®

easySpiral Dilute

イジスパイラル・ダイリュト

自動連続希釈+定量菌液塗抹システム

連続希釈に革命!

インタサイエンス

インタサイエンスの高品質製品で
ラボラトリを飛躍的にアップ!
• 微生物学のための最新鋭科学機器のデザイン及び製造
• 若く有能な研究開発チムのもと、革新的で信頼できる製品作りをします
• 90ヶ国以上のワルドワイド・ネットワークをベスにゆきとどいたサビス
をお届けします

interscience
研究開発センタ及び製造プラント
Mourjou FRANCE

• 全製品フランス製

®

スパイラル塗抹法 :
インタサイエンスの35年の経験

Spiral

従来の表面塗抹培養法では、10倍段階希釈を繰り返す必要があるなど非常に多くの
手間、器材、時間が必要でしたが、1973年FDA(Food & Drug Administration)の研究者
キャンベル博士は、
この日常的な仕事を自動化するためスパイラル塗抹法を完成しま
した。
あらゆる角度から従来法と比較した結果、
スパイラル法の有効性が認められ、
ア
メリカで規格化されました(日本でも食品衛生検査指針微生物編に収載)。
その後新
たに1992年に特許を取るなど、
キャンベル博士とインタサイエンス社との共同開発
は続き、
スパイラルプレタは再現性、高精度化、省力化、省器材化などが高く評価さ
れ、多数の国で愛用されています。
スパイラル法は、公式技術として, ISO 7218, ISO 4833-2, FDA-BAM, AOAC
977.27 スタンダドに準拠、規格化され、食品微生物学、医学微生物学、食品防
腐剤の研究、化粧品検査のアプリケションに適用されています。
今日インタサイエンス社は、世界で初めて自動的に希釈と塗抹を行う第４ジェネレ
ションのスパイラル・プレタを実現、easySpiral Dilute® (イジスパイラル・ダイリ
ュト)は多くの研究者に高く評価されています。
フランソワ・ジャランクとキャンベル博士

1979
Spiral® DS
第1ジェネレション
スパイラル・プレタ

1996
Spiral® DS+
第2ジェネレション
スパイラル・プレタ

2010
easySpiral®
第3ジェネレション スパイラル・プレタ
世界で一番速いスパイラル

特許

2012
easySpiral Dilute®
第4ジェネレション スパイラル・プレタ
世界初のトレサビリティを備えた希釈+塗抹装置

特許

インタサイエンスの easySpiral

Dilute® (イジスパイラル・ダイリュト)は、定量塗抹システムに10倍段階希釈機能がプラスされ、

カウントレンジが飛躍的に向上した 2-in-1 の希釈+塗抹装置です。超スピドで、5回の10倍段階希釈+塗抹を、ただ一枚のペトリデ
ィッシュ上にすることができ、カウントレンジは30 から 1 x 1012 CFU/mL と画期的にアップし、省力化、省器材化に貢献します。
もうマニュアル式に希釈をする必要はなく、塗抹も自動的に行われます。
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塗抹

サンプルをセット

1

希釈

サンプル菌液を小ビカに入れセットします

1. easySpiral Dilute® は自動的にサンプルを５回まで連続的に１０倍段階希釈します
2. easySpiral Dilute® は選択された塗抹モドで自動的にサンプルを寒天平板に定量塗抹します (カウントレンジ : 30 〜1x1012 CFU/mL)

希釈+塗抹装置 easySpiral Dilute® を使うのはなぜ ?
easySpiral Dilute® を使用すると消耗器材及び作業時間を50%削減することができます。
以下は、従来法とイジスパイラル・ダイリュト使用の場合の比較です。
50 サンプルを処理した場合 : 希釈 10-7
塗抹 10-5, 10-6 及び 10-7

従来法

イジスパイラル・ダイリュト

消耗器材

消耗器材

希釈

希釈

• 400 チュブ

• 350 小ビカ

• 350 チップ

塗抹

塗抹

• 150 ペトリディッシュ

• 450 ペトリディッシュ

作業時間

10h10

作業時間

5h50
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easySpiral Dilute® のキポイント
コンパクトなボディ

高精度のガラス製シリンジ

• 幅 40 cm で非常にコンパクト、
ラミ
ナーフローの内でも外でも使えます
• ステンレス製

• 精度 : 0.5 %
• もうピペットのキャリブレーションを
する必要がありません

超スピードで自動化
• 超スピドのロタリ・アム
• 消毒+5回希釈+1回塗抹134秒!
特許

オーバフローによる自動消毒
• スタイラスの内側、外側を完全消毒
• クロスコンタミネーションなし
特許

ワンタッチで自動塗抹
• 塗抹モードを4 種より選択します
• 55, 90 mm 及び 150 mm のペトリ
ディッシュ上に塗抹します

イージー希釈セッティング
• 希釈倍率を選択します
• 9 mL チューブの準備不必要です
• 10-5 又はそれ以上の希釈をします
特許
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大きなオトノミー
• 完全にオトクレブできる2個の瓶
(消毒剤 & 希釈剤) 及びコネクタ

