
『確実』を求めるならタイテックのディープウェルマキシマイザー

※外観及び仕様は改良のため予告なく変更することがあります。
※写真のデジタル表示ははめ込み合成です。

●培地は、ウェル容量の半分（1.0～1.5㎖）程度までにします。
四角穴の96穴ディープウェルプレートならば、ウェルあたりの容量は2.0～2.2㎖です。培地は1.0～1.5㎖程度にしておきます。これならば
キットでのプラスミドＤＮＡ抽出にも必要十分ですし、エアレーションも妨げません。
●シーリングには、通気性があって蒸発を低減できる粘着シールタイプを使います。
日本ジェネティクス（株）やナルジェヌンクインターナショナル（株）から販売されています。
●振とうは、培地の液面がウェルの高さの8分目程度まで来るように速度を設定して行います。
培地量をウェル容量の半分程度にしておけば、これで十分なエアレーションが得られます。なお、培地の量および粘性やウェル形状により
適する震動速度は変わりますが、なるべくシーリングの裏に培地が付かないように注意してください。付いてしまった場合は、培養
終了後にディープウェルプレート対応の遠心機でフラッシュしてからシーリングを剥がすか、注射針のようなヘッドのピペッター等で
穿刺して、シーリングしたまま培養液を吸い出します（クロスコンタミ防止のため）。

ディープウェルマキシマイザーM･BR-022UPは、96穴のディープウェルプレート／マイクロプレートおよび0.5/1.5/2.0㎖マイクロチューブに適した振とう機構になって
います。6穴～24穴のウェルプレートの振とうをお望みの場合は、最寄りの弊社サービスセンターまでお問い合わせください。

●96穴ディープウェルプレートは、四角穴タイプを使います。
コーニングインターナショナル（株）、日本ジェネティクス（株）などから販売されています。　また、試薬メーカーから販売されている
プラスミドDNA抽出キットに付属しているものもあります。

2008.10月度

実験ワンポイント
96穴ディープウェルプレートでの振とう培養のコツ

●培養中はマイクロチューブの蓋をなるべく緩めておきます。
特に好気的に培養を行う際に重要です。緩める場合、スクリューキャップ式のタイプが便利です。

●振とう撹拌（エアレーション）の効率を考慮し、培地は容量の半分程度までにしておきます。（右図参照）
マイクロチューブでの振とう培養のコツ

型名 M・BR-022UP

¥308,000

使用温度範囲

温度精度
温度調節器

速度表示
加熱冷却方式

撹拌方式

プログラム機能

重量
電源
価格

＋15℃～＋60℃
使用環境温度範囲 ＋5℃～＋35℃

±0.3℃～0.8℃
サーミスター温度センサー、ペルチェ素子反転PID制御式

デジタル表示
ペルチェ素子

水平偏芯震動式
震動速度 300～2500r/min

温度・時間9セグメント設定

約12kg
AC100V、1.5A

※本機には取り付けることが出来ないディープウェルプレートやマイクロプレートもあります。詳しくは
最寄りの弊社サービスセンターにお問い合わせください。

プレート架数 2枚
外形寸法 270×360×240Hmm

材質
マイクロチューブ取り付け数
外形寸法

分類番号

●マイクロチューブラック（別売）●仕様

EM-0524

￥9,000価格
※マイクロチューブはエッペンドルフタイプに適合します。
●全ての表示価格は消費税を含みません。●本カタログ内の写真の容器は付属しません。

EM-1524

EM-1524
＊EM-0524とEM-1524は卓上小型振とう機
インビトロシェーカーのMix-EVRにも
　ご使用頂けます。詳細は最寄りの弊社サービス
センターまでお問い合わせください。

