
自動ピペッティングシステム epMotion® シリーズ:  
Discover the variety of automated liquid handling

Friends for Life
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新しい epMotion® シリーズの使いやすさ、アプリケーションの柔軟な自動化、高い再現性、正確なピペッティング
結果を享受してください。
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新しい自動ピペッティングシステム Eppendorf epMotion® シリーズによって、
物事を新しい光の中で見ることができます。サンプル数に関わらず、全ての日
常のピペッティング作業を、これまでの手動ピペッティングより正確で再現性
が高く自動化することができます。手作業から自動化への切り替えがどんなに
シンプルかを学んで下さい。

»Automation means preci-
sion and reduced workload 
in one — discover the  
possibilities for your lab.«

堅牢なハードウェア 
 >  3種類のサイズの epMotion シス
テムをご用意。いずれも設置面
積が最小限になるよう設計され
ています
 >  セルフチェックロボットシステ
ムがスタートアップ時間を短縮
 >  1 から 1000 µ L までの高精度な
分注ツール
 >  光学センサーが運転前にワーク
テーブルの配置を確認 

epBlue™－直感的なソフトウェア 
 >  すぐに始めるためのユーザーガイ
ドソフトウェアアシスタントの新し
いコンセプトを味わって下さい

 >  プログラミングの柔軟性の全てを
学ぶために必要な期間は、数日で
はなく数時間です
 >  バーコードトラッキングと G L P /
G M P ソフトウェアバージョンへ
アップグレード可能

epMotion 用アクセサリーと消耗品
とサービス 
 >  幅広いポートフォリオのアクセサ
リーにより優れた多様性が得られ
ます
 >  オープンプラットフォームの 
epMotion はお好みのラボウェア
と共に使用可能
 >  高品質な消耗品が正確性と再現
性の高い結果を保証
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Eppendorf  
epMotion® 5070

Eppendorf  
epMotion® 5073

epMotion ファミリーの中で最も小型で、正確で再現性の
ある自動ピペッティングのための最もコンパクトなソリュー
ションです。連続希釈、試薬の分配、チューブからプレー
トへのサンプル移送やサンプルの標準化などのあらゆる
ルーチンアプリケーションに epMotion 5070 は完璧に適合
します。

Product Features epMotion 5070 / 5070f
 >  4 箇所のワークテーブルおよび 3 箇所の仮想ポジション
 >  65 x 48 cm2 の小さな設置面積が小さい実験台にフィット
 >省スペースなタッチスクリーンタブレット
 > 2 つの分注ツールの自動交換
 >チップ再利用機能

これらの自動ピペッティングシステムは PCR セットアップと
核酸抽出のために独自に調整されていますが、様々な自
動ピペッティングアプリケーションにも使用できるオープン
プラットフォームとしての柔軟性も保っています。今まで
複雑で労力が必要だったピペッティング作業を自動化、簡
易化することで、時間を節約し結果の信頼性と再現性を
改善することが可能です。 

Product Features epMotion P5073 / M5073
 > 6箇所のワークテーブル
 >  アプリケーションごとのソフトウェアアシスタント、分注
ツールとアクセサリーを添付
 >  オプションのグリッパー、サーマルモジュール 1 箇所 *
または Eppendorf 3D-MagSepTM モジュール **
 >  UV 殺菌と HEPA フィルターのための CleanCap オプ
ション

* P5073 においてのみ利用可能
** M5073 に搭載済み

Eppendorf epMotion® Portfolio
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Eppendorf  
epMotion® 5075

12 から 15 のワークテーブルのポジションと多くの追加機能
により、epMotion 5075 はさらに高いアプリケーションの柔
軟性を有しています。
epMotion 5075 は高度なリキッドハンドリングへの要求に対
する理想的なソリューションです。epMotion 5070 & 5073 と
同じように際立った再現性と正確性を提供いたします。その
全ての特性が epMotion 5075 を、セルベースアッセイや様々
なルーチンピペッテング作業だけでなく次世代シーケンシン
グ、リアルタイム P C R セットアップや磁気ビーズを使用した
少量アプリケーションの要求に対しての最高のツールにしま
す。

Product Features epMotion 5075l / 5075t / 5075v / 
5075vt / 5075m

 > 15箇所のワークテーブルポジション
 >  シミュレーション、ネットワークとソフトウェアアップグレード
オプション付きの MultiCon PC コントローラー
 > 4つの分注ツールの自動交換
 >オプションのグリッパーと 1～ 3 箇所のサーマルモジュール
 >  タッチ、マウス、キーボード、ネットワークによるシステム
コントロール
 >  ThermoMixer®、バキュームマニホールド、磁気分離オプショ
ンを利用可能
 > CleanCap バージョンも選択可能
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Eppendorf epMotion®  
Feature Overview

光学センサー
安全に操作するためにワークテーブル上
のチップ（種類と本数）、ラボウェアの種
類、容器内の液量を読み取ります。

溶媒廃棄用タブ
epMotion の廃棄ボックスに動作容量の大
きな追加のリザーバーを設置できます。

分注ツール
1 ~ 1000 µL の 6 種類のオートクレーブ可能な分注ツール
がプログラミングで使用可能。シングルとマルチチャンネ
ルをご用意。全て ISO 8655 に準拠して調整済み。

CleanCap
殺菌用のUVランプと内部の空気をきれい
にするHEPAフィルターを内蔵。新しい 
epMotion 5073 と 5075 用オプション。

グリッパー
5073 や 5075 のワークテーブル上でのラボウェア輸送用。
最大 5 枚のプレートの積み重ねが可能。
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ThermoMixer®

完全に内蔵された 2DMix-Control を備え
た ThermoMixer がバクテリアのペレット
の再懸濁や磁気ビーズなどのアプリケー
ション結果と収量を改善します。ペルチェ
素子によりサンプルや試薬を加熱および
冷却します。

正確なピペッティングパフォーマンス
E p p e n d o r f のエアークッション & フリージェットピ
ペッティングテクノロジーと専用の epT.I.P.S. Motion 
の組み合わせにより 1 ~ 1000 µL の容量範囲において高
い再現性と正確性が保証されます。常にコンタクトフ
リーで、クロスコンタミネーションが最小限になります。

