
3次元細胞培養を自動でシンプルに



3次元バイオロジー 
のパートナー

CELLINKはバイオプリンタ、バイオインク、3次元細胞培
養の最先端技術を提供するイノベーターであり、オンデマン
ドバイオプリントによるヒト臓器、器官の実現を目指して
います。

CELLINKは、エンジニアリング、ロボット工学、人工知
能、先進ゲノム、バイオプリンティングの分野の一流企
業と共にバイオコンバージェンスの力を活用してシナジー
を引出し、研究を加速させる製品とサービスを提供する
BICOファミリーの一員であることを誇りに思います。

私たちは共に健康の未来を創造していきます。



細胞沈殿なし

BIOPOD（オンデマンド・バイオプリンティング） 
技術を活用しあらかじめ検証されたプロトコル
を用いて3次元細胞培養を全自動のハイスルー
プットで行うバイオディスペンシングソリュー
ションです。

専用カートリッジによりボタンを押すだけで、細胞とハイ
ドロゲルを優しく均質に自動混合することができます。こ
の新しいアプローチにより、高い細胞生存率が確保され、
コラーゲンの中和も自動化できます。

新登場

ハイドロゲル押出の効率化
3つのカートリッジステーションは、それぞれ0℃から
60℃までの精密な温度制御が可能で、ECMハイドロゲル
やコラーゲン、GelMA、GelXAなどのバイオインクを手間
なくプリントすることができます。

高い精度と再現性
高精度の押出システムにより、どのような材料でも毎回再
現性のある結果を得ることができます。

優れた操作性
独自のBIOPOD技術（オンデマンド・バイオプリンティン
グ）を活用したこの最先端の機器には、検証済みプロトコ
ルや、細胞とハイドロゲル混合用カートリッジが搭載さ
れ、既存のどのシステムよりも使いやすいソリューション
を提供します。また、自動的に機器の検出・設定が行われ
るプラグアンドプレイ（PnP）式なので、接続後すぐにご
利用いただけます。



検証済みのプロトコル

ハイスループットソリューション
無菌状態を維持

高精度の自動キャリブレーション自動ノズルプライミングシステム

科学者のために科学者によって開発された検証済
みのプロトコルは、一貫性と再現性のある3Dモデ
ル作製を保証します。材料の選択から分注、ダウン
ストリーム分析方法の提案まで、ワークフローの
各ステップを通してユーザーをガイドします。

最大384ウェルまでのマイクロプレートに対応する
ことで、創薬アプリケーションに最適なソリュー
ションを提供します。 

CELLINK独自の完全密閉型クリーンチャンバー技
術と特許出願中の技術の組合わせにより、ラボ環
境におけるベンチトップ作業全体の無菌性を確保
することが可能です。

高精度の自動ノズルキャリブレーション機能で正
確に位置決めし、常に最適な分注を行うための一
連のセンサーを使用した業界最高水準の自動キャ
リブレーションによる、再現性のあるプリントを
確実にします。 

特許出願中のこのシステムは、カメラがノズルのつ
まりを検知すると、アルゴリズムを作動させてノズ
ルの自動プライミングを行います。

お客様の成功の
ための設計



バイオプリンタでは複雑なモデルの作製が可能ですが、バ
イオディスペンサーではシンプルなモデルや液滴のハイス
ループットな作製が可能です。

また、バイオディスペンサーは誰でも簡単に生体模倣モデ
ルを作製することができます。液滴と単純な形状の作製に
特化していることから、再現性を確保しモデルの作製ス
ピードを向上させることができます。さらにバイオディス
ペンサーはユーザー側での入力項目が少ないため、バイオ
プリンティングの世界では前例のないプラグアンドプレイ
体験（接続後直ぐに利用可能）を実現しました。

再現性のある作業を
完全自動化するために
3次元細胞培養の
障壁を低減
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この直感的なプラットフォームは、検証済みのビルトインプ
ロトコルを備えた最先端の装置と細胞とハイドロゲル混合用
カートリッジを組合わせることでBIOPOD（オンデマンド・
バイオプリンティング）技術を活用し、既存のどのシステム
よりも使いやすいソリューションを提供します。ど

の
よ
う
に
し
て
？

オートメーションの能力を最大限に活かすシス
テム
最新の直感的なソフトウェア（DNA Studio）が、システ
ムのセットアップからあらかじめ設定され検証済みのプロト
コルの選択まで、全ての手順をガイドします。トレーニング
の必要はありません。

BIO CELLX 
Studio

ボタンひとつでできる、バイオディスペンサー



コーディングの経験不要
直感的なユーザーインターフェースにより、コー
ディングの経験がなくてもご利用いただけます。

モデリング不要
3Dモデルを内蔵しているため、CADソフトを 
使う手間が省けます。

ウェル選択の柔軟性
プレート内の単一ウェルやカラムの選択は、指一
本で簡単に行えます。

最適化されたタッチパネル
手袋をした指でも操作が容易なインターフェース。

カメラビュー
分 注 さ れ る サ ン プ ル を カ メ ラ 越 し に 観 察 で き 
ます。

液滴サイズの調製が可能
目的や分析手法に合わせて、液滴（ドロップレッ
ト）の大きさが選べます。

1個から数千個のサンプルまで対応
複数のプレートを充填する手順を画面上で案内し
ます。

複数のユーザーが利用可能
MyCELLINKアカウントとの統合により、複数の
装置でプロトコルを使用することが可能です。



検証済みのBIO CELLXプロトコルでは、全ての
バイオマテリアルの選択は慎重に検討および評
価されています。実験ごとのバイオディスペン
シングで最大限の成果を得るために、ワークフ
ローを選択し、厳密にテストしています。 

