
~ 全ての検出モードにわたって
                            比類なき価値と柔軟性を提供

FilterMaxTM F3/F5
マルチモードマイクロプレートリーダー 



機能 FilterMax F3 FilterMax F5
吸光 (ABS ) 可視 ● ●
吸光 (ABS) 紫外  ●
蛍光強度 (FI) トップ ● ●
蛍光強度 (FI) ボトム  ●
発光 (LUM) グロー ● ●
蛍光偏光 (FP)  ●
時間分解蛍光 (TRF)  ●
PathCheck  ●
攪拌 ● ●
温度制御  ●
6 ～ 1536 ウェルプレート  ●
96～384 ウェルプレート ● ●

FilterMax マルチモードマイクロプレートリーダー
FilterMax (フィルターマックス) マルチモードマイクロプレートリーダーは、最大5つの検出モードまで対応。　

光源 ‒ 高出力LED
 FilterMax Fシリーズリーダーは、高出力LEDを使用したマイクロプレートリーダーとして、初めて特許を取得
 メンテナンスにかかる費用が少なく、維持費の低減に貢献
 複数の高出力LEDにより幅広い波長をカバー
 特定の色素やアプリケーションに最適化された光源を使用
 340nm未満のUV励起には重水素ランプで対応 (F5のみ)

SoftMax Pro 制御・解析ソフトウェア
 簡単なアッセイ設定と強力なデータ解析能力を併せ持つ、直感的かつフレキシブルな 
       プラットフォーム
 マイクロソフトエクセルへのデータエクスポート
 FDA 21 CFR Part 11対応マルチモード解析ソフトウェアGxP(オプション）

優れた感度と広いダイナミックレンジ
 複数の長寿命高出力LEDと発光用好感度フォトンカウンティングPMTを搭載し、サンプルに応じた瞬時のLED出力調整により、 
　  バックグラウンドを軽減するとともに、幅広いダイナミックレンジと高感度検出を実現。 

フィルタースライダー
 励起（入射）光用および測定光用の6ポジションフィルタースライダーは　 
　 ワンタッチで交換が可能で、アッセイに応じて自在に波長変更が行えます。

オプションにて PachCheck 光路長補正対応 (F5 のみ)
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対応アプリケーション

核酸分析

FilterMax F3 および F5 リーダーは、ともに蛍光モードにて核酸濃度の測定が可能です。 
FilterMax F5リーダーでは吸光モードにて260nmでの直接測定ができ、タンパク質コンタミネー
ションも280nmでの直接測定も可能です。

 DNA/RNA 定量 
•　レポータージーンアッセイ

セルベースアッセイ

正確な測定を維持しつつ、アッセイに必要な細胞数を減らすために、セルベースアッセイは主と
して発光や蛍光モードで測定されます。FilterMax F3 および F5リーダーは、前処理が容易なホモ
ジニアスアッセイでの発光検出に対応しています。FilterMax F5 リーダーは、ボトムリードアプ
リケーションに対する機能が追加されています。

 細胞増殖
 細胞毒性および生存性
 細胞内Ca濃度
 情報伝達

 イオンチャネル
 GPCR
 ADMEtox アッセイ
 CaCo2 および P450 アッセイ

 ELISA
 キナーゼアッセイ
 タンパク質相互作用

 受容体-リガンドバインディング
 酵素活性およびカイネティックアッセイ
  タンパク質濃度決定

タンパク質分析

FilterMax F3 および F5 リーダーは、可視吸光、蛍光、発光の3モードで免疫アッセイの測定が可
能です。さらにFilterMax F3リーダーは、ELISA用の主要な基質検出用のフィルターを標準装備し
ています。

　生命科学研究における様々なアプリケーションをサポートします。

リファレンステストプレートと、ソフトウェアで特徴付けられた革新的なマルチモードバリデー 
ションプレートにより、FilterMaxマルチモードマイクロプレートリーダーの性能評価が簡単に行え
ます。 
プレートは吸光試験に対し、米国国立標準技術研究所(NIST)トレーサブルスタンダードを使用。