ラボウェア選択の柔軟性
ラボウェアは 1200 ファイル以上のデータベースから使
用可能です。チューブの範囲は 0.2 mL PCR チューブか
ら 50 m L コニカルチューブまでです。プレートフォー
マットは 6 から 96 および 384 ウェルを使用できます。
マイクロプレートとディープウェルプレートは私達の多
数のアクセサリーのポートフォリオから開発された冷却
および加熱用の特別なアダプターと組み合わせて様々な
メーカーの物を使用できます。

ハウジング
セーフティードア機構を備えたハ
ウジングです。

分注ツール自動交換
6 種類の分注ツールとグリッパーからア
プリケーションに必要なツールをプログ
ラムします。epMotion の機種によって、
2 から 4 本の分注ツールをワークテーブ
ル上で自動交換できます。

Eppendorf 3D-MagSep™ テクノロジー
マグネティックフィンガーモジュールと 
ThermoMixer の組み合わせにより、磁
気分離、ミキシングと温度コントロール
を一箇所で容易に行えます。

Easy & Fast アクセス
epMotion は簡単なプログラミング
とアプリケーションに特異的なソ
フトウェアアシスタントによりタッ
チまたはマウスで操作できます。
装置の初期化が迅速で、手動での
指示やロボティックシステムの調
整無しにすぐ使い始めることがで
きます。

バキュームステーション内蔵
グリッパーが設置されていてもいなくて
も、バキュームステーションがあらゆる種
類のフィルタープレートに自動で適合しま
す。内蔵ポンプは動作が静かで、チュー
ブの追加、配線やリザーバーのメンテナ
ンスが必要ありません。

小さな設置面積 – 広いデッキ
SBS/ANSI フォーマットの 4, 6, 12 また
は最大 15 ポジションを epMotion ファ
ミリーでは選択でき、実験に必要な全て
の柔軟性を備えています。
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自動ツール交換によるピペッティングバリエー
ションのさらなる柔軟性

Eppendorf epMotion® 5070

epMotion 5070 は正確で再現性の高い自動分注のための最もコンパクト
なソリューションです。4 箇所のワークテーブルポジションと小さい設置面
積の epMotion 5070 は連続希釈、試薬分注、チューブからプレートへのサ
ンプル移送やサンプルの標準化などのルーチンアプリケーションに最適
です。

 > 4 箇所の SBS/ANSI ワークテーブルおよび 3 箇所の仮想ポジション
 > 2 本の分注ツールの自動交換
 >小さな実験台にフィットする 65 × 48 cm2 のコンパクトな設置面積
 >セーフティードア機構を搭載したハウジング
 >チップ再利用機能
 >  USB データ転送可能なタッチ式またはマウス操作式の EasyCon タブ
レット
 >  一般的なリキッドハンドリング作業のためのユーザーガイド付き LH ア
シスタントソフトウェア 
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クリーンベンチ内に設置した 5070f 

Eppendorf epMotion® 5070f

epMotion 5070f によりクリーンベンチやドラフトチャンバー
内でのリキッドハンドリング作業においての、自動ピペッティ
ングの利点を得ることができます。細胞の処理はライフサ
イエンス研究で最も頻度が多い作業の一つです。epMotion 
5070f は細胞の播種、培地交換、細胞毒性実験等のアッセ
イの実施などのキープロセスを自動化します。6、24 または 
48 ウェルプレート、あるいはさらにサンプル数の多い 96 か
ら 384 ウェルも取り扱い可能です。

 > 5070 と同様の機能
 >光バリアビーム ̶ 安全のためベンチフードの閉鎖を監視
 >細胞培養ラボウェアをプログラム済み
 >滅菌済みピペットチップを使用可能
 >オートクレーブ可能な分注ツール
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epMotion P5073—2 systems in one
まず、96 または 384 のプレートフォーマットでの自動 PCR セッ
トアップのために設計されたワークステーションです。新しい 
EasyCon タブレットと PCR assistant ソフトウェアにより、作業
を通して段階的なガイドを利用した簡単な操作が可能です。
次に、労力のかかる複雑な分注作業を epBlue ソフトウェアを使
用して自動化するための柔軟なシステムで、今日のラボでの多
様なリキッドハンドリング作業を処理します。epMot ion P5073 
は PCR セットアップに必要とされるアクセサリーと分注ツールで
構成されています。
卓越した正確性により、epMotion P5073 は自動ピペッティング
とリアルタイム PCR セットアップの基準を定めます。

 > 6 箇所の SBS/ANSI ワークテーブルポジション
 > 2 本の分注ツールとグリッパーの自動交換
 >  U S Bデータ転送可能なタッチ式またはマウス操作式の 
EasyCon タブレット
 >  コンタミネーションを除去する UV ランプと空気状態を清浄に
する HEPA フィルターの CleanCap オプション
 >  P5073 には加熱や冷却（0–110 °C）のための 1 箇所のサー
マルモジュールのオプションがあります
 >  簡単なアプリケーション制御のためのユーザーガイド P C R 
assistant
 > P C R セットアップ用アクセサリーが同梱されています : 

 　 サーモブロック PCR 96、Eppendorf Safe-Lock チューブ 24 
本用ラックと 2 本の分注ツール

Eppendorf epMotion® P5073c
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epMotion M5073 –自動核酸抽出と広がる柔軟性
磁性ビーズを用いる専用試薬の M a g S e p 核酸抽出キットと 
epMotion M5073 の組み合わせにより、様々な種類の 1～ 24 
サンプルから DNA や RNA を自動で抽出できます。EasyCon 
タブレットと Prep assistant ソフトウェアが簡単で迅速な自動プ
ロセスをステップごとにガイドします。
チップの再利用機能と仕切り付きの epT.I.P.S. Motion SafeRack 
チップにより洗浄ステップにおけるチップの消費量を削減できま
す。
EasyCon にインストールされた epBlue ソフトウェアにより、様々
な複雑なリキッドハンドリング作業を柔軟にプログラムできます。
プレートへの再分注、希釈系列の作製、サンプル移送、標準化、
回収、ヒットピッキング、アッセイのセットアップ、セルハンドリ
ングのような時間のかかる、数段階におよぶピペッティング作業
を自動化できます。