インビトロシェーカー
Mix-EVR

24本（1.5㎖ /2.0㎖）
123×85×30Hmm

アルミニウム
24本（0.5㎖ ）
123×85×42Hmm

￥9,000

［ディープウェルプレート］
大腸菌や酵母などの振とう培養

試薬キットによるプラスミドDNAの調製
試薬キットによるゲノムDNAの調製

［マイクロプレート］
ELISA

ファージディスプレイ等でのパニング
タンパク質の定量反応

溶解度試験

［マイクロチューブ］
各種の酵素反応

大腸菌や酵母などの振とう培養

サンプルはミニマイズ、リザルトはマキシマイズ
ウェルプレート・マイクロチューブ対応恒温振とう培養機 

ディープウェルマキシマイザーディープウェルマキシマイザー
●１台で96穴ディープウェルプレート、96穴マイクロプレート、0.5/1.5/2.0㎖マイクロチューブを撹拌。
●ペルチェ素子により、室温以下（＋15℃～）にも設定可能。

2.0㎖マイクロチューブ

2.0㎖マイクロチューブの場合
培地は1.0㎖程度まで

スクリューキャップ式
2.0㎖マイクロチューブ

 ￥308,000（税抜き定価）

どれでもセットOK

ディープウェルマキシマイザーなら
マイクロチューブ

96穴マイクロプレート

2.01.50.5

96穴ディープ
ウェルプレート

【主な性能】使用温度範囲：＋15℃～＋60℃　加熱冷却方式：ペルチェ素子　撹拌方式：水平偏芯震動式　震動速度：300～2500r/min

〒065-0032札幌市東区北32条東1-1-3
〒981-3122仙台市泉区加茂2-3-6
〒305-0051つくば市二の宮3-22-2
〒343-0822埼玉県越谷市西方2693-1
〒111-0036東京都台東区松が谷3-10-17
〒226-0025横浜市緑区十日市場町827-7
〒939-8081富山市堀川小泉町1-10-6
〒458-0037名古屋市緑区塩見が丘2-311
〒612-8018京都市伏見区桃山町丹後21
〒664-0836兵庫県伊丹市北本町3-178
〒731-5128広島市佐伯区五日市中央7-5-4
〒811-3177福岡県古賀市今の庄1-11-15

タイテック商事（株）札幌営業所
仙台TSC.
筑波TSC.
本社TSC.
東京TSC.
神奈川TSC.
北陸タイテック（株）
名古屋TSC.
京都TSC.
大阪TSC.
広島タイテック（株）
九州タイテック（株）

011-711-2272
022-377-2761
029-852-3481
048-988-8347
03-5806-3301
045-984-4701
076-422-4484
052-895-7868
075-623-5450
072-771-3320
082-924-7846
092-943-4371

011-711-2273
022-377-2850
029-852-8822
048-988-8350
03-5806-3302
045-984-4704
076-491-4600
052-895-7869
075-602-7365
072-771-3321
082-924-7847
092-943-4372

taitec@seagreen.ocn.ne.jp
sendai@taitec.org
tsukuba@taitec.org
honsya@taitec.org
tokyo@taitec.org
kanagawa@taitec.org
hokuriku@taitec.org
nagoya@taitec.org
kyoto@taitec.org
osaka@taitec.org
hiroshima@taitec.org
kyusyu@taitec.org
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どれでもセットOK
なら

96穴ディープウェルプレート
ディープウェルブロックなどとも呼ば
れる容器です。本来はサンプル保存用の
容器でした。振とう培養には、四角穴タイ
プが向きます。複数メーカーの製品に
対応します。

●大腸菌や酵母などの振とう培養
●試薬キットによるプラスミドDNAやゲノムDNAの調製

主なアプリケーション

M・BR-022UPに
セットできる個数 2個

主なアプリケーション

96穴マイクロプレート
ELISAではお馴染みの容器です。
EL ISAやファージディスプレイでは
平底タイプがよく使われます。複数
メーカーの製品に対応します。

●ELISA
●ファージディスプレイ等でのパニング

2個M・BR-022UPに
セットできる個数

0.5/1.5/2.0㎖マイクロチューブ
マイクロチューブは別売のマイクロチ
ューブラックを用いてセットできます。0.5㎖
用はEM-0524、1.5㎖および2.0㎖用は
EM-1524になります。複数メーカーの
製品に対応します。

