Low Retention Tips | ザルトリウス スマートチップ
(ﾛｰﾘﾃﾝｼｮﾝ)
最高の回収率を得るための最高の液体フロー

サンプル回収率を最大化して
			 貴重な試薬のロスを最小限に
界面活性剤が含まれる液体の分注は、
スタンダードチップ（標準ﾁｯﾌﾟ）を使用
する際、実験結果に影響を及ぼす恐れ
があります。PP樹脂製スタンダードチ
ップとサンプル間の表面エネルギーが
異なるため、残液がチップに残存して
しまうことが少なくありません。
この、
残存液は、精度の取れない分注や、貴
重なサンプル、高価な試薬のロスの原
因となります。

スタンダードチップ

この問題を解決するため、当社では先
進技術を活用して、極めて耐久性に優
れた超疎水性の表面を持つローリテ
ンションチップを開発しました。
この特
長により、界面活性剤を含む液体や、
表面張力の低いその他の液体を扱う
際のサンプルの回収率を最大限にし
ます。

ピペッティングにおける再現性の向上
は、試薬に界面活性剤が含まれることが
多い、分子生物学的アプリケーションで
特に有効です。

⹅⹅
⹅⹅PCR、
リアルタイムPCR
⹅⹅クローニング、
配列決定、
その他のDNA

およびRNA技術

⹅⹅SDS-PAGEなどのタンパク質解析手法

タンパク質精製技術

ザルトリウススマートチップ
(ﾛｰﾘﾃﾝｼｮﾝ)

SafetySpace™フィルター付きローリテンションチップで
より確実なサンプル回収を!
極めて疎水性の高いチップ表面に加
えサンプルとフィルター間にセーフテ
ィエアギャップがあることにより、液
体の流れがよりスムースになります。
また、サンプルとフィルター間の接触
リスクが軽減されます。その結果、サ
ンプル回収率がさらに向上します。

このチップは、次のような分子生物学的ア
プリケーションに最適です。
⹅⹅試薬に界面活性剤が含まれる
⹅⹅クロスコンタミネーションの防止が極め
て重要
⹅⹅電動ピペットの連続分注モードで予備
吸引をして使用する場合

ザルトリウススマートチップ(ﾛｰﾘﾃﾝｼｮﾝ)は
			
サンプルロスを最小限に抑えます
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結果
ザルトリウススマートチップ（ローリテ
ンション）は残存液量が最も少ない。
一方、他社製のローリテンションチッ
プの中には、ザルトリウススタンダード
チップ（標準チップ）
と同等の性能のも
のも見られる。ザルトリウスローリテン
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残存液 [µl]

試験条件
着色済みPCRバッファー120 µl（界面活
性剤を含む）を、ザルトリウスmLINE®
手動ピペットで分注した場合の他社メ
ーカー3社のローリテンションチップと
ザルトリウススタンダードチップおよ
びザルトリウススマートチップ（ローリ
テンション）を比較。
チップに残った液体残量を重量法を
用いて測定。各メーカーの全てのチッ
プは10回繰り返しでテストされた。エ
ラーバーは標準偏差を表す。

5,00

ションチップは、PCRセットアップにお
ける最高のピペッティング精度を達成
しました。

ザルトリウススマートチップ（ローリテンション）は
耐薬品性に優れています
耐薬品性の比較

結果
他社チップは試験後、その機能の一部
を徐々に失い、耐薬品性が損なわれ、
結果が一律ではないことが分かりま

ザルトリウス ス
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試験条件
前処理3社のローリテンションチップと
ザルトリウススタンダードチップおよ
びスマートチップ（ローリテンション）
を比較。試験では、1000 µlの各溶媒全
量に対して、ザルトリウスPicus電動ピ
ペットを使用し、すべての試験用チッ
プで20回のピペッティングを実施。蒸
留水で3回のすすぎを行った後、
この
処理の効果を着色された溶液を使用
し、吸光度法により、測定しました。す
べてのチップは、6回繰り返しでテスト
された。
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す。一方、ザルトリウススマートチップ（
ローリテンション）の性能は、乱れること
がなく一定で安定した結果を導きます。

