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BenchTop Pipettor
（ベンチトップセミオート分注システム）

クイックガイド

作成：2012/04/19 Rev.0.1

※機器を使用する際の注意事項・設置条件などを、事前にオリジナル
の英文マニュアルで必ずご確認下さい。

なお、本体プラスチック部分はUV耐性がありませんので、クリーン

ベンチ内などではご使用いただけませんのでご注意ください。
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1．装置の概要
コントロールパネル

⑦ 電源オンボタン ⑧ 電源オフボタン

⑩ メニューボタン⑨ キャンセルボタン

⑥チップイジェクトボタン⑤ 決定ボタン

② 吸引ボタン ③ 吐出ボタン

① 表示ディスプレイ

④ コントローラー

本 体① 電源接続ポート

③ ハンドル

④ チップ装着ヘッド

⑧ 電源コード

専用チップ（別売品）

⑥ 384ウェルプレート用アダプター
（プレートやリザーバーは

付属しません）

② ヘッド降下位置調整ポスト

⑤ チップラック
ホルダー

⑦ 移動用レール

One Touch Tip 1-330μｌ

背面

ご注意
専用チップ以外のチップは、絶対に使用しないでください。
推奨品以外のチップの使用によって、万が一、トラブルが
発生した場合、保障の対象外となります。
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2．セットアップ方法概略（1）

ご注意
本製品を輸送する場合、輸送中のトラブルを回避するため、上記を
ご参照のうえ、必ず「垂直方向のロック」と「水平方向のロック」を
実施してください。
ロックをせずに輸送し、万が一、トラブルが発生した場合、保証の
対象外となりますので、ご注意ください。

（1） 可動部の輸送用ロックの解除 （初回の設置時のみ）

本装置には輸送中のトラブル回避のため、可動部のロック機能があります。セットアップする場合、
以下の手順で解除ください。（輸送する場合は、逆の手順でロックしてください。）

① 水平方向
（本体）

② 垂直方向（チップ装着ヘッド）

① 水平方向のロックの解除

② 垂直方向のロックの解除

＜垂直 ： ロックされた状態＞ ＜水平 ： ロックが解除された状態＞

ピンを引き上げ、ピンを垂直に90°回転させるとロックを解除できます。
（ロックする場合、本体を図1のように中央位置にセットし、ピンを90°回転して固定します。）

ピン

＊ロックする場合、ネジが固定穴に固定されたか、
ハンドルを上下してご確認ください。
ネジが固定穴の位置からずれていると、固定され
ませんので、ご注意ください。

以下の２ヶ所のネジを緩めることで、ロックを解除できます。
（ロックする場合、チップ装着ヘッドを図1の固定位置に下げて、それぞれのネジが固定穴＊に

固定されるように締めます。）

図1

①

②

①
②
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2．セットアップ方法概略（2）
（2） 装置の使用準備

① 電源ケーブルの接続

② チップ、リザーバー、プレートのセット

③ チップ装着ヘッドの降下位置の調整

本体背面の電源接続ポートに電源を接続します。
電源接続ポート

向かって、左「専用チップ」、中央「リザーバー」、右「プレート」になるよう、それぞれセットします。

ハンドルでヘッドをチップに押し込み、
しっかり装着します。

専用チップ
ラックホルダーに
スライドしてしっかり
固定します。

リザーバー
分注したい溶液を
入れたリザーバーを
置きます。

プレート
溶液を分注したい
プレートを置きます。

96ウェルプレートはそのままセットしますが、
384ウェルプレートの場合、付属の
「384ウェルプレート用アダプター」を

ご使用ください。

リザーバーやプレート底面にチップ先端が当たらない（
僅かに浮く）位置になるよう、ヘッドの高さを調整し、
それに合わせてポストの高さを調整します。
（空のリザーバーやプレートを使用すると便利です。）

チップが揃ってヘッドに装着されていることを
確認します。

1） ヘッドにチップを装着します。

2） ヘッド降下位置調整ポスト（リザーバー用、プレート用）の高さをそれぞれ調整します。

リザーバー用ポスト

プレート用ポスト
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3．使用方法（～溶液の吸引）

（1） 電源オンボタンを押して装置の電源を入れ、ヘッドにチップを装着します。

（2） ASPIRATE（吸引ボタン）を押します。

ハンドルでヘッドをチップに押し込み、
しっかり装着します。

（4） ヘッドを“降下位置調整ポスト“の位置まで下げ、ENTER（決定ボタン）を押して、
溶液を吸引します。

容量は0～250μｌに設定できますが、
分注精度が得られる5μｌ以上でご使用

ください。

＜容量＞ ＜分注精度＞
5 - 20μｌ ±6％

25 - 250μｌ ±4％

吸引・吐出スピードは、下記の手順で
変更できます。

1） MENUボタンを押し、コントローラーで“Option”を
選択し、ENTERボタンを押します。

2） コントローラーを回転して、画面に“Motor Speed”を
表示させます。

3） ENTERボタンを押します。
4） コントローラーを回転して、Fast/Medium/Slow から

選択します。
5） ENTERボタンを押して決定します。

（3） コントローラーを回転して、希望する吸引容量に設定します。

電源オンボタン

チップが揃ってヘッドに装着されていることを
確認します。
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3．使用方法（～溶液の吐出・分注）
（5） DISPENSE（吐出ボタン）を押します。