 > P5073 と同様の機能
 >磁性ビーズ分離のための Eppendorf 3D-MagSep モジュール
 >独立した溶媒廃棄タブ
 >  核酸抽出用アクセサリー付属 :ラック 1.5/2.0 mL 用、PrepRack、
Reagent ラック、分注ツール TS 50 および TS 1000
 >  MagSep 試薬キットを簡単に使用できるユーザーガイド Prep 
assistant

マグネティックフィンガーモジュー
ルと ThermoMixer の組み合わせ
により、磁性ビーズの分離、攪拌、
温度コントロールを一箇所で行え
ます。

Eppendorf epMotion® M5073
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 epMotion 5075l はより複雑なピペッティング作業のための完璧
なソリューションです。epMotion 5070 および 5073 と同じ精度
と正確性を提供し、要求の高いアプリケーションやハイスループッ
トのための理想的なツールとなります。
15 箇所のポジションと自動ツール交換機能がアプリケーション
の範囲を広げ複雑なパターンやより多くのサンプルの処理を可
能にします。加熱および冷却とグリッパーのオプションにより、
epMotion 5075l は最も柔軟な自動リキッドハンドリングシステム
の一つになります。

 > 15 箇所の SBS/ANSI デッキポジション
 > 4 本の分注ツールとグリッパーの自動交換
 >  プレート積み重ね機能 – 5 枚のマイクロプレートや 2 枚の
ディープウェルプレートをグリッパーにより積み重ね可能
 >  サンプルや試薬を加熱および冷却できる最大 3 箇所のサーマ
ルモジュールオプション

Eppendorf epMotion® 5075l

 >  CleanCap オプション – コンタミネーションを除去し空気状態
を清浄にするUV ランプと HEPA フィルター
 >  プリインストールの epBlue ソフトウェアをタッチまたはマウス
やキーボードで実行するための MultiCon PC コントローラー
 >  アップグレード可能なバーコードトラッキングと GLP/GMP ソフ
トウェア
 >  一般的なリキッドハンドリング作業のための LH assistant ソフ
トウェア
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epMotion 5075v が生産性を向上させます。epMotion 5075v 
の内蔵バキュームステーションにより、真空ろ過による精製プロ
トコルの完全自動化が可能です。

 > 5075l と同様の機能
 > 12 箇所の SBS/ANSI デッキポジション
 >  バキュームポンプ内蔵―静かな動作、チューブの追加、配線、
リザーバーのメンテナンスは不要

 >  完全に統合されたバキュームステーションがソフトウェアで制
御されフィルタープレートに自動で適合
 >プレートおよびラボウェア運搬用グリッパー
 > 3 箇所のサーマルモジュールオプション（5075vt では 2 箇所）
 > ThermoMixer 内蔵の 5075vt バージョンも利用可能

Eppendorf epMotion® 5075v

ThermoMixer を統合した epMotion 5075vt 
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epMotion 5075tには、サンプルや試薬を攪拌、加熱、冷却す
るための ThermoMixer モジュールを内蔵。ThermoMixer に
はグリッパーでラボウェアを設置または撤去することができ、攪
拌ステップの前後に分注することが可能です。ソフトウェアで完
全に制御され、ミキサーの動作中にワークテーブルの他の位置
でピペッティングすることが可能です。

Eppendorf epMotion® 5075t

 > 5075l と同様の機能
 >  2DMix-Control テクノロジーを搭載した ThermoMixer 内蔵
 >温度制御範囲は室温マイナス 15 °C ~ 95 °C
 >ラボウェアを自動で固定し最大 2000 rpm で攪拌可能
 >  14.5 箇所のデッキポジション、14 箇所の SBS/ANSI ポジション
と特別なリザーバーラック（3 リザーバー）用の小ポジション
 > 2 箇所のサーマルモジュールオプション
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epMotion 5075m  は、自動ピペッティングシステムの epMotion 
ファミリーの中で最も柔軟性に優れています。多数のワークテー
ブルポジションと、攪拌、温度制御、磁性ビーズ分離機能により、
実験室の様々な用途に最適です。

 > 5075t と同様の機能
 >  Eppendorf 3D-MagSep Technology―磁気ビーズ分離、攪拌、
温度制御を一箇所で実行可能

 > 1 ~ 24 サンプル用の核酸精製用の専用 MagSep 試薬キット、
 >  E p p e n d o r f M a g S e p キットを使用する際は、オプションの 
PrepRack と ReagentRack を追加して下さい。ボトルを開け
るだけで使用できます。
 >  Eppendorf MagSep キットによる核酸精製を自動化するユー
ザーガイド付きの 3 種類の Prep assistant ソフトウェア
 >  PCR セットアップのワークフローを簡素化する 4 種類の PCR 
assistant ソフトウェア

Eppendorf epMotion® 5075m
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epBlue ̶ 直感的な操作とプ
ログラミング
シンプルでクリアー。epBlue 
は全ての epMotion システム
にプリインストールされてお
り、毎日のピペッティング作
業をガイドします：ホームセク
ションでオブジェクトを選択し、
ガイドされたメニューで一貫
性がありタッチ可能な構造の 
epBlue でコマンドを左から右

に向かって従うだけです。比類の無い epBlue の使いやすさで、
複雑なメソッドも数分で作成できます。

 >直感的でグラフィカルなユーザーインターフェース
 >  96 や 384 ウェルの複雑なパターンを簡単にプログラミングす
るためのパターン認識機能
 >  多数のラボウェアデータベース－ほとんど全てのラボウェアが
使用可能
 >  液体クラス－様々な液体のピペッティングにおける最高のパ
フォーマンス
 >  標準化とチェリーピッキングに役立つ CSV ファイルのインポー
ト
 > 3D 表示シミュレーションによる安全な操作
 >  アプリケーションを開始する前に、シミュレーション実行可能
（MultiCon バージョンのみ）
 >ユーザーマネジメント（MultiCon バージョンのみ）

epMotion® software — Simplify your programming
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epBlue ID ̶ 確実なバーコー
ドスキャニング -トラッキング -
ドキュメント化
e p B l u e I D ソフトウェアモ
ジュールはラボラトリー情報
管理システム（L I M S）内で
の安全なデータ交換を可能に
し、外部とのコミュニケーショ
ンも単純化します。バーコー
ドスキャナーにより全ての種
類のチューブとマイクロプレー

