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MoFlo Astrios EQの特長

● 世界初の細胞径0.2μmの検出を可能にする高感度前方散乱光（eFSC）

● 最大7レーザー、51検出器ポジション（2つのeFSC検出器と各レーザーに対して7検出器）

●すべての搭載レーザーのFSC、SSC、蛍光をトリガーとして検出可能＊

● サンプル測定に必要な検出器の選択が容易

●アプリケーションに応じて簡単に光学フィルターの配置交換が可能
＊ UVは除く

ベックマン・コールターのMoFlo Astrios EQは、従来の
複雑なソーティングをシンプルにし、さらに自由度の高い
アプリケーションを直観的な操作で簡単に行えます。
MoFlo Astrios EQは、今までのハイエンドハイスピード
セルソーター AstriosをベースにWindows 7と新バー
ジョンSummit 6.2ソフトウエアに変更しただけではありま
せん。Astrios EQの最も重要な変更点は、2つのeFSC

（enhanced Forward Scatter）検出器を搭載したことで
す。これにより、従来のフローサイトメーターでは検出でき
ず、ソーティングもできなかった細胞・粒子を検出し、ソーティ
ングすることができます。同時に200nmから30µmまで
の3桁以上の大きさの違うものが含まれたサンプルでも測
定可能です。
Astrios EQには、細胞をソーティングするのに最適な液送
系と信頼の高精度エレクトロニクス、さらに無菌ソーティン
グに最適なビーズ不要のドロップディレイ技術が搭載されて
います。バイオハザードを必要とするような生物学的サンプ
ルをソーティングする際には、Astrios EQはオペレーター
と研究室の安全のためにバイオセーフティーキャビネットと
インテグレーションすることも可能です。

Robert Sleiman
Manager Marketing

Mktg-Strategic-Market Development
Beckman Coulter, Inc.

散乱光検出の新技術を搭載

Complete Sorting Package
MoFlo Astrios EQ

Flow  
Cytometry

New！

バイオセーフティーキャビネット付
MoFlo Astrios EQ

MoFlo Astrios EQ
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MoFlo Astrios EQは、研究の新たな発見を助けます。

eFSC (enhanced Forward Scatter)

2 つの eFSC 検出器には、さまざまな粒子特性を測定できる

Application-specificマスクと、幅広いレンジの粒子径を同時に

測定できるNeutral Density（ND）フィルターをそれぞれに設定す

ることができます。

下図の一番上のヒストグラムは、eFSC2検出器にNDフィルターを

入れずに測定することで、ノイズと0.2、0.3μmビーズの分解能が

よくなっていることがわかります。中央と一番下のヒストグラムは、

2つのFSCで0.2から30μmまでのダイナミックレンジを実現

アプリケーションに対応してFSCマスクの交換が可能

Astrios EQは、アプリケーションに応じた7種類のFSCマスクを、簡

単に交換することができます。マスクは、M、S、Pの3群に分かれ、S1

とS2マスクは低角度散乱の検出に使用し、大きな粒子の検出に効果

的です。M1とM2マスクは小さな粒子の検出に効果的で、幅広いダ

ND1フィルターを付けてeFSC1で測定することで、幅広いダイナミッ

クレンジで粒子を測定することができています。それぞれ粒子径が

見やすいようY 軸のスケールを変更して表示しています。

このように、それぞれのeFSC 検出器に異なったNDフィルターを

用いることで、0.2から30μmまでの粒子を測定できる完全なダイ

ナミックレンジを実現しました。

イナミックレンジの測定に対応します。P1、P2、P3はさまざまなアプリ

ケーションに対応できるよう、異なったサイズのブロッキングバーの形

になっています。

A- Microparticles B- Platelets  C- RBC
D-Lymphocytes E- Monocytes F- Granulocytes S-大きな粒子用　　M-小さな粒子用　　P-各種アプリケーション対応用

粒子径200nm〜300μmビーズ測定例

末梢血液測定例（FSCマスクMを使用）
FSCマスク

❺ FSC1のFSCマスク
❻ FSC2のFSCマスク
❼ FSC1のPMT
❽ FSC2のPMT

❶ eFSC PMT前のNeutral Densityフィルター
❷ レーザーブロッキングフィルター
❸ 着脱可能なFSCキャップ
❹ ビームスプリットキューブ

eFSCモジュール
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マルチカラー解析の蛍光補正を行うときの問題点の一つとして、各蛍光標識抗
体で蛍光補正を行うサンプルを用意しなければならず、細胞が十分量用意でき
ない場合正確な蛍光補正を行うことは難しいことでした。また抗原量の少ない
抗体では正確な蛍光補正がかけられないため、別に抗原量の多い抗体を準備す
る必要がありました。
ベックマン・コールターが提供するVersaComp Antibody Capture Beads 
Kitは、それらの問題を解決し、細胞を使わずに正確な蛍光補正が簡単に行え
ます。