性能評価試験 ‒  オールインワンプレート



                                            F i l terMax F3                       F i l terMax F5
全般的仕様

光源 高出力 LED 高出力LED + 重水素ランプ
検出器 　　　　　　　　　　シリコンフォトダイオード + PMT　　　　　　シリコンフォトダイオード + PMT 
フィルター 1 EX + 1 EM フィルタースライダー 2 EX + 1 EM フィルタースライダー
　　　　　　　　　　   　　　      　(各6フィルターポジション) 　   　　    　　   　　(各6フィルターポジション）
対応プレート 96～ 384ウェル 6～ 1536ウェル
攪拌 リニア + オービタル (3 段階) リニア + オービタル (3 段階)
温度制御 ̶ 室温 +4°C ～ 45°C
電源/電圧 100-240 VAC; 50/60 Hz 100-240 VAC; 50/60 Hz
外寸 (幅 x 高 x 奥行)、重量 39  x 24  x 58 (cm)、25kg 39  x 24  x 58 (cm)、25kg
  

吸光 (ABS)

波長範囲 340-650 nm 230-750 nm
表示範囲 0-3.5 OD 0-3.5 OD
確度 < ± 1 % and ± 10 m OD at 2 OD at 405 nm < ± 1 % and ± 10 m OD at 2 OD at 405 nm
精度  < ± 0.5 % and ± 0.005 OD at 2 OD at VIS** < ± 0.5 % and ± 0.005 OD at 2 OD at VIS**
   ± 0.5 % and ± 0.005 OD at 1 OD at UV**

蛍光強度 (FI) トップリード
波長範囲 340-650 nm 230-750 nm
検出限界 (96ウェル) 3 fmol フルオレセイン 0.5 fmol フルオレセイン
検出限界 (384ウェル) 3 fmol フルオレセイン 0.4 fmol フルオレセイン
ダイナミックレンジ直線性 6 桁以上 6 桁以上 

蛍光強度 (FI) ボトムリード
波長範囲 ̶ 300-650 nm
検出限界 (96ウェル) ̶ 25 fmol フルオレセイン
検出限界 (384ウェル) ̶ 15 fmol フルオレセイン 

発光 (LUM) グロー
波長範囲 400-650 nm 400-750 nm
検出限界 (96ウェル) 2 fmol ATP 2 fmol ATP
ダイナミックレンジ直線性 6 桁以上 6 桁以上 

蛍光偏光 (FP)
波長範囲 ̶ 300-750 nm
検出限界 (96ウェル) ̶ 3 mP at 10 nM フルオレセイン
検出限界 (384ウェル ̶ 4 mP at 10 nM フルオレセイン 

時間分解蛍光 (TRF)
波長範囲 ̶ 340-750 nm
検出限限界 (96ウェル) ̶ 30 amol ユーロピウム
検出限界 (384ウェル) ̶ 15 amol ユーロピウム

 

　　F3 FilterMax F3 マルチモードマイクロプレートリーダー 
励起フィルタースライド #3 (吸光: 405 nm, 450 nm, 492 nm, 620 nm; 蛍光: 360 nm, 485 nm), 測定
フィルタースライド #3 (蛍光: 465 nm, 535 nm), SoftMax Pro ソフトウェア, ユーザーマニュアル、 
インターフェースケーブル、 防塵カバー、USBシリアル変換専用アダプタ、フィルター保管用 
ボックス 

　　F5 FilterMax F5 マルチモードマイクロプレートリーダー 
励起フィルタースライド #1 (蛍光: 485 nm, 535 nm; TRF: 370 nm; FP: 485 nm), 測定フィルタースライ
ド #1 (蛍光: 535 nm, 595 nm, 625 nm; FP: 535 nm x 2), 励起フィルタースライド #2 (吸光: 260 nm, 340 
nm, 405 nm, 450 nm, 595 nm, 620  nm),  SoftMax Proソフトウェア, ユーザーマニュアル、インターフ
ェースケーブル、防塵カバー、USBシリアル変換専用アダプタ、フィルター保管用ボックス

製品仕様
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