（6） コントローラーを回転して、希望する吐出容量に設定します。

（7） ヘッドを“降下位置調整ポスト“の位置まで下げ、ENTER（決定ボタン）を押して、
溶液を吐出します。

現時点で、チップに吸引されている量は
“Current Volume”で表示されています。
その範囲内で、複数回に分けて分注することも可能です。

（例）
Current Volume : 100μｌ ⇒ 100μｌ ｘ 1回

又は 50μｌ ｘ 2回
又は 25μｌ ｘ 4回 など

＊分注精度が得られる5μｌ以上でご使用ください。

チップの溶液を全て吐出し、Current Volumeがゼロに
達すると、“Raise Tips”と表示されます。

ENTERを押して、待機状態に戻します。

＜補足 ： 384ウェルプレートへの分注＞

384ウェルプレートアダプターの4隅に合わせて、
それぞれ吐出（96ウェルｘ4回）することで、
全てのウェルに分注することが出来ます。
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3．使用方法（溶液のミックス）

以下の方法でミックス操作が可能です。
1） チップが空になっていることを確認します。
2） ヘッドを下げて、チップ先端を溶液内に入れます。
3） MENUボタンを押します。
4） コントローラーでMixを選択してENTERを押します。
5） コントローラーでミックス量を選択し、ENTERを押します。

⇒ウェル内のサンプル量の半分量が目安量です。
6） コントローラーでサイクル数を選択します。

⇒０～25サイクル
7） ENTERを押すと、ミックスを開始します。

（1） チップをイジェクトするために、まずはヘッドを適切な高さまで下げます。

4．操作の終了

（2） EJECT（イジェクト）ボタンを押して、チップをイジェクトします。

チップの先端が、チップラックの穴に少し入るくらいが
適切です。
ヘッドを下げずにチップをイジェクトすると、チップが
上手くラックに納まらず、散らばってしまいますので、
ご注意ください。

（3） 電源オフボタンを押して操作を終了します。

電源オフボタン
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5．プログラミングによる使用方法

本装置では、最大100ステップで構成されるプログラムを作成し、内部のフラッシュメモリーに
保存することが可能です。（ただし、プログラム数としては1プログラムのみとなります。）
MENUボタンを押し、コントローラーを用いて”Program”を選択すると、プログラムのラン、削除、
編集が可能となります。
詳細は英文マニュアルに記載がございますので、ご確認ください。
（本クイックガイドでは、以下のコマンドのご紹介のみとなります。）

Run
Delete
Edit

メモリーに保存したプログラムを実行します。
保存してあるプログラムを削除します。
保存してあるプログラムの編集できます。
プログラムが保存されていない場合は新規作成ができます。

Nop “オペレーションなし“のコマンドです。
このステップは無視され、次のステップへ実行が移動します。
プログラムにおいて、1つ以上のステップを取り消したい時に、このコマンドで
上書きすると便利です。

Cls スクリーンをクリアーします。

Wait ユーザーがENTERボタンを押すまで待機します。

Pause <time delay> 1/1,000秒単位でタイムラグを発生させます（0～50,000）。

Print <display line> <message> スクリーン上にテキストを表示します。
第1パラメーターは、スクリーン上のどのライン（ライン1または2）に
表示させるか選択します。
第2パラメーターは、表示させる登録済みテキスト（メッセージ）を選択します。

表示可能なメッセージ：
”Enter to continue”（継続する場合はEnter）
“Prepare to Aspirate”（吸引の準備）
“Prepare to Dispense”（排出の準備）
“Done”（終了）
“Aspirate”（吸引）
“Dispense”（排出）

Asp <volume> パラメーターで設定した量のサンプルを吸引します（0～250μl）。
＊分注精度が得られる5μｌ以上でご使用ください。

Disp <volume> パラメーターで設定した量のサンプルを排出します（0～250μl）。
＊分注精度が得られる5μｌ以上でご使用ください。

Eject ノズルからチップをイジェクトします。
コントロールパネルのEJECTを押しても同じ動作を行います。

Repeat/Next <repetitions> ステップの実行を繰り返します。
パラメーターは、まとまったステップの実行を何回繰り返すかを設定します（0～250）。
ステップのまとまりは、”Repeat”コマンドの次のステップから始まり、
”Next”コマンドで終了します。

End プログラムの最後のステップで、プログラムの実行を終了させます。
プログラムが終了するとヘッドが待機位置へ戻り、
スクリーンはメインメニューを表示します。

＜コマンド一覧＞

＜プログラムメニュ一覧＞
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5．メンテナンス

一般的な機器類と同様、装置に液体や汚れがついた場合は、すぐに拭き取ってください。
クリーニングには、水または70％エタノールで湿らせた清潔な布やスポンジを
ご使用ください。
特に、水平方向の移動をスムーズに保つため、レール部分は定期的に（1ヶ月に1回程度）
クリーニングしてください。

＜ヘッドのクリーニングについて＞
ヘッドは分解せずに、ノズルを中心に水または70％エタノールで湿らせた清潔な布や
スポンジでクリーニングしてください。

ご注意
・水または70％エタノールは、装置に直接スプレーしないでください。
・クリーニングの際は、必ず電源コードをコンセントから抜いてください。
・スクレーパーなど、本体を傷つける器具は使用しないでください。
・アセトンなどの有機溶剤は使用しないでください。