あらゆるマルチカラー解析の蛍光補正をサポート

VersaComp 
Antibody Capture Bead Kit

Flow  
Cytometry

製品番号 製品名 容量 価 格（税別）

B22804
VersaComp Antibody Capture Bead Kit
　1×5mL Negative Bead、1×5mL Positive Bead

100テスト ￥25,000

Mouse

Rat

Rabbit

Hamster

VersaComp Antibody Capture Bead Kitは、さまざまな動物種の抗体およびアイソタイプをキャプチャーでき、フロー
サイトメーターで最もよく使用される青（488nm）、赤（638nm ／ 640nm）、紫（405nm）レーザーで細胞に近い自家
蛍光レベルを示します。

4



ベックマン・コールターでは、専門のWebサイトでフローサイトメーターおよび抗体試薬製品の最新情報をご提供してい
ます。また、フローサイトメトリーの原理やサンプルの調製方法、CDチャートやアプリケーション例等、初心者の方から日々
のご研究でサイトメトリーに携わる方までご利用いただけるコンテンツが盛り沢山です。ぜひご活用ください。

見やすさ・使いやすさを大幅にバージョンアップ

フローサイトメトリー専門Webサイト
サイトメトリードットコム

Flow  
Cytometry

リニューアルオープン

試薬・抗体検索
充実したCD抗体のラインナップ。
キット製品、試薬調製方法もご提供してします。

目的ページにすぐにアク
セスできるメニュー表示
になりました。

充実したサポート＆サービス
カスタマートレーニング、メンテナンスなど、さまざまな
サービスをご提供しています。

フローサイトメーターと周辺機器
最新のフローサイトメーターと周辺機器情報をご提供し
ています。

学会・セミナー情報も随時ご紹介

フローサイトメトリー技術情報
フローサイトメトリーの歴史、基礎から研究・臨床分野まで
幅広く知識を得ることができます。また、アプリケーション
集もご提供しています。

今すぐ検索！

新しくなったWebサイトのご感想や
ご意見・ご要望もお待ちしています。

サイトメトリードットコム 検索

アプリケーションのダウ
ンロードもより簡単にな
りました。
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機種 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 粒子直径)

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（小容量サンプルに対応）

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１）

醸造における発酵工程において、酵母細胞のサイズ分布解析が行われます。この
工程では、麦汁中の炭水化物が酵母によりアルコール、二酸化炭素および多数の
副産物に変わります。
発酵工程は幾つかのステージに分類され、各ステージにおいて酵母細胞の分析が
行われます。
酵母投入ステージでは、適切な濃度での酵母投入が求められ、その濃度が製品の
味を左右すると言われています。発酵ステージでは酵母が肥大化することがあるた
めサイズ分析が行われることがあります。さらに発酵ステージの末期においては、
凝集したタンパク様物質が生成されることが多く、酵母細胞とのサイズ分布データ
が必要となる場合があります。Zシリーズはこれらの分析業務に信頼性のあるデー
タを提供します（機種により測定データタイプが異なります）。
※  Ｚシリーズは1949年ウォレス Ｈ. コールターにより特許申請されたコールター原理を元に開発された細胞数カウントシス

テムのスタンダードです。その比類なきカウント精度はISO 13319として標準化され、あらゆる分野で活躍しているスタン
ダードモデルです。コールター原理は小さな径の細孔（アパチャー）に細胞を1個ずつ誘導し、正確に個数を測定します。

酵母細胞のサイズ分布をわずか10秒で迅速かつ高精度で分析！

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1） Z2 型で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） が必要です。

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!!