トをバーコードに記録できます。試薬は種類とロット番号をド
キュメント化できます。手動でバーコードをスキャニングした後、
epBlue ID はデータベース内に ID を保存し、いつでも確認す
ることができます。リキッドハンドリングプロセスが完了した時
に、サンプル I D と最終の位置を含む結果ファイルが e p B l u e 
I D によって生成されます。結果の I D リストはネットワークドラ
イブにエクスポートしたり、LIMS にアップロードしたりできます。

 >スキャン手順のビジュアルガイダンス
 >試薬の種類とバッチのドキュメント化
 > LIMS 生成ワークリストと互換性があります。

epBlue GxP ̶ 21 CFR part 
11 規制に準拠した自動ピペッ
ティングのソリューション
GxP ソリューションは GAMP 
5 に沿って開発され、21 CFR 
p a r t 11、58、211、820、
GLP、GMP、GCP の構造とプ
ロセスの要求に適合していま
す。
epBlue GXP ソリューションは 
epMotion 自動ピペッティング

システム、ソフトウェア、サービスで構成されており、それらは
プロセスのバリデーションと認定にかかる時間を著しく短縮する
よう設計されています。
Eppendorf はメーカーとして既にシステムのバリデーションと認
定に要求される規制の大部分に対処しています。したがってユー
ザーはアプリケーションのバリデーションに集中できます。

 >完全な電子ドキュメント化
 >ユーザーレベル管理とアクセス制御
 >オーディットトレールおよびログファイル
 >履歴管理
 >設定可能なワークフロー管理
 >電子署名ドキュメントのエクスポートおよびアーカイブ
 >  バーコードを用いた epBlue ID トラッキング（オプションの拡
張機能）

Upgrades for the features you need
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Eppendorf EasyCon タブレットはリキッドハンドリング自動化を
簡単で快適にするために最適化されています。場所を取らない
サイズで epMotion ファミリーの中で小型な 5070 と 5073 用に
特別にデザインされています。大きいカラーディスプレイでタッ
チ操作とマウス操作が可能です。Eppendorf EasyCon タブレッ
トの主な特徴は、簡単で迅速なアプリケーション実行のための
プリインストールされたソフトウェアアシスタントによる柔軟性
と、更に複雑なリキッドハンドリング作業をプログラミングする
ための epBlue studio ソフトウェアです。 

 >タッチスクリーンとマウス操作
 >プリインストールされたソフトウェアアシスタント
 > epBlue ソフトウェア 
 >データ移送のための 4 箇所の USB 2.0 ポート
 >データバックアップ
 > CSV および XML ファイルのやり取り
 >追加の電源供給は不要

Eppendorf MultiCon PC バージョンが使いやすさと安全性の新
しい次元を定めます。プレミアムな製品として、標準化による
最大限の作業の信頼性を確かにする工業用 PC が付属しており、
個々の PCは多角的な品質チェックを受けています。MultiCon 
コントローラーは epMotion 5075 での最高のパフォーマンスへ
の高い期待を満たします。

 >  簡略化―大きいタッチスクリーンまたはマウスとキーボード操
作
 >  ネットワークインターフェースによりイーサネット接続を介した 
epMotion のリモート操作が可能
 >プリインストールされた epBlue ソフトウェアとアシスタント
 > USB や LAN を介した CSV や XML ファイルのやり取り
 >データベース倉庫保存による安全な操作
 >ワークステーションの 3D-表示でのシミュレーション運転
 > USB ポート×5、イーサネットポート×2
 > epBlue ID ソフトウェアアップグレードオプション
 > GAMP 5 に準拠して開発
 > epBlue GxP ソフトウェアアップグレードオプション

Ease of use and flexibility
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革新的な Eppendorf ソフトウェアアシスタントのコンセプト
は自動リキッドハンドリングシステムの新しいレベルのユー
ザーフレンドリーなプログラミングです。
数点の簡単な質問に答えるだけで自動プロセスをプログラミ
ングすることができます。ほとんどトレーニングの必要が無く、
迅速で簡単に e p M o t i o n を使用してメソッドを開始できます。
P C R セットアップ、核酸抽出や通常のリキッドハンドリングなど
様々なアプリケーションのためのアシスタントが利用できます。
Eppendorf は将来的にはアシスタントの範囲を継続して拡大し
ていく予定です。
新しいソフトウェアアシスタントはとても直感的なので、どなた
でも広範囲なプログラミングの専門知識を必要とすること無く
自動化を開始できます。

 >デスクトップアイコンによるクイックアクセス
 >ユーザーガイドによる段階的プログラミング
 >次回の使用のために設定を保存
 >メソッドは保存でき、epBlue ソフトウェアで編集可能
 > 3× Prepアシスタントソフトウェア
 > 4× PCRアシスタントソフトウェア
 > 7× LHアシスタントソフトウェア

4 種類の PCR アシスタントソフトウェアは PCR セットアップ
ワークフロー全体の効率化と自動化のために設計されていま
す：

 >マスターミックスの作製
 >濃度の標準化
 >希釈系列の作製
 >反応のセットアップ

3 種類の Prep アシスタントソフトウェアは epMotion M5073 か 
5075m での MagSep 試薬キットによる自動核酸抽出のワーク
フローを段階的にガイドします。試薬トレーからキャップを外し、
サンプル数を選択し、抽出する DNA/RNA のラボウェアを選択
し、溶出量を 25 から 200 µ L の間で選択し、そして運転開始
するだけです。

7 種類の LH アシスタントソフトウェアは通常のリキッドハンドリ
ング作業を簡単にします

 >再分注
 >標準化
 >洗浄
 >アッセイのセットアップ
 >チェリーピッキング
 >希釈系列
 >サンプルの回収

User guided programming for everyone

LH アッセイのラボウェア選択 PCR の標準化

PCR セットアップのプレート配列 LH Pool のワークテーブル
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epMotion 分注ツール
Eppendorf の伝統的なエアークッションピペッティングテクノロ
ジーに基づいています

