Axygen®ロングリーチチップ

細長いチューブでのピペッティングに最適
A Corning Brand

New

細長いチューブでの貴重な試薬やサンプルのピペッティングに苦労したことはありま
せんか？ ハンドリングの最中にピペッターが容器と接触してコンタミネーションを心
配したことはありませんか？
それを解決する製品がここにあります。Axygen ロングリーチチップは、通常のチッ
プより細 長 い 形 状で、多くの主 要なリサーチグレードピペッターに適 合します。
一般的な実験はもちろん、高精度のピペッティングのニーズにも対応します。

特長
◗

細身で長い形状

◗

容量が目視できる目盛り線付き

◗

RNase/DNase フリーおよびノンパイロジェニック

◗

オートクレーブ可能（121℃、15 分）

◗

多様なパッケージサイズ

◗

ISO14644-1 クラス 8 認証施設にて製造

◗

US FDA USP クラス VI 適合の原料を使用

◗

製造工程では、原料のセントラルフィーディングシステムを採用し、外部からの
コンタミネーションを防止

10 µL ロ ン グ リ ー チ チ ップ を 使 用 する と、

200 µL ロングリーチチップは、バッファーロー

100 µ L や 1 mL チューブに入っている抗体な

ディングや細胞染色工程におけるピペッター

マトリゲルを用いた実験には、200 µL もしく
は 1000 µL ロングリーチチップの使用をお勧

どの試料をチューブ底から直接吸い出すこと

の シャフトとエジェクター 部 分 のコンタミ

めします。ピペッター のシャフトやエジェク

が可能です。また、チップが細長く表面積が

ネーションを防ぎます。

ターがボトルの口に接触することなく底のマ

小さいため、通常のチップに比べてチップ表

トリゲルまでチップの先端が届くため、コン

面への吸着によるサンプルロスも軽減します。

タミネーションのリスクを低減します。

1000 µL ロングリーチチップを用いたT25フラスコの培地交換は、シンプルかつ効率的

10 µL ロングリーチチップを用いて正確なマイクロピペッティングが可能

10µL ロングリーチチップ
◗

全長 45 mm のチップは、マイクロピペッティングに最適で、チューブ底へのアクセスが容易

◗

2 µL、5 µL、10 µL に目盛り線付き

◗

容量範囲：0.1 µL – 10 µL

◗

主要なピペッターブランドに対応したユニバーサルフィット

10 µl 5 µl 2 µl

200µL ロングリーチチップ
◗

全長 77.5 mm のチップは、ピペッターへ負担を与えることなく、容器の底まで簡単にアクセス

◗

10 µL、50 µL、100 µL、200 µL に目盛り線付き

◗

容量範囲：1 µL – 200 µL

◗

主要なピペッターブランドに対応したユニバーサルフィット

200 µl

100 µl 50 µl

10 µl

1000µL ロングリーチチップ
◗

全長 102 mm のチップは、ピペッターのシャフト部分のコンタミネーションを発生させることなく、

容器の底までアクセスが可能
◗

200 µL、500 µL、1000 µL に目盛り線付き

◗

主要なピペッターブランドに対応したユニバーサルフィット

◗

深めの容器のピペッティングに最適

1000 µl

500 µl

200 µl

製品情報
カタログ番号

製品名

T-10XT-C

10µL ロングリーチチップ 透明 バルク 滅菌なし

T-10XT-C-R-S

10µL ロングリーチチップ 透明 ラック入り 滅菌済み

T-200XT-C

200µL ロングリーチチップ 透明 バルク 滅菌なし

T-200XT-C-R-S

200µL ロングリーチチップ 透明 ラック入り 滅菌済み

T-1000XT-C

1000µL ロングリーチチップ 透明 バルク 滅菌なし

T-1000XT-C-R-S

1000µL ロングリーチチップ 透明 ラック入り 滅菌済み

包装仕様

メーカー
希望小売価格（円）

1000 本 ×10 パック

27,000

96 本 ×10 ラック ×5 パック

31,200

1000 本 ×10 パック

31,000

96 本 ×8 ラック ×5 パック

25,000

768 本 ×10 パック

28,000

96 本 ×8 ラック ×5 パック

31,600

• 価格は 2017 年 11 月現在のものです。価格は税抜き価格で記載しております
• 商品の外観・仕様は予告無しに変更することがあります。予めご了承ください。
• For a listing of trademarks, visit us at www.corning.com/lifesciences/trademarks
All other trademarks in this document are the property of their respective owners.
• 保証・免責事項：特に記載がない限り、記載中の製品は研究用機材および試薬です。診断、または治療用途には使用しないでください。また人体には使用しないでください。
コーニングライフサイエンスは本製品の臨床または診断用途でのいかなるパフォーマンスについても保証しません。
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