キャンペーン実施中！ 11ページもご覧ください

37℃、2時間にて培養された酵母細胞の直径分布を示しています。平均直径は
約3.5μMであり、７μM以上のピークは、アグリゲーション細胞を示します。
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Z1型シングルのデータ表示標準画面
お客様が設定したスレッシュホールドの値以上の直径
を持つセル数を表示します。

Z1型・Z2型デュアルのデータ表示標準画面
お客様が設定した２つのスレッシュホールドの値をもと
に、３つの範囲の直径を持つセル数を表示します。

最初のピークは酵母細胞であり、2番目のピークは凝集したタンパク様物質を
示します。このピークは酵母細胞のピークより大きな直径値で検出されます。

データ表示標準画面例

酵母細胞の測定データ例   ※解析ソフトウエア（オプション）使用
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遠心力

沈降経路長

図1　固定角ロータでのペレッティング中の粒子の動き

図2　スウィングロータでのペレッティング中の粒子の動き

超遠心機を使い始めた方から、固定角ロータとスウィングロータの使い分けがわからないと
言われることがあります。今回はそんな方の疑問にお答えします。
ロータの使い分けについて考える時に、超遠心機と汎用多本架遠心機の場合では少し異なり
ますが、超遠心の場合についてお話いたします。

ペレッティングで固定角ロータを使用する場合の利点

密度勾配遠心でスウィングロータを使用する場合の利点

●  より高回転数で使用できるため、高い遠心力を利用できる
●  スウィングロータと比べて、同容量であっても沈降経路長が短い

ため短時間で分離できる
●  サンプル本数が多く架けられる

●  ロータの取扱いが容易である
●  より多種類のチューブが使用できる（スクリューキャップ式のPC

ボトルアセンブリなどが可能）

●  スウィングロータの方が沈降経路長が長いので、密度勾配遠心
の分離能がよい

●  粒子が遠心力方向にダイレクトに沈降していくので、サンプルの
バンドが乱れない

●  肉薄のオープントップチューブ（PAチューブ、UCチューブ）がキャッ
プなしで使用できるためチューブの取扱いが容易であり、また
密度勾配作成も容易になる

また上記以外の目的では、次のようなケースでスウィングロータが使われます。

●  分離法としてはペレッティングになりますが、チューブの底にショ糖の濃厚溶液をクッションとして敷いておき、沈降したサンプル粒子が潰
れたり、または活性を失ったりしないようにするため。 例えば、ウィルスの分離にこの方法がよく使用されます。

●  遠心停止時に沈降したサンプル粒子が舞い上がるのを防ぐため。 スウィングロータは、減速中であっても常にチューブのトップから底の
方向に力（遠心力+重力）が加わるため、サンプル粒子の舞い上がりを最小限にすることができます。

以上のようなロータタイプの違いによる遠心沈降の特性を理解することによって、サンプルに応じた、より合理的な遠心分離が可能になるのです。
いかがでしたか？　次回も引き続き、ロータ使い分けのヒントをご紹介していきます。

それに対して、スウィングロータはショ糖などによる沈降速度法の密度勾配遠心でよく使用されますが、それは次の利点があるためです。

超遠心機用固定角ロータとスウィングロータは
どのように使い分けますか？

Centrifuge

ベックマン博士の一口メモ

超遠心分離法は大きく分けると、ペレッティ
ング法と密度勾配遠心法に分けることがで
きます。
固定角ロータでのペレッティングの場合に
は、サンプル中の粒子は図１のように、一度
チューブの側面に当たってから、側面を伝い
ながらチューブの底に移動していきます。
それに対してスウィングロータの場合には、
図 2 のように粒子はチューブの側面に当た
ることなくダイレクトにチューブの底に移動
していきます。
このような遠心沈降の理屈を考えると、本来
はスウィングロータの方が理に適っているの
です。
ところが、超遠心分離のペレッティングはほ
とんどのケースで固定角ロータが使われま
す。それは、固定角ロータには次のような利
点があるからです。

沈降経路長
遠心力

Axis of Rotation

Axis of Rotation

rmin (40.5mm)

rav (61.2mm)

rmax (82.0mm)

rmax (158.8mm)

rav (112.7mm)

rmin (66.7mm)
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単なる作業以上の価値をお客様に提供するためには───
昨今何かと話題に上る品質向上は、もちろん弊社においても重要な指針の一つです。その中で、サービス部門における品質
と、その向上についてご説明します。
現在弊社においては、作業後にお客様へ電話によるアンケートを実施しています。サービスエンジニアの対応など、いくつか
の項目について満足度を評価いただき、多くのコメントをいただいています。お客様の生の声はフィードバックされ、担当者は
チームリーダーとともに振り返りを行います。
今回は、実際にいただいたお客様の声をいくつかご紹介します。