 >  フリージェットピペッティングで、チューブの追加と配線が
不要で、気泡が無いためクロスコンタミネーションが最小
限に抑えられます
 >  優れたピペッティング精度、1 µ L における C V 値は 2 % 
以下 *
 >容量範囲：1–50 μL、20–300 μL、40–1000 μL
 >シングルチャンネルまたは 8 チャンネル
 >  オートクレーブ可能、メンテナンスが簡単
 >自動キャリブレーション警告
 > ISO 8655 準拠

*Eppendorf application note 168: »Evaluation of the Eppendorf epMotion® Pipetting Tools using the Artel 
MVS®.«

チップ再利用機能
同一のウェルでの複数回の洗浄ステップにおける経済的なオ
プションとして、新しい epMotion システムはチップを再利用
できます。特別な epT.I.P.S. Motion SafeRack チップを推奨
します。

 >個別の仕切りがクロスコンタミネーションを防止
 >  スタンダードタイプと PCR clean タイプで 50 µL と 1000 
µL を利用可能 

epT.I.P.S.® Motion
自動システム用の特別なチップです。各チップはパッケー
ジング前に成型を検査されています。これによって 96 ウェ
ルや 384 ウェルマイクロプレートおよび PCR プレートへの
完璧なリキッドハンドリングを確実にします。

 >カラーコード付きのトレーで容量識別が容易
 >  炭化無し、高純度バージンポリプロピレン製、チップも
ボックスもリサイクル可能 
 >  スタンダード、フィルター付き、滅菌済みチップをご用
意
 >フィルターチップは PCR clean 純度
 >環境に優しいリロードシステムもご用意

Accuracy and reproducibility delivered
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1～ 24 サンプルの核酸抽出を自動化する MagSep 核酸精製
キット ―研究の時間を有効に使いましょう
MagSep Tissue gDNA キット、MagSep Blood gDNA キット、
MagSep Viral DNA/RNA キットにより、組織、細胞、細菌、血
液、無細胞体液サンプルから核酸を自動で抽出できます。この
キットは epMotion M5073 または 5075m を用いて磁性ビーズ
による高純度な核酸の抽出を自動で迅速に行えるように開発さ
れました。Proteinase K やバッファーなどの全ての試薬とチュー
ブは 96 サンプル分用意されています。
1～ 24 サンプル分の試薬がトレーにセットされています。試薬
ビンの蓋を開けて、トレーをワークテーブル上に設置するだけ
で、epMotion が全てのピペッティング作業を行います。サンプ
ル数が 24サンプル未満の場合、残った試薬はトレーごと保管し
て再利用できます。

すぐに使用できる試薬キット、epMotion 専用試薬トレー、簡単
なアシスタントソフトウェアにより、操作に必要な時間を短縮で
きます。epMotion では化学的な最適化と磁性ビーズのロスを
防ぐ 3D-MagSep テクノロジーにより、手作業での抽出や他社
製の自動システムに比べて、優れた収量と純度（A260/280 = 1.8
～ 1.9）を達成できます。そのため、ジェノタイピング、シーク
エンス、リアルタイム P C R、酵素反応や化学反応といったダウ
ンストリームの実験において信頼性と再現性のある結果が得ら
れます。

 >  キットの種類とサンプル液量を自動で認識します
 >  1 トレーあたり 1～ 24 サンプル分で、残った試薬は保管して
再利用できます
 >  濃度や収量に応じて溶出液量を 25～ 200 μ L の範囲で調節
できます
 >  核酸の吸着を抑えて最大限の回収率を達成できる、D N A 
Lobind チューブが同封されています。

マウステールサンプルから MagSep gDNA tissue kit を用いて抽出
したゲノム D N A の電気泳動；10 m g の組織から 10 μ g の高分子 

DNA が得られた ; 溶出液量は 75 μL で 7.5 μL をロードした。

200 μL の血液からのゲノム DNA 抽出量の MagSep gDNA blood 

キットと手動による方法との比較（n=3）。

Blood donor 1 Blood donor 2 Blood donor 3

 Eppendorf MagSep automated kit
 Manual spin kit supplier B
 Manual spin kit supplier A

gD
N

A
 f

ro
m

 b
lo

od
 [

µg
]

Dedicated reagents kits
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0.2 mL PCR チューブ、1.5/2.0/5 mLのチューブ、15/50 mL コニ
カルチューブ、6~384 ウェルのマイクロプレート、PCR プレート、

ディープウェルプレート̶epMotion アクセサリーと組み合わせ
て使用できます。

Automate all your favorite  
labware ― epMotion® accessories

リザーバーラック
30 mL および 100 mLリザーバーまたは
リザーバー用ラックモジュールを最大 7 

個設置できます。

サーモアダプター DWP 96 
1 mL ディープウェルプレートの加熱およ
び冷却用です。
プレートはグリッパーで交換できます。

サーモブロックおよびアダプター 

96 ウェルまたは 384 ウェルプレートおよび 

0.2 mL チューブ用です。
サーモブロックはグリッパーで移送できます。
サーモアダプター上のプレートはグリッ
パーで交換できます。

リザーバーラックモジュール TC
0.2 m L P C R チューブ、5 から 50 m L 

チューブまでの 8 種類のサイズが利用可
能。
サーマルモジュール使用時に温度調節で
きます。

内蔵サーマルモジュール 
epMotion 5073 および 5075 用キットで
す。
サーモアダプター、サーモブロック、サー
モラック、リザーバーラックを加熱または
冷却（0–110 °C）します。

リザーバー 30 mL / 100 mL
PCR clean、オートクレーブ可能、
リザーバーラックに設置可能な試薬リ
ザーバー。
特別なリザーバーラックモジュールとの
組み合わせで温度調節もできます。

