
Gemini EM/ XPS マイクロプレートリーダー
デュアル分光モノクロメーター蛍光光度計システム

          >  デュアルモノクロメーター

 　　> フィルター不要

　　> トップおよびボトム測定

　　> ウェルスキャンニング̶より高感度化 

　　> ソフトウェアおよび装置の 
　　　バリデーションツール

　　> ロボティクス対応

モレキュラーデバイスの Gemini マイクロプレー
トリーダーは、ほとんどの蛍光強度アッセイに
おいて、最適な励起および測定波長の設定が行
えるフレキシブルな環境を提供します。デュア
ルモノクロメーターを搭載しているため、高価
なフィルターセットを購入することなく、新規
または斬新な色素を試みることができます。装
置の制御、データ解析は付属の SoftMax Pro ソ
フトウェアで行い、他の表計算ソフトウェアへ
エクスポートすることなしに、スムーズなデー
タ解析が可能です。ソフトウェアのバリデーショ
ン、IQ/OQ/PQ そして FDA 21 CFR パート 11 法
令遵守もオプションにて対応します。

デュアルモノクロメーター
Gemini システムは、2 つのスキャンニングモノ
クロメーターを搭載し、アッセイに用いられる
蛍光色素のスペクトル特性に応じた最適な励起
および測定波長を決定します。また、文献記載
値をモノクロメーター設定に入力することもで
きます。手法や蛍光色素を変更する際は、シス
テム調整のためにいくつかのソフトウェアコマ
ンドを入力するだけです。追加フィルターセッ
トなしに新規蛍光色素をトライでき、対象とす
る蛍光色素の最適波長が不明であったとしても、 
励起および測定スペクトルのスキャンがともに
行えるため、最適な設定を見つけ出すことがで
きます。

トップおよびボトム測定光学系
Gemini EM のトップおよびボトム光学系は溶液
ベース、セルベースアッセイ両測定に対応しま
す。トップとボトムの測定モードの切り替えは、
ワンクリックで行うことが出来ます（Gemini 
XPS はトップリード専用です）。

ウェルスキャンニング
ウェルスキャンニングにより各ウェル内の多点
測定が行え、セルベースアッセイに対する高感
度が達成されます。同様に、エンドポイント、
カイネティック、スペクトルスキャンアッセイ
も行えます。

ロボティクス対応
Gemini システムは、強力な SoftMax Pro ソ フト
ウェアを用いて簡単にロボットシステムと連携
できます。Gemini と自動化装置との通信は、ソ
フトウェアのインタープロセスメッセージング
を通じてダイレクトに行われます。
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性能仕様
測定：

順次測定：
マイクロプレート：
測定波長範囲：
　　　Gemini EM
　　　Gemini XPS

帯域幅：
測定時間（96 ウェル）：
 （エンドポイント）
撹拌機能：
振盪時間：
温度調節機能：
光源：
検出器：
波長選択：

寸法：
重量：
電流：
消費電力：

Gemini EM トップ / ボトム　光学系
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Gemini EM システムの光学系は優れた性能と信頼性を発揮する
ように設計されています。

Gemini XPS ウェルスキャン

モレキュラープローブ社の生細胞アッセイ用 Live/Dead ( カル
セイン AM / エチジウムホモダイマー -1) アッセイキットを用い
た CHO 細胞の希釈系列での Gemini XPS ウェルスキャンデータ
を表示。Costar®24- ウェルティッシュカルチャープレートにて 
1 列目 = ブランクそして 2 列目からは 1000 細胞をはじめとし
て右へ倍々密度。

フレキシブルなデータ解析

Caspase-3 アッセイには蛍光基質 Z-DEVD-AMC を使用。励起波
長に 345 nm ( λ max) 使用時、基質がその波長を吸収して励起
光を消光するため、明らかな基質による阻害がみられる ( 上の
曲線 )。より長波長を選択することにより干渉が避けられ、活
性 -vs.- 基質プロットは古典的な Michelis-Menten モデルに一致 
( 下の曲線 )。

エンドポイント、カイネティック、
スペクトルスキャン、ウェルスキャン
4 波長ペアまで
6 ～ 384 ウェル

励起、測定：250 ～ 850nm
励起：250 ～ 850nm
測定：360 ～ 850nm
9nm
15 秒

AutoMix
0 ～ 999 秒

（室温 +4）℃～ 45℃
キセノンフラッシュランプ
PMT+ リファランス

（モノクロメーター）1nm 刻み

58(W) x38 (D) x 22(H) cm
16kg
100-240VAC, 50/60Hz
500VA

ORDERING INFORMATION
詳細な仕様やオプションに関しては、弊社営
業員または弊社本支店までお問い合わせ願い
ます。

本　　社
> 〒 103-0002
　東京都中央区日本橋馬喰町 2-7-8　7 階
　TEL (03)-6362-5260    FAX (03)-6362-5269

大阪支店
> 〒 532-0003
　大阪府大阪市淀川区宮原 4-6-18  8 階
　TEL (06)-7174-8831　FAX (06)-7174-8836

www.nihonmdc.com
MDC.Japan@MolDev.com

Molecular Devices | 1311 Orleans Drive | Sunnyvale, CA 94089 USA | Email: info@moldev.com

Gemini EM/XPS マイクロプレートリーダー
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先進のデータ解析ソフトウェア
SoftMax Pro デ ータ解析ソフトウェアは実験の
デザイン、設定、解析そしてレポートにおける
柔軟性に優れています。9 種類の異なったルー
チンカーブフィットから選択し、デフォルトの
データ演算に用いたり、解析に特殊な演算式を
設定したりできます。さらに複数のプレートに
またがったデータを組み合わせて解析すること
もできます。

アプリケーション
> 極微量核酸・極微量タンパク質定量
> ORAC 法
> FRET
> GFP
> Live/Dead 
> トリプトファンアッセイ
> FluoroBlok
> 全ての蛍光 ELISA アッセイ
> 他