お客様からの信頼向上のために

サービス部門の
満足度向上をめざして

Service
Division

アンケートでは、サービスエンジニアの対応に関して数種のご質問をしています。それぞれの項目から、

いただいたご意見を一部ご紹介します。

お客様のご返答からは、弊社に求めているものが見えてきます。わたしたちはいかにしてお客様の声に応

えるか、考えなければなりません。

サービス活動の評価は、訪問までの時間、作業終了までの経過時間、修復作業内容、修復作業の精度、全体的

な意見の5項目を基本に実施しています。加えて、弊社の魅力度を数値化（NPSといいます)し、アンケートからの

フィードバックが確実に展開され満足度を向上できるように業務手順書を作成します。

いただいた評価から算出されるポイントを品質目標として掲げ、日々サービスの品質改善に取り組んでいます。

またこの品質目標は日本だけでなく、グローバルに展開する企業として米国本社にも報告されます。全社でお

客様満足度の向上に努め、これからもご用命いただける会社を目指します。

お客様の声に耳を傾ける。

お客様の満足度を上げるために。

ベックマン・コールターではお客様にご満足いただけるアフターサービスを目指して、訪問修理のほか、
メンテナンス、保守契約、稼働性能適格性確認プログラムをご用意しています。
詳しくは弊社サービスエンジニアにお問い合わせください。

http://www.beckmancoulter.co.jp/support/product01.html

● 今回の訪問に関してのご意見をお聞かせください。
　… 丁寧な方でした。技術的に精通している印象を持ちました。
　…  いつも同じ担当者に来てもらっているが、適切に、迅速に対応してもらい助かっている。

● サービスにおいて最も重要な要素は何でしょうか。
　…  連絡から、次の対応までのスピード。
　…  迅速に対応してくれることが一番大切。

● お客様の評価を維持するために必要なことは何でしょうか。
　…  今回は非常に早く対応してもらえたが、時期によっては時間がかかることもある。いつも迅速な

対応をお願いしたい。
　…  生産中止になった装置へも保障、修理をしてくれること。
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小型遠心機を中心に、分析用超遠心システムの心臓部である光学系も展示します。遠心機で60年以上の歴史を誇るベックマン・コー
ルターブースへぜひお立寄りください。

3月は2つの展示会で各種製品をご紹介

再生医療学会/農芸化学会で
フローサイトメーターや遠心機を展示

Exhibition
Information

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

分析用超遠心システム

ProteomeLab XL-A/I
小型微量高速遠心機

Microfuge 20R
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

分析用光学系

サイトメトリー＆セルアナリシスカタログ 2013/2014
CDチャート

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解析ソフトウエア

KaluzaNEW

第13回日本再生医療学会総会 展示会

日本農芸化学会2014年度大会 展示会

2014年3月4日（火）〜6日（木）　国立京都国際会館

2014年3月28日（金）〜30日（日）　明治大学生田キャンパス

前処理に必要な遠心機、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
ご紹介します。
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キャンペーン期間 ： 2014年4月30日ご注文分まで

＜本体＋ロータのセット例＞
Avanti J-26S XP　¥2,350,000（税別）　
固定角ロータ JA-10　¥750,000（税別）

（10,000rpm、6×500mL）

軽量大容量ロータ
JLA-8.1000（8,000rpm、6×1,000mL）または JLA-9.1000（9,000rpm、4×1,000mL） の場合は、
1Lボトルも特別価格でご提供！

＜本体＋ロータ+1Lボトルのセット例＞
Avanti J-26S XP　¥2,350,000（税別）

固定角ロータ JLA-8.1000　¥2,050,000（税別）

1Lボトルアッセンブリ（6本）　¥207,000（税別）

1Lボトルアッセンブリ

¥4,607,000
価格（税別）

キャンペーン価格（税別）

¥3,455,250
キャンペーン価格（税別）

¥3,455,250

さらに

¥3,100,000
価格（税別） キャンペーン価格（税別）

¥2,325,000
キャンペーン価格（税別）

¥2,325,000

さまざまなアプリケーションに対応できる、多彩なロータをご用意しています。
Webサイトに掲載している一覧からお選びください。

※ロータは2個まで特別価格の対象となります。

高速冷却遠心機 Avanti J-26S XP
（MAX 26,000rpm / 82,000g）

Allspin JS-5.3

JLA-10.500

JLA-8.1000 JA-12

Avanti J-26S XP
本体とロータの
セット購入で  25%OFF!