シングルテストチューブ用ラック
ガラスまたはプラスチック製マイクロテス
トチューブ用。

リザーバーラックモジュール TC 5.0 mL
 Eppendorf Tubes®  5 mL 4 本用。
最大 3 個のモジュールをリザーバーラッ
クに設置でき、温度調節できます。

24 本架けサーモラック 
Safe-Lock Tubes 0.5/1.5/2.0 mL 用
サーマルモジュール使用時に温度調節が
可能。
Cryo チューブ用や ThermoMixer バー
ジョンもございます。

リザーバーラック 3
epMotion 5075m および 5075t 用の試
薬または廃液リザーバー（30 または 

100 mL）を 3 個追加用小型ラックです。
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Vac サーモリッド
バキュームステーションで用いて空気を
加熱してサンプルを効率的に乾燥しま
す。

溶媒廃液用タブ
廃棄ボックス設置用、動作容量 175 m L 

で廃液を分けられます。

バキュームリッド
バキュームステーションで少ないサンプ
ル数の減圧に用います。
グリッパーで移送でき特別なシーリング
マットを使用できます。

PrepRack
マグネティックフィンガーモジュールで 

1.5/2.0 mL Safe-Lock Tubesでの磁性
ビーズ分離に用います。24 サンプル用
で、温度制御できます。

Height アダプター
3 種類の Height アダプターで的確な高
さ調整が可能になりマイクロプレートで
の作業を高速化します。

リザーバー 400 mL
epMotion で減圧が必要なアプリケーショ
ンにおける廃液回収などに用いる S B S 

フォーマットの大容量な容器で、オートク
レーブできます。

ReagentRack
MagSep 試薬キットの試薬トレー保持用
です。

グリッパー
epMot ion 5073 および 5075 のワーク
テーブル上のプレート、サーモブロック、
その他ラボウェアを移送します。

チップホルダー
オートクレーブ可能な、リロードシステム
のチップトレー用のアルミニウム製チップ
ホルダーで、廃棄物を最大 40 % 削減
できます。

ワークサーフェスアダプター
アダプターはワークステーションの下部
に取り付けられ、ワークテーブルの高さ
を 5.5 cm から最大 16.5 cm まで上昇で
きます。
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Technical specifications

ISO 8655 に準拠して測定したピペッティング性能特性
シングルチャンネルツール 容量 Systematic measurement error Random measurement error

TS 50 50 µL ± 1.2 % ± 0.4 %

1 µL ± 15 % ± 5 %

TS 300 300 µL ± 0.6 % ± 0.3 %

20 µL ± 4 % ± 2.5 %

TS 1000 1000 µL ± 0.7 % ± 0.15 %

40 µL ± 5 % ± 1.5 %
ピペッティングモード、フリージェット、プレウェッティングなし、20 °C の蒸留水

代表的なピペッティング性能 (MVS data for epMotion 5070)*

シングルチャンネルツール 容量 Systematic measurement error Random measurement error

TS 50 50 µL ± 0.6 % ± 0.1 %

1 µL ± 5.4 % ± 1.6 %

TS 300 300 µL ± 0.7 % ± 0.13 %

20 µL ± 0.9 % ± 0.2 %

TS 1000 200 µL ± 1.4 % ± 0.1 %

40 µL ± 0.8 % ± 0.2 %
* Eppendorf application Note 168: »Evaluation of the Eppendorf epMotion® Pipetting Tools using the Artel MVS®«

システムの設置面積 5070 5073 5075

幅 39 in/98 cm 39 in/98 cm 56 in/140 cm

奥行き 24 in/62 cm 30 in/75 cm 30 in/75 cm

装置の寸法 5070 5073 5075

幅 26 in/65 cm 26 in/65 cm 43 in/107 cm

奥行き 19 in/48 cm 24 in/61 cm 24 in/61 cm

高さ 25 in/63 cm 27 in/67 cm 27 in/67 cm

CleanCap による追加 高さ n.a. 4 in/10 cm 4 in/10 cm

 
重さ（パッケージとアクセサリを含まない）
5070 45 kg 99.2 lb 5075l 85 kg 187.4 lb

5070f 33 kg 72.8 lb 5075t 87 kg 191.8 lb

P5073 50 kg 110 lb 5075v 86 kg 189.6 lb

M5073 57 kg 125.7 lb 5075vt 90 kg 198.4 lb

5075m 88 kg 194 lb

電源 5070 5073 5075

電圧 100–240 V ±10 % 100–240 V ±10 % 100–240 V ±10 %

周波数 50–60 Hz ±5 % 50–60 Hz ±5 % 50–60 Hz ±5 %

待機時電力 50 W 50 W 50 W

最大消費電力 150 W 600 W 700 W
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コンダクター Systematic measurement error Random measurement error

X, Y, Z ポジショニング： ± 0.3 mm ± 0.1 mm

検出器
光学共焦点式赤外線検出器 液量、使用ツール、ワークテーブル上のラボウェア、チップの種類と量を非接触で識別
光学センサー 溶液表面は光センサーの垂直面に対して 90 ±3° である必要があります。
グリッパー
運搬容量 1200 g

バキュームユニット
最大出力 35 Nl/min

吸引範囲 0.1–85 kPa 

吸引時間 1 秒–36 分
サーモミキサー
ミキシング振動数 オフ、300 –2000 rpm、ラボウェアおよびアプリケーションに最適化
ミキシング振幅 3 mm

温度範囲 室温マイナス 15 °C ~ 95 °C、75 % の充填高さのラボウェア内で測定
温度均一性 ≤ 10 %、ブロック上
加熱速度 5 °C／分、ブロック上
冷却速度 3 °C／分、ブロック上、室温以上
時間設定範囲 5 秒–120 分
サーマルモジュール（オプション）
時間設定範囲 1 分–120 分 

温度設定範囲 0 °C–110 °C ( 32°F–230°F)

CleanCap

HEPA フィルター 70–80 m3/h (5073); 70–120 m3/h (5075); class E10

UV 光 254 nm (UV-C)

照度（ランプからの距離：1 m） 39 µW/cm2
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Ordering Information
System ordering information does not apply for U.S.A. and Canada

構成可能なベーシックデバイスの epMotion® 品名 Ordering no.