10段階希釈の原理と塗抹モド
1.希釈サイクル
1

小ビカ中のサンプルを吸引
サンプル

2

吸引したサンプルの0.5mLを次の小ビカに分注
サンプル

10-1

サンプル

10-1

3

更に希釈水4.5mLを加えミキシング
（10倍希釈）

上記の希釈サイクルが次の10倍段階希釈のために繰り返されます

1

10倍希釈されたサンプル0.5mLを再度吸引
サンプル

10-1

サンプル

10-1

2

サンプル0.5mLを次の小ビカに分注
（100倍希釈）
10-2

希釈サイクルはお好みの回数を何度でも繰り返すことができます

2.塗抹サイクル

例:

均一モド

スパイラルモド

サクルモド

混釈モド

表面へ均一塗抹

等比級数的塗抹

３種又は6種の希釈を塗抹

混釈モドで均一にデポジット*

50 µL, 100 µL, 200 µL
及び USBプログラム可

50 µL, 100 µL, 200 µL
及び USBプログラム可

10 µL 内側のサークル, 16 µL 真ん中
25 µL 外側のサークル

50 µL, 100 µL, 200 µL
及び USBプログラム可

表面へ均一に塗抹

+ 菌濃度が高い - 菌濃度が低い

10-1

混釈モドで均一にデポジット

培養前

10-2 10-3

培養後

コロニカウントが容易 :
ペトリディッシュの淵にコロニなし

一枚のペトリディッシュに
30 〜 1x1012 CFU/mL

使用する
ペトリディッシュの数を削減

広がるコロニを容易にカウント
薬局方(pharmacopoeia)に対応

* 混釈モドではeasySpiral Dilute®はペトリディッシュ底にサンプルをデポジットします。ユザはその上に溶けたアガを加え、サンプルと混釈します。

コロニカウントの方法
マニュアル式コロニカウンティング

自動コロニカウンティング

Scan® 100
又は
スパイラル
カウンティング・グリッド

Scan® 300
Scan® 500
Scan® 1200
Scan® 4000
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Q&A
easySpiral Dilute® 独自の特殊な
イノベションは?

easySpiral Dilute® は連続希釈と定量菌液塗抹
を2-in-1(トゥ・イン・ワン)つまり一機で二つの機能
を持つ、世界で初めて登場した機器です。

easySpiral Dilute® の希釈機能の
精度は0.5%と高いですが、
どのようにし
てチェックできますか?

それは簡単で、
自動的な手続きです。
塗抹時のデポジットされたボリュムのテスト :
テストボタン"Plating volume"を押すと、
前もって
重量を計ってある小ビカに、数回で500µLが満
たされます。結果を確かめるために、デポジットさ
れたボリュムの重量を計ります。
希釈のボリュムのテスト :
テストボタン"Dilution volumes"を押すと、 前も
って重量を計ってあるふたつの小ビカに、一方
は 0.5 mL 、他方は 4.5 mL が満たされます。結
果を確かめるために、分注されたボリュムの重量
を計ります。

私は、
普段1

mL で 1/10 の希釈をして
いますが easySpiral Dilute®
は0,5mL で 1/10 の希釈ですね。
ボリュムが半分でも easySpiral
Dilute® は精密ですか?
普通 9 mL のチュブへの分注及び1 mL のピペ
ティングの平均精度は 2% で、
そのためには使用す
るピペットのキャリブレションと定期的なチェック
が必要です。

easySpiral Dilute® の平均精度は、 0.5 mL
及び4.5 mL のボリュムにつき0.5%で、
それは液
体が通るHamiltonTM 製のガラスのシリンジの高い
精密度によるものです。
ボリュムを半分にすることで、精度及び再現性
が一段と高まります!

どの希釈液を使えますか ?

easySpiral Dilute® には食塩水を使います
(例 :リンガ溶液、生理食塩水)。
コンタミネションの原因となる滋養剤を含む希釈
液の使用は避けて下さい。バクテリアはペトリディ
ッシュ上にデポジットされる前、数秒小ビカにと
どまるだけなので、食塩水を使用することは最終的
な結果に影響を与えません。
しかしながら、半自動的モド My Diluent mode
(マイ・ディリュエント モド)を選択することにより、
滋養剤を含む液体を使用することも可能です。そ
の場合は、操作の前に小ビカの中に前述の液体
4.5 mL を入れます。
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10-7 の希釈をするには、どう操作すれば
いいでしょうか ?