高機能高速冷却遠心機  Avanti J-26S XP  

スプリングキャンペーン2014
Campaig

n

詳細は 遠心機スプリングキャンペーン 検索
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標準アパチャー アンプル用アパチャー
測定サンプル例

製品番号 アパチャー径
（μm）

測定範囲
（μm） 製品番号 アパチャー径

（μm）
測定範囲
（μm）

9912784 50 1～30 9913155 50 1～30 細菌、血球、
リンパ球、酵母

9912785 70 1.4～42 9913156 70 1.4～42 藻類

9912786 100 2～60 9913157 100 2～60 血管内皮細胞

9912787 140 2.8～84 － － － リポソーム

9912788 200 4～120 － － － 神経細胞、
プランクトン

100μmのアパチャー1本に加え、

今ならお好きな2本をプレゼント！

自動細胞計数装置
コールターカウンター Z（ゼット）シリーズ

■ 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

■ 細胞サイズ、体積の分布を表示
　（Z2型デュアル）

■ 細胞濃度（個/mL）を算出

■ 色、形状の影響なし　　　　

下記からお好きなアパチャーを2本お選びください。
100μmアパチャー1本は標準付属です。

2本
お
・

好
・

き
・

な
・

キャンペーン期間 ： 2014年4月30日ご注文分まで

アンプル用アパチャー
¥140,000（税別）

■ 微量測定に最適！
■ サンプル容量は数mLでOK！

注） アンプル用アパチャー接続をご希望
の場合、別途セットアップ費用がかか
ります。詳細は弊社へお問い合わせ
ください。

標準アパチャー
¥117,000（税別）

100μm アパチャー1本標準付属
キャンペーンでもう2本プレゼント！

10秒で細胞数を
カウント！

測定範囲
１～120μm

迅速・高精度
最大

￥280,000
お得です！

最大
￥280,000
お得です！

自動細胞計数装置 コールターカウンター Zシリーズ 

アパチャープレゼントキャンペーン
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寒さも幾分和らいで過ごしやすくなってきましたが、今度は花粉の
季節到来ということで、まだまだ外出の厳しい日々が続いていますね。
そんな中・・・ベックマンは今年も張り切ってキャンペーンをスタートさ
せています。Zシリーズ＆遠心機、ぜひ多くの方にお使いいただければ

と思います。後ろから読んでる方は、今すぐキャンペーンページを
チェック！ 4月末までです。

「く・り」　つぶやき【そろそろ青いのが発売です。。。】

編 集 後 記

2014.02-12300（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＞　 3月5日（水）、3月18日（火）、4月15日（火）、

4月30日（水）、5月9日（金）、5月21日（水）、
6月6日（金）、6月30日（月）

＜大阪ビジョンセンター＞　 3月18日（木）、4月15日（火）、5月20日（火）、
6月17日（火）

Gallios 基礎コース
＜東京ビジョンセンター＞　 3月12日（水）、4月9日（水）、5月14日（水）、

6月25日（水）

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＞　 3月12日（水）、4月9日（水）、5月14日（水）、

6月25日（水）

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＞　3月25日（火）～26日（水）、4月10日（木）～11日（金）、5月15日（木）～16日（金）、6月17日（火）～18日（水）

MoFlo Astrios 基礎コース
＜東京ビジョンセンター＞　3月27日（木）～28日（金）、4月24日（木）～25日（金）、5月22日（木）～23日（金）、6月19日（木）～20日（金）

展示会 / セミナー

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

日本農芸化学2014年度大会  
3月28日（金）～30日（日）　 会場 ： 神奈川　明治大学生田キャンパス

第62回日本輸血・細胞治療学会総会  
5月15日（木）～17日（土）　 会場 ： 奈良　奈良県文化会館

展示

展示 

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44回 細胞周期解析の基礎と応用　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

第46回 FCMの基礎　2014年4月22日（火）　東京ビジョンセンター

第47回 白血病解析の基礎　2014年5月27日（火）　東京ビジョンセンター

第48回 FCMの基礎　2014年5月28日（水）　東京ビジョンセンター

第49回 細胞周期解析の基礎と応用　2014年6月26日（木）　東京ビジョンセンター

第50回 アポトーシスの基礎　2014年6月27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。