DMF

一貫性の向上
		確実で信頼のおける結果
最高の回収率を得る為の
最高の液体フロー
サンプルや試薬の
⒉⒉ 最小限のロス

優れた再現性
より正確で一貫性のある
ピペッティング結果
頼性の
⒉⒉ 信
向上を実現

高い耐薬品性
低溶出
確実なサンプルで
⒉⒉ 整合性ある結果を

仕様と詳細
ザルトリウス スマートチップ（ローリテンション）
型番
LH-L790010
LH-L790012
LH-L790200
LH-L790202
LH-L790350
LH-L790352
LH-L791000
LH-L791200
LH-L791210











包装形態

RNase, DNase,
ｴﾝﾄﾞﾄｷｼﾝﾌﾘｰ 滅菌済

商品名

容量

長さ

ｻﾞﾙﾄﾘｳｽ ﾛｰﾘﾃﾝｼｮﾝﾁｯﾌﾟ

0.1-10 µl

31.5 mm

ｼﾝｸﾞﾙﾗｯｸ

ｻﾞﾙﾄﾘｳｽ ﾛｰﾘﾃﾝｼｮﾝﾁｯﾌﾟ

0.1-10 µl

31.5 mm

ﾘﾌｨﾙﾀﾜｰ

ｻﾞﾙﾄﾘｳｽ ﾛｰﾘﾃﾝｼｮﾝﾁｯﾌﾟ

0.5-200 µl

51 mm

ｼﾝｸﾞﾙﾗｯｸ

ｻﾞﾙﾄﾘｳｽ ﾛｰﾘﾃﾝｼｮﾝﾁｯﾌﾟ

0.5-200 µl

51 mm

ﾘﾌｨﾙﾀﾜｰ

ｻﾞﾙﾄﾘｳｽ ﾛｰﾘﾃﾝｼｮﾝﾁｯﾌﾟ

5-350 µl

54 mm

ｼﾝｸﾞﾙﾗｯｸ

ｻﾞﾙﾄﾘｳｽ ﾛｰﾘﾃﾝｼｮﾝﾁｯﾌﾟ

5-350 µl

54 mm

ﾘﾌｨﾙﾀﾜｰ

ｻﾞﾙﾄﾘｳｽ ﾛｰﾘﾃﾝｼｮﾝﾁｯﾌﾟ

10-1000 µl 71.5 mm

ｼﾝｸﾞﾙﾗｯｸ

•

10 x 96

ｻﾞﾙﾄﾘｳｽ ﾛｰﾘﾃﾝｼｮﾝﾁｯﾌﾟ

50-1200 µl 71.5 mm

ｼﾝｸﾞﾙﾗｯｸ

•

10 x 96

ｻﾞﾙﾄﾘｳｽ ﾛｰﾘﾃﾝｼｮﾝﾁｯﾌﾟ ﾛﾝｸﾞ

50-1200 µl 90 mm

ｼﾝｸﾞﾙﾗｯｸ

•

10 x 96

•

数量
10 x 96
10 x 96

•

10 x 96
10 x 96

•

10 x 96
10 x 96

SafetySpace™ フィルター付きスマートチップ（ローリテンション）
型番
LH-LF790011
LH-LF790021
LH-LF790101
LH-LF790201
LH-LF790301
LH-LF791001
LH-LF791211