Eppendorf epMotion® 5070, epBlue™ ソフトウェア、LH assistant、ハウジング、マウス、廃棄ボックスを含むベーシックデバイス、
50/60 Hz, 100–240 V

5070 000.280

Eppendorf epMotion® 5070f, 細胞培養ベンチやドラフト内用、epBlue™ ソフトウェア、マウス、廃棄ボックスを含むベーシックデバイス、
50/60 Hz, 100–240 V

5070 000.281

Eppendorf epMotion® P5073, 自動 PCR セットアップ用、Eppendorf EasyCon™ タブレット、epBlue™ ソフトウェア、PCR-Assistants、
TS 50、TS 300、サーモブロック、Rack 24 Eppendorf Safe-Lock 付き、50/60 Hz, 100–240 V

5073 000.000

Eppendorf epMotion® P5073c, 自動 PCR セットアップ用、CleanCap、Eppendorf EasyCon™ タブレット、epBlue™ ソフトウェア、
PCR-Assistants、TS 50、TS 300、サーモブロック、Rack 24 Eppendorf Safe-Lock 付き、50/60 Hz, 100–240 V

5073 000.302

Eppendorf epMotion® M5073, Eppendorf MagSep™ キットによる 1–24 サンプルからの自動核酸抽出用、Eppendorf EasyCon™ 
タブレット、epBlue™ ソフトウェア、Prep-Assistants、TS 50、TS 1000、PrepRack、ReagentRack、Rack 24 Eppendorf Safe-Lockを含む、
50/60 Hz, 100–240 V

5073 000.205

Eppendorf epMotion® M5073c, Eppendorf MagSep™ キットによる 1–24 サンプルからの自動核酸抽出用、CleanCap、Eppendorf EasyCon™ 
タブレット、epBlue™ ソフトウェア、Prep-Assistants、TS 50、TS 1000、PrepRack、ReagentRack、Rack 24 Eppendorf Safe-Lockを含む、
50/60 Hz, 100–240 V

5073 000.400

Eppendorf epMotion® 5075l, epBlue™ ソフトウェア、LH assistant、マウス、廃棄ボックスを含むベーシックデバイス、50/60 Hz, 
100–240 V

5075 000.301

Eppendorf epMotion® 5075t, ThermoMixer®, epBlue™ ソフトウェア、マウス、廃棄ボックスを含むベーシックデバイス、50/60 Hz, 
100–240 V

5075 000.302

Eppendorf epMotion® 5075v, バキュームシステム、グリッパー、vac フレーム 2、vac フレームホルダー、epBlue™ ソフトウェア、マウス、
廃棄ボックスを含むベーシックデバイス、50/60 Hz, 100–240 V

5075 000.303

Eppendorf epMotion® 5075vt, バキュームシステム、グリッパー、vac フレーム 2、vac フレームホルダー、ThermoMixer®モジュール、epBlue™ 
ソフトウェア、マウス、廃棄ボックスを含むベーシックデバイス、50/60 Hz, 100–240 V

5075 000.304

Eppendorf epMotion® 5075m, basic device incl. Eppendorf MagSep™ モジュール、ThermoMixer®モジュール、epBlue™ ソフトウェア、
Prep & PCR assistant、マウス、廃棄ボックスを含むベーシックデバイス、50/60 Hz, 100–240 V

5075 000.305

epMotion® ベーシックデバイスと併せて注文する構成オプション

構成オプションの品名 Ordering no. 50
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Eppendorf EasyCon™ タブレット 5073 000.108 ✓ ✓ incl. incl. incl. incl. – – – – –

Eppendorf MultiCon™ PC コン
トローラー、キーボード付き

5075 001.101 – – – – – – ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

ハウジング 5075 751.623 incl. incl. incl. – incl. – ✓ ✓ ✓ ✓ ✓
CleanCap & ハウジング 5075 751.607 – – – incl. – incl. opt. opt. opt. opt. opt.

C1 ポジション用サーマルモジュール 5075 002.604 – – opt. opt. – – opt. opt. opt. opt. opt.

C2 ポジション用サーマルモジュール 5075 002.612 – – – – – – opt. opt. opt. opt. opt.

C3 ポジション用サーマルモジュール 5075 002.620 – – – – – – opt. – opt. – –

ラボウェア搬送用グリッパー、グリッ
パーホルダー付き

5282 000.018 – – opt. opt. opt. opt. opt. opt. incl. incl. opt.

epBlue ID™, バーコード & トラッ
キングソフトウェア、手動バーコード
スキャナー付き

5075 002.701 – – – – – – opt. opt. opt. opt. opt.

epBlue GxP™, 法規制の順守用
ソフトウェア

5075 002.728 – – – – – – opt. opt. opt. opt. opt.

PCR assistant ソフトウェア 5075 002.515 opt. opt. incl. incl. opt. opt. opt. opt. opt. opt. incl.

Prep assistant ソフトウェア 5075 002.523 – – – – incl. incl. – – – – incl.

LH assistant ソフトウェア 5075 002.507 incl. opt. – – – – incl. opt. opt. opt. opt.

凡例： ✓ = 動作する構成にするためにはこのオプションを加えて下さい 
incl. = epMotion® ベーシックデバイスに含まれます 
– = この epMotion® ベーシックデバイスでは選択できません 
opt. = この epMotion® ベーシックデバイスの機能性を高めるために追加できます



Eppendorf epMotion Family 2727

品名 Ordering no.

