
Corning® Matribot® Bioprinter

Corning Matribot バイオプリンター
3D細胞培養とバイオプリンティングの世界へようこそ

バイオプリンティングは、細胞、スフェロイドまたはオルガノイドを懸 
濁したバイオインクを使用して 3D組織様の構造物を 1層ずつ作製しま
す 1。バイオプリンティングにより、in vivoで観察される構造的特徴を
再現し、組織の機能に影響を及ぼす細胞間の相互作用を探求することが
できます 2。

Matribotバイオプリンターは、室温下での操作が求められるハイドロゲ
ルの分注・プリンティングはもちろん、Corning マトリゲル基底膜マトリッ
クス、コラーゲンなどの温度管理が必要なハイドロゲルでも、保冷ブロッ
ク、保冷容器または低温実験室を使わずに、分注・プリンティングを可
能にする画期的なベンチトップ装置です。他のバイオプリンターとは異な
り、Matribotバイオプリンターは、温度制御プリントヘッド、断熱ノズル、
加温可能なプリントベッド、およびUV LEDシステムを備えたシリンジベー
スの押出しプラットフォームを採用しており、そのすべてが小さいフット
プリントに配置されています。

特長およびメリット
	◗ 簡便で安定した温度制御 – コンプレッサー不要で幅広い材料を分注で
きます。シリンジプリントヘッドは、マトリゲル基底膜マトリックスやコ
ラーゲンをはじめ、アルギン酸ベースのハイドロゲルなどのその他の
室温バイオインクまでさまざまな材料を使用でき、また、マルチウェ
ルプレート、ディッシュ、384ウェルまでのマイクロプレートなどの幅
広い容器に、高い精度と制御をもって分注することが可能です。

	◗ ラボスタンダードとしての装置 – 特別なカートリッジやカスタムチュー
ブは不要です。バイオプリンティング用のインクは、細胞との混合が
しやすい一般的なルアーロックシリンジを採用しています。

	◗ 冷却シリンジプリントヘッド – 冷却シリンジプリントヘッドは材料を冷
却できるため、マトリゲル基底膜マトリックスなどの温度管理が必要な
細胞外基質（ECM）材料を使用する際に最適です。プリントヘッドは
材料を目的の温度で安定に保つよう設計されており、また、バイオプ
リンターの断熱材はノズルチップの詰まりを低減します。

	◗ 加温プリントベッドおよび UVキュアシステム – 加温プリントベッドで
プリント表面の予熱や、プリンティング後の重合が可能です。これはマ
トリゲル基底膜マトリックスやコラーゲンなどの低粘性材料のプリント
構造を維持するのに役立ちます。装置にはUV架橋を必要とするイン
ク用に 405 nm LEDキュアシステムが搭載されています。

	◗ コンパクトなフットプリントと簡単なクリーニング – コンパクトな設計
により、Matribotバイオプリンターは標準的なクリーンベンチや安全
キャビネットに簡単に収まります。露出面は 70%エタノールやその他
の標準的なラボ用消毒剤、およびリントフリーのラボ用ワイプでクリー
ニングできます。

	◗ キャリブレーション – 表面プローブを用いた自動キャリブレーションま
たは非接触の手動キャリブレーションに対応しています。

	◗ システムの柔軟性 – ソフトウェアは STL、OBJ、または AMFファイル
に対応し、Windows®（XP 32 bit/7+）またはmacOS X（10.6 
64bit/10.7+）オペレーティングシステムをサポートします。また、
SDカードおよび LCDインターフェースを用いてユニット上で直接、カ
スタムGコードファイルを使用することも可能です。

	◗ 使いやすい機能性で 3Dの世界を探求する – ユーザーフレンドリーな
Corning DNA Studioソフトウェアには、パラメータを調節する機能
があり、アプリケーションに合わせて分注量およびプリント構造を最適
化できます。使いやすいようソフトウェアプログラムがあらかじめ組み
込まれています。層構造をバイオプリントし、2Dまたは 3D細胞培養
のアプリケーションに合わせて in vivo環境を高度に模倣します。

製品情報
カタログ 
番号 製品名 個 /ケース

メーカー希望 
小売価格（円）

6150 Matribot バイオプリンター 1 2,200,000



バイオプリンティング用インク

Corning® プルロニック犠牲インク（40%）は、すぐに使用できる犠牲・
補助用インクで、優れたプリント性を備えています。プリンティング後、
冷 PBSで洗浄することで、簡単に除去できます。プルロニック犠牲イン
クは、血管構造 3、マイクロ流体デバイスの流路 4、および複雑な組織
構造物の補助用スキャフォールドの作製に使用されます。

プルロニック犠牲インクは、水で 25% v/vに希釈でき、温度管理が必
要なハイドロゲルの分注を模倣するための学習ツールとしても使用でき
ます。

Corning スタート犠牲インクは、犠牲材料および学習目的のインクとし
て使用する水溶性ゲルです。ヒト細胞をプリントする前段階として複雑
構造のプリントを評価するのに適しています。

製品情報
カタログ 
番号 製品名 本 /ケース

メーカー希望 
小売価格（円）

6157 プルロニック犠牲インク 2.7 mL 5 15,000

6159 スタート犠牲インク 2.7 mL 10 25,000

消耗品

Corning スタンダード バイオプリンティングノズルはポリプロピレン製、
メスルアーコネクタ付きで、22G、25G、27Gから選択できます。

製品情報
カタログ 
番号 製品名 個 /ケース

メーカー希望 
小売価格（円）

6165
スタンダード  
バイオプリンティングノズル、 　
コニカル、27G - 200 µm、透明

50 10,000

6166
スタンダード  
バイオプリンティングノズル、　 
コニカル、25G - 250 µm、赤

50 10,000

6167
スタンダード  
バイオプリンティングノズル、　 
コニカル、22G - 410 µm、青

50 10,000
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•  価格は2022年12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 www.corning.com/lifesciences/trademarks. 

All other trademarks 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。

https://www.corning.com/jp/jp/products/life-sciences.html
mailto:CLSJP%40corning.com?subject=
mailto:ScientificSupportJP%40corning.com?subject=