商品名

 ｻﾞﾙﾄﾘｳｽ ﾌｨﾙﾀｰ付きﾛｰﾘﾃﾝｼｮﾝﾁｯﾌﾟ.
 ｻﾞﾙﾄﾘｳｽ ﾌｨﾙﾀｰ付きﾛｰﾘﾃﾝｼｮﾝﾁｯﾌﾟ
 ｻﾞﾙﾄﾘｳｽ ﾌｨﾙﾀｰ付きﾛｰﾘﾃﾝｼｮﾝﾁｯﾌﾟ.
 ｻﾞﾙﾄﾘｳｽ ﾌｨﾙﾀｰ付きﾛｰﾘﾃﾝｼｮﾝﾁｯﾌﾟ.
 ｻﾞﾙﾄﾘｳｽ ﾌｨﾙﾀｰ付きﾛｰﾘﾃﾝｼｮﾝﾁｯﾌﾟ
 ｻﾞﾙﾄﾘｳｽ ﾌｨﾙﾀｰ付きﾛｰﾘﾃﾝｼｮﾝﾁｯﾌﾟ.
 ｻﾞﾙﾄﾘｳｽ ﾌｨﾙﾀｰ付きﾛｰﾘﾃﾝｼｮﾝﾁｯﾌﾟ.

ザルトリウススマートチップ シングルラック

RNase, DNase,
ｴﾝﾄﾞﾄｷｼﾝﾌﾘｰ 滅菌済 数量

容量

長さ

包装形態

0.1-10 µl

32 mm

ｼﾝｸﾞﾙﾗｯｸ

•

•

10 x 96

0.5-20 µl

51 mm

ｼﾝｸﾞﾙﾗｯｸ

•

•

10 x 96

2-120 µl

51 mm

ｼﾝｸﾞﾙﾗｯｸ

•

•

10 x 96

5-200 µl

52.5 mm

ｼﾝｸﾞﾙﾗｯｸ

•

•

10 x 96

5-300 µl

52.5 mm

ｼﾝｸﾞﾙﾗｯｸ

•

•

10 x 96

50-1000 µl

78 mm

ｼﾝｸﾞﾙﾗｯｸ

•

•

10 x 96

50-1200 µl

90 mm

ｼﾝｸﾞﾙﾗｯｸ

•

•

10 x 96

ザルトリウススマートチップ リフィルタワー

価格
ラック入り

リフィル

フィルター

型番

ザルトリウス スマートチップ（ﾛｰﾘﾃﾝｼｮﾝ）

価格

LH-L790010
LH-L790200
LH-L790350
LH-L791000
LH-L791200
LH-L791210
LH-L790012
LH-L790202
LH-L790352
LH-LF790011
LH-LF790021
LH-LF790101
LH-LF790201
LH-LF790301
LH-LF791001
LH-LF791211

10μL, 96本x10ﾗｯｸ , 未滅菌
200μL, 96本x10ﾗｯｸ , 未滅菌
350μL, 96本x10ﾗｯｸ , 未滅菌
1000μL, 96本x10ﾗｯｸ , 未滅菌
1200μL, 96本x10ﾗｯｸ , 未滅菌
1200μL ﾛﾝｸﾞ, 96本x10ﾗｯｸ , 未滅菌
10μL, 96本x10ﾄﾚｲ , 未滅菌
200μL, 96本x10ﾄﾚｲ , 未滅菌
350μL, 96本x10ﾄﾚｲ , 未滅菌
10μL, ﾌｨﾙﾀｰ付き, 96本x10ﾗｯｸ,滅菌済
20μL, ﾌｨﾙﾀｰ付き, 96本x10ﾗｯｸ,滅菌済
120μL, ﾌｨﾙﾀｰ付き, 96本x10ﾗｯｸ,滅菌済
200μL, ﾌｨﾙﾀｰ付き, 96本x10ﾗｯｸ,滅菌済
350μL, ﾌｨﾙﾀｰ付き, 96本x10ﾗｯｸ,滅菌済
1000μL, ﾌｨﾙﾀｰ付き, 96本x10ﾗｯｸ,滅菌済
1200μL ﾌｨﾙﾀｰ付き, 96本x10ﾗｯｸ,滅菌済

¥9 800
¥9 800
¥9 800
¥9 800
¥9 800
¥9 800
¥6 800
¥6 800
¥6 800
¥15 800
¥15 800
¥15 800
¥15 800
¥15 800
¥15 800
¥15 800
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