主なアプリケーション主なアプリケーション
●各種の酵素反応
●大腸菌や酵母などの振とう培養

2個M・BR-022UPに
マイクロチューブラックがセットできる個数

1.5/2.0㎖用マイクロチューブラック
EM-1524（24本架）￥9,000

EM-1524

どれでもセットOK

ディープウェルマキシマイザーなら

マイクロチューブラックはマイ
クロプレートと同じフットプリン
トです。マイクロチューブ24本
架け(6本×4列)で列表示があり
実験台や氷バケツの上でチュー
ブ立てとしても活用できます。
また、EM-1524は1.5/2.0㎖マ
イクロチューブの両方を挿してご
使用できます。

 

培地1㎖あたりコロニー1個の菌濃度から培
養し、一般的な振とう培養機と効率を比較し
ました（右図中の「DWP」はディープウェルプ
レートの略です）。培地量はディープウェルプレ
ートではウェルあたり1㎖、三角フラスコでは
200㎖容量のものに対し50㎖です。いずれ
の容器も通気性粘着シートでシールしまし
た。培養温度は30℃です。ディープウェルマキ
シマイザーM・BR-022UPは三角フラスコを用い
た標準的な培養効率を大腸菌よりも菌体が
大きい酵母においてもディープウェルプレー
トで実現できました。

96穴 ディープウェルプレートを用いた酵母（Saccharomyces cerevisiae）の振とう培養効率 マイクロチューブを用いた振とう培養における通気の確保

マイクロチューブ

96穴 ディープウェルプレート

96穴マイクロプレート
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DWP/M･BR-022UP、1400r/min
DWP/一般的な振とう培養機、300r/min
三角フラスコ/一般的な振とう培養機、150r/min

マイクロチューブで酵母を12時間振とう培養して吸光度(5本
の平均値)を96穴ディープウェル(5ウェル平均値)と比較し
ました。「MTフタ閉め」は2.0㎖マイクロチューブ(培地1㎖)でフ
タを閉めたまま培養したもの、「MTフタ1度開け」は2.0㎖マイ
クロチューブ（培地1㎖）で6時間目に1度フタを開けて換気
したもの、「MTフタ緩め」はスクリューキャップの1.5㎖マイ
クロチューブ(培地0.75㎖)でフタを緩めたまま培養したもの、
「DWP＋通気シート」は96穴ディープウェルプレート(培地1㎖)
に通気性粘着シートでシールして培養したものです。いず
れも植菌量は揃えてあります。このようにマイクロチュー
ブで培養する場合は、チューブのフタを緩めておくこ
とが望ましいと考えられます。

EM-1524の使用例

でも、プライスはスマイル ￥308,000（税抜き定価）
＋15℃までの冷却機能が付いて、この価格です。

どの容器でも均一にしっかり撹拌できます

ディープウェルマキシマイザーM･BR-022UPは、タイテックが培った96穴のディープウェルプレート/
マイクロプレートやマイクロチューブの効率的な水平偏芯震動式の撹拌機能に加え、ペルチェ
素子により室温以下の温度コントロールも可能にしました。

だから、リザルトがマキシマイズ だから、サンプルがミニマイズ
ディープウェルマキシマイザーM･BR-022UPは、96穴のディープウェルプレート/マイクロプレー
トおよび0.5/1.5/2.0㎖マイクロチューブといった、小量多検体処理に用いられる容器専用の
恒温振とう培養機です。

1 2 3

0r/min 1000r/min 1350r/min 1700r/min

＊四角穴の96穴ディープウェルプレートを使用しました。2.2㎖/wellの容量に対し、1.2㎖の試料水を入れました。

容器がしっかりと固定できるので、どの試料も均一に撹拌できます。

実験データ 実験データ

2.0
㎖

1.5
㎖

0.5
㎖

0.5/1.5/2.0㎖
マイクロチューブを
セットする

96穴ディープウェルプレート
96穴マイクロプレート
をセットする

M・BR-022UPでマイクロチューブを振とうするには、別売の
マイクロチューブラック(EM-0524またはEM-1524)が必要です

＊M・BR-022UPでマイクロチューブ
  を振とうするには、別売のマイ
　クロチューブラック(EM-0524
　またはEM-1524) が必要です。

1.5 0.52.0
㎖ ㎖ ㎖

使用可能な容器


