソフトウエア KaluzaのGallios
版が新登場。Galliosの高度な
先端技術をそのままに、操作性
をより向上させました。
Galliosは、研究者のニーズであ
る高い精度・正確度・自動化・操
作性および自由度を、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
た各種蛍光標識抗ヒトCD抗体から、
シグナル伝達関連抗体、その他試薬を
2,700品目以上取り揃えています。
マルチカラーアプリケーションに最適
な抗体試薬です。

ベックマンの１Lｘ6本掛け
ロ ー タ JLA-8.1000か ら、
50ｍLコニカルチューブを
10,000g以上で12本同時
処理できるスウィングロー
タ JS-7.5、プレートをはじめ、
様々なラブウエアを多数常
時 処 理できる A l l S p i n 
JS-5.3など、実験の効率化
を実現できるロータを展示
します。

ダナハーグループの各ブースを4社全部回ってアン
ケートにお答えいただいた方に、抽選で豪華景
品をプレゼント！ ダナハーグループ4社の製品を知る
チャンスです！

 ラボラトリーオートメーション 

Biomek NXP

微量高速冷却遠心機 

Microfuge 20シリーズ＆Microfuge 16

次世代フロア型超遠心機 

Optima XPN-100

コンパクト多機能遠心機

Allegra X-30R

Gallios測定の新ソフトウエア

Kaluza Acquisitionソフトウエア Gallios版*

フローサイトメトリー用

マルチカラー抗体試薬

高速冷却遠心機用ロータ

Avantiシリーズ用ロータ

新製品

新製品

ダナハーグループ4社合同  ポイントラリー実施！

in
OneOne

All Spin JS-5.3

JLA-8.1000
JS-7.5

＊2014年2月発売開始予定
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1台で4役可能なコンパクト遠心機や抗体試薬、高機能なGalliosのデータをさらにアトラクティブに表現できる新しいKaluza Acquisition
ソフトウエアGallios版をご紹介します。また、高速セルソーター MoFlo Astriosに新機能を搭載したMoFlo Astrios EQも展示予定です。

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42回 日本免疫学会
展示＆テクニカルセミナー開催

Exhibition
Information

2013年12月11日（水）〜13日（金）　会場：幕張メッセ 国際展示場 ホール7

1台4役の
コンパクト遠心機
コンパクトながら15mL/ 
50mLコニカル、サイト
チューブをより多く処理
できます。ロータを変え
るだけで、プレート遠心
機、1.5mLチューブ 微
量遠心機としてお使い
いただけます。

操作性が良いマルチカラー
解析ソフトウエア Kaluzaの
Gallios版が新登場。Gallios
の高度な先端技術をそのま
まに操作性をより向上させ
ました。
Galliosは、研究者のニーズ
である高い精度・正確度・
自動化・操作性および自由
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
を1つのパッケージとしたセ
ルソーター MoFlo Astrios
に 新 た な 機 能 を 搭 載し、
Astrios EQとなりました。
Astriosの解析機能がより
アップグレードし、新たなフ
ローサイトメーターの解析と
ソーティングの世界が広がり
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
抗ヒトCD抗体から、シグナ
ル伝達関連抗体、その他試
薬を2,700品目以上取り揃
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。

コンパクト多機能遠心機

Allegra X-30R

Gallios測定の新ソフトウエア

Kaluza Acquisitionソフトウエア Gallios版*
ハイエンドハイスピードセルソーター

MoFlo Astrios EQ

フローサイトメトリー用

マルチカラー抗体試薬

新製品 新製品

in
OneOne

「Roles of Ig in the generation of 
autoreactive B cells in BXSB-Yaa 
autoimmune prone mice.」

ベックマン・コールター　テクニカルセミナー　T2  12月11日（水） 12：00 〜 13：00 
幕張メッセ国際会議場 1階 103（F会場）

疋田 正喜 先生
京都大学医学研究科
次世代免疫制御を目指す創薬医学融合拠点(AKプロジェクト)
グループリーダー　

岩倉 洋一郎 先生　
東京理科大学生命医科学研究所 実験動物学研究部門 教授

演者

座長

会場までのアクセス （JR京葉線 海浜幕張駅　徒歩7分）

＊2014年2月発売開始予定
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厚手のコートが手放せない季節になってきましたね。寒がりのわたしに
とっては、冬眠する熊がうらやましい季節です。
今号より、渡り鳥さんより編集長を引き継ぎました。
今後も皆様とともに「前進・飛躍」していけるようProgressoを通して

お手伝いできればと考えております。
皆様が心待ちにするようなProgressoを目指して。今後ともよろしく
お願いいたします。　「く・り」

編 集 後 記

2013.11-12300（L）

アナライザー 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＞　12月2日（月）、1月31日（金）、2月14日（金）、2月28日（金）
＜大阪ビジョンセンター＞　1月23日（木）、2月18日（火）

Gallios 基礎コース
＜東京ビジョンセンター＞　1月23日（木）、2月21日（金）

Galliosプロトコル作成パーソナルトレーニング
＜東京ビジョンセンター＞　1月23日（木）、2月21日（金）

ベックマン ・ コールター　社内セミナー / トレーニング

セルソーター Two Day スクール
http://www.bc-cytometry.com/support&service/oneday_school.html

MoFlo XDP基礎コース
＜東京ビジョンセンター＞　12月19日（木）～20日（金）、1月27日（月）～28日（火）、2月12（水）～13日（木）

MoFlo Astrios 基礎コース
＜東京ビジョンセンター＞　1月29日（水）～30（木）、2月12日（水）～13日（木）

展示会 / セミナー

第36回 日本分子生物学会年会    　
12月3日（火）～5日（木）　 会場 ： 兵庫　神戸国際展示場

nano tech 2014
1月29日（水）～1月31日（金）　 会場 ： 東京　東京ビッグサイト

第42回 日本免疫学会学術集会  
12月11日（水）～13日（金）　 会場 ： 千葉　幕張メッセ

第13回 日本再生医療学会総会
3月4日（火）～6日（木）　 会場 ： 京都　国立京都国際会館

展示 展示

展示 / テクニカルセミナー 展示

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42回 FCMの基礎
2014年2月18日（火）　東京ビジョンセンター 

第43回 リンパ球サブセットとCD34陽性造血幹細胞測
2014年2月25日（火）　東京ビジョンセンター

第44回 細胞周期の基礎と応用
2014年3月13日（木）　東京ビジョンセンター

第45回 アポトーシスの基礎 
2014年3月14日（金）　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。