easySpiral Dilute® は、お望みの回数の希釈を何
回でもすることができます。
まず10-5 の希釈をします。
最後の小ビカをとり、それをマザ・サンプルの
場所に置き、新しく自動希釈のサイクルを続けます。

オプション、付属品

ハウジング・プロテクション

dataLinkTM

小ビカDB 50

ラミナーフロー外で操作する際の
保護ハウジング

トレーサビリティ・システム

サンプル カップ 1000個 (5mL)

Ref 413 001

Ref. 410 100

Ref 415 100

バコド・リダ
トレサビリィのためのバーコドリダ

Ref 522 000

付属品：滅菌済み小ビーカー1000個,テスト用青の染料1個/液体洗剤1個/オートクレーブできるGL45ボトル用のコネクター3セット/スパイラルカウンティンググリッド：
90 mm & 150 mm/テスト用コンテナースタンド/ペトリディッシュリング： 55 mm, 90 mm, 150 mm/ソフトウェア(CD-Rom)/USBコード/電源コード/ユーザーマニュアル

easySpiral Dilute®
414 000

製品番号

55 mm, 90 mm, 150 mm

対応ペトリディッシュ直径

1 000 μL

シリンジ容量
プログラム可能塗抹量設定範囲

(USB 経由)

10 μL 〜1 000 μL

プリセット塗抹量

50 μL, 100 μL, 200 μL

スパイラル塗抹の場合の対応菌濃度

30 〜 1 x 1012 CFU/mL
55mm: 均一, 混釈モード

塗抹モド

90mm: スパイラル(10-5)、均一、
サークル(3希釈)、混釈
150mm: スパイラル(10-7)、均一、
サークル(6希釈)、混釈

１サイクルの10倍段階希釈 (シリアル・ダイリュション) 回数

5回

1 消毒 + 5 希釈 + 1 希釈の1 塗抹

134 秒

1 消毒 + 5 希釈 + 各々の希釈を1 塗抹

234 秒

消毒液オトノミ

1000 サイクル

(2L ボトル使用時)

63 サイクル (2L ボトル使用時)
3 希釈 (90 mm ペトリディッシュ 使用時)
6 希釈 (150 mm ペトリディッシュ 使用時)

希釈液オトノミ
サクル塗抹モド (特許)
スタイラス消毒システム (特許)

オバフロ法によりスタイラスの内外を完全に消毒

スタイラス中の圧力

最高

8バ

ペトリディッシュ 20枚まで

同一サンプルの連続塗抹回数

Excel , DataMatrix ラベル

トレーサビリティ
消毒プロセス



USB経由によるサンプル吸引時間及びボリュームのプログラミング



My Diluent (マイ・ディリュエント) モド機能 (特殊希釈液に対応)



希釈/塗抹前のサンプル液ミキシング



マイクロプロセッサによる制御



サイズ (幅

x 奥行 x 高さ) 、重量

40 x 41.5 x 29 cm, 16.4 kg
100-240 V~ / 50 Hz ~ 60 Hz , 65W

電源 、電力
１年保証 (登録後)



ステンレス・スチル



フランス製



ISO
7218

ISO
4833-2

(50 μL塗抹時)

TM

FDA BAM
Bacteriological Analytical
Manual

AOAC
977.27

WEEE

2002/96/EC

RoHS

2002/95/EC

MADE IN
FRANCE

INTERSCIENCE の製品は、ISO 9001に認証
された Interlab により製造されています
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CHINA

上海市徐汇区肇嘉浜路798号坤阳大厦1903室-200030
电话: +86 (0)21-64739390 - +86 189 3097 0733
邮址: sales.china @ interscience.com
SOUTH-EAST ASIA

The Centropod, 80 Changi Rd - 05-07 Singapore 419715
T: + 6 5 6 9 0 9 0 8 25 - M : + 6 5 8118 5178
E-mail: sales.asia @ interscience.com

代理店

www.

interscience.com

RCS 950 356 220 Versailles. INTERSCIENCE SARL F78860.

32 Cummings Park - Woburn, MA 01801 - USA
T: +1 781 937 0 0 07 - F: +1 781 937 0 017
Email : sales.usa @ interscience.com

easySpiral Dilute レンジ_B_JP_0918. 商品の外観、仕様を変更することがあります。あらかじめご了承下さい。詳細は弊社のサイトwww.interscience.comをご覧下さい。Spiral®, easySpiral®, easySpiral Dilute®, Scan® は、インターサイエンスにより商標登録されています。

USA & CANADA

JP

30, ch. Bois Arpents - 78860 St Nom - FRANCE
T: +33 (0)1 34 62 62 61 - F: +33 (0)1 34 62 43 03
E m a i l :
i n fo @ i n te r s c i e n c e.c o m