アプリケーションに特化
したバイオマテリアル

細胞生存率を優先

最適化されたハイスループット

生体内生物学を再現

定義された構成物の硬さ

バイオマテリアルは、分注プロセスに合わせて特別に調製され、分注後の細胞
生存率を最大化し、創薬ワークフローを効率化します。 

TeloCol®-10（コラーゲン）のようなバイオマテリアルを
ゲル化させる際の正確な温度管理が可能です。実験ごとの
全体的なスループットが向上します。

ECMを基にしたハイドロゲルは、生体内の環境を効果的
に再現し、細胞から新たな発見を可能にするための理想的
な微小環境を提供します。 

温度感受性材料（コラーゲン、GelMA、GelXA）では、生
体力学的特性をより正確に模倣するために、プロトコルに
構成物の硬さを定義しています。

5日後の乳がん細胞のスフェロイド形成

バイオマテリアルの濃度と温度変化の組合せにより、分注後に異なる
貯蔵弾性率が得られることを示す図 

TIME

WINDOW FOR
DISPENSING

0.1

1



プロトコルに基づいたワークフローにより、最小の労力で
3次元細胞モデルの作製が可能です。プロトコルパッケー
ジには、構造物の形状、バイオマテリアル（生体材料）の
選択、分注設定など、必要なものがすべて含まれていま
す。また、上流から下流までのプロセスにおける詳細な手
順も含まれているため、3次元ワークフローへのスムーズ
な移行が可能です。

プロトコルは、あらかじめインストールされているもの
と、アップデートで配布されるプロトコルデータベースか
ら選択できます。 

腫瘍スフェロイド

腫瘍スフェロイド 
（共培養）

オルガノイド

免疫腫瘍学

ドロップレット（液滴） グリッド（格子状）滴下

高い再現性 ハイスループット
向上した 

ダウンストリーム 
イメージング

時間短縮高い細胞生存率 費用対効果 
が大きい

サークル内への滴下ドロップレットインドロップ
レット（液滴への滴下）

骨転移 キメラ腫瘍スフェロイドがんの湿潤

がんの湿潤 
（共培養）

検証済みのプロトコル
科学者による、科学者のための

ワークフローの利点



培養

バイオコンバージェンスのワークフロー
BICOファミリーの一員として、信頼性の高い3次元モデ
ルから価値のあるデータを抽出するための最先端ソリュー
ションをグループ会社とともに開発しています。

細胞計数
細胞の健全性と密度を確保して、3次元細胞培養ワークフローを今すぐ開始できます。CYTENAから提供
されているCASYセルカウンターを使用して、ラベルフリーの方法で10 μLの少量でも細胞の生存可能性
を評価することができます。

3次元モデルの生成
BIO CELLXに完全に対応しているAdvanced BioMatrix製のTeloCol-10（ウシコラーゲン）のように特
別に調製されたバイオマテリアルに細胞を容易に混合することができます。インストールされている直感
的なBIOPOD技術によりボタンをクリックするだけで3次元モデルの生成を開始できます。

プレートウォッシャー
CYTENA製のC.WASHシステムによる自動培地交換で、理想的な細胞培養条件を確保します。コンタミ
ネーションのリスクなしに古い培地を除去し、新しい培地を投入できます。

化合物の分注
DISPENDIX製のプレミア非接触リキッドハンドラーI.DOTを使用して、濃度の異なる薬や試薬を高速で
分注することでハイスループットのスクリーニングを開始できます。

分析物と分析
CYTENA製のCELLCYTE Xを使用して、ライブセルイメージングの力を活用できます。インキュベー
ター内から細胞の健全性、細胞計数、細胞核計数に関する必要な知見を集められます。C.LIVE Toxのよ
うな細胞に親和性のある試薬を塗付して、分析物を多様化させ、代謝活動、アポトーシス、膜の完全性な
どのパラメータを理解できます。

次世代の
がん治療薬を
開発するために



技術仕様

業界屈指のサポート
CELLINKのアプリケーションスペシャリストチームがお
客様が必要な時にサポートを提供できる体制をグローバル
で確立しています。お客様のニーズに合わせた複数のサ
ポートパッケージが用意され、お客様からのリクエスト

を受けてから数時間以内に対応いたします。電話、Eメー
ル、ビデオチャットによるお問い合わせ、現地での設置、
修理、予防保守、アプリケーションサポートを行ってい 
ます。

造形体積（mm）

造形表面適合性

XY解像度（μm）

レイヤー解像度（μm）

プリントベッド温度範囲（℃）

カートリッジステーションの数

光硬化システム（nm）

ソース液体温度範囲（℃）

キャリブレーション

容量単位ステップ（µL）

ユーザーインターフェイス

125x85x38

6～384ウェルプレート、ペトリディッシュに対応
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タブレット

「CELLINKはオンサイトでの製品説明とトレーニングを通
してすばらしいサポートを提供し、会社とその製品の全体
的な印象はとてもよく、他のラボにもお勧めします。」

Beata Wojciak-Stothard、Imperial College London

「カスタマーサポートとテクニカルサポートは非常にすば
らしくこの会社は一緒に仕事がしやすいです。CELLINK
からもっと製品を購入することを楽しみにしています。」

A.J Mellott、Ronawk



詳細については下記にご連絡ください
www.cellink.com/jp  |  japan@cellink.com  |  JP: 075 746 3032