分注ツール 
高性能ピペッティングヘッド、epMotion® ワークステーションのツールホルダー用。各分注ツールは 121 °C、1 気圧、20 分間のオートクレーブが可能です。
測定結果の品質保証書を各ツールに添付しています。
TS 50, シングルチャンネル分注ツール、容量範囲 1–50 μL 5280 000.010

TS 300, シングルチャンネル分注ツール、容量範囲 20–300 μL 5280 000.037

TS 1000, シングルチャンネル分注ツール、容量範囲 40–1,000 μL 5280 000.053

TM 50-8, 8-チャンネル分注ツール、容量範囲 1–50 μL 5280 000.215

TM 300-8, 8-チャンネル分注ツール、容量範囲 20–300 μL 5280 000.231

TM 1000-8, 8-チャンネル分注ツール、容量範囲 40–1,000 μL 5280 000.258

分注ツールホルダー 6 本架 5075 774.003

epT.I.P.S.® Motion ピペットチップ
ラック入りピペットチップ、epMotion® 用。チップの種類と容量は装置が自動認識。epT.I.P.S.® 96 本／ラック
フィルターなし
50 μL, 滅菌済み、容量範囲 1–50 μL, 10 ラック × 96 本 0030 015.207

300 μL, 滅菌済み、容量範囲 20–300 μL, 10 ラック × 96 本 0030 015.223

1,000 μL, 滅菌済み、容量範囲 40–1,000 μL, 10 ラック × 96 本 0030 015.240

50 μL, Eppendorf Quality™、容量範囲 1–50 μL, 10 ラック × 96 本 0030 014.405

300 μL, Eppendorf Quality™、容量範囲 20–300 μL, 10 ラック × 96 本 0030 014.448

1,000 μL, Eppendorf Quality™、容量範囲 40–1,000 μL, 10 ラック × 96 本 0030 014.480

50 μL, リロード, Eppendorf Quality™、容量範囲 1–50 μL、リロード、12 × 2 トレー × 96 本 0030 014.421

300 μL, リロード, Eppendorf Quality™、容量範囲 20–300 μL、リロード、12 × 2 トレー × 96 本 0030 014.464

1,000 μL, リロード, Eppendorf Quality™、容量範囲 40–1,000 μL、リロード、12 × 2 トレー × 96 本 0030 014.502

50 μL, SafeRacks, Eppendorf Quality™、容量範囲 1–50 μL, 10 ラック × 96 本 0030 014.600

1,000 μL, SafeRacks, Eppendorf Quality™、容量範囲 40–1,000 μL, 10 ラック × 96 本 0030 014.642

フィルター付き
50 μL, 滅菌済み、PCR clean、容量範囲 1–50 μL, 10 ラック × 96 本 0030 015.215

300 μL, 滅菌済み、PCR clean、容量範囲 20–300 μL, 10 ラック × 96 本 0030 015.231

1,000 μL, 滅菌済み、PCR clean、容量範囲 40–1,000 μL, 10 ラック × 96 本 0030 015.258

50 μL, PCR clean、容量範囲 1–50 μL, 10 ラック × 96 本 0030 014.413

300 μL, PCR clean、容量範囲 20–300 μL, 10 ラック × 96 本 0030 014.456

1,000 μL, PCR clean、容量範囲 40–1,000 μL, 10 ラック × 96 本 0030 014.499

50 μL, リロード, PCR clean、容量範囲 1–50 μL、リロード、12 × 2 トレー × 96 本 0030 014.430

300 μL, リロード, PCR clean、容量範囲 20–300 μL、リロード、12 × 2 トレー × 96 本 0030 014.472

1,000 μL, リロード, PCR clean、容量範囲 40–1,000 μL、リロード、12 × 2 トレー × 96 本 0030 014.510

50 μL, SafeRacks, PCR clean、容量範囲 1–50 μL, 10 ラック × 96 本 0030 014.618

1,000 μL, SafeRacks, PCR clean、容量範囲 40–1,000 μL, 10 ラック × 96 本 0030 014.650

epMotion® リロード用チップホルダー 5075 751.399

その他の epMotion® 用消耗品
30 mL リザーバー, リザーバーラック用、大容量リザーバー 5 袋 × 10 個、PCR clean 0030 126.505

100 mL リザーバー,リザーバーラック用、大容量リザーバー 5 袋 × 10 個、PCR clean 0030 126.513

400 mL リザーバー, SBS フォーマット準拠大容量リザーバー、10 個、バキュームステーションなどで使用 5075 751.364

Eppendorf MagSep™ Tissue gDNA Kit, 細胞および組織からのゲノム DNA 抽出用試薬キット、4 × 24 サンプル、M5073 または 
5075m で ReagentRack を用いて使用

0030 450.000

Eppendorf MagSep™ Blood gDNA Kit, 血液からのゲノム DNA 抽出用試薬キット、4 × 24 サンプル、M5073 または 5075m で 
ReagentRack を用いて使用

0030 451.007

Eppendorf MagSep™ Viral DNA/RNA Kit, ウイルスからの DNA/RNA 抽出用試薬キット、4 × 24 サンプル、M5073 または 5075m で 
ReagentRack を用いて使用

0030 452.003

製品の仕様、外観等は予告なしに変更することがあります。



www.eppendorf.com/automation
エッペンドルフ株式会社 101-0031 東京都千代田区東神田 2-4-5　Tel: 03-5825-2361　Fax: 03-5825-2365　Email: info@eppendorf.jp

Only for epMotion M5073, M5073c and 5075m: Limited Use Label License
Notice to purchaser; limited license for research use only This product and its use may be covered by one or more patents owned by Gen-Probe Incorporated. The purchase 
price for this product includes only limited, nontransferable rights under certain claims of certain patents owned by Gen-Probe Incorporated to use this product for research 
purposes only. No other rights are conveyed. Purchaser is not granted any rights under patents of Gen-Probe Incorporated to use this product for any commercial use. Further 
information regarding purchasing a license under patents of Gen-Probe Incorporated to use this product for any other purposes, including, without limitation, for commercial 
use, may be obtained by contacting Gen-Probe Incorporated, Attn: Business Development Department, 10210 Genetic Center Drive, San Diego, California 92121-4362, U.S.A.

MVS® is a registered trademark of Artel. MagNa pure® is a registered trademark of Roche.  
Eppendorf®, the Eppendorf logo, epMotion®, Eppendorf Tubes®, epT.I.P.S.® and ThermoMixer® are registered trademarks of Eppendorf AG, Hamburg, Germany.
epBlue™, Eppendorf MultiCon™, Eppendorf EasyCon™, Eppendorf Quality™, Eppendorf MagSep™ and epServices Logo™ are a trademark of Eppendorf AG, Hamburg, 
Germany. All rights reserved, including graphics and images. Copyright © 2014 by Eppendorf AG.
1D0614P Pinted in Japan


