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	1.	製品説明	
Discovery Comfortシングルチャンネルピペッターは、液体
を正確かつ安全に測定、分注するための機器です。 
0.1μLから10,000μLの容量でお使いになれます。 
Discovery Comfort ピペッターには２つのバージョンがあ
り、シャフトの色が異なります。 
•• DV－どの容量のピペッターでもシャフトの色はライト 
グレー 
•• D－ピペッターの容量範囲とチップのサイズにより、シャ 
フトの色は赤、黄、緑、青、または白 

Discovery Comfort　8チャンネル及び12チャンネルピペッ
ターは、マイクロプレートの分注用にデザインされています。
指示量の液体をマイクロプレートに8連式または12連式に
正確に分注することができます。 
これらのピペッターは、0.5-10μL、5-50μL、20-200μL、 
及び50-300μLの４つの容量範囲でご提供しています。  

容量	
(µL) Cat.	No.

容量範囲	
(µL) 色別

シングルチャンネルピペッター 
2 4041-DV, 4051-D 0.1 - 2

赤
10 4042-DV, 4052-D 0.5 - 10
20 4043-DV, 4053-D 2 - 20

黄
50 4047-DV, 4057-D 5 - 50

100 4044-DV, 4054-D 10 - 100
200 4045-DV, 4055-D 20 - 200
250 4040-DV, 4050-D 50 - 250 緑

1,000 4046-DV, 4056-D 100 - 1,000 青
5,000 4048-DV, 4058-D 500 - 5,000

白
10,000 4049-DV, 4059-D 1,000 - 10,000

8チャンネル及び12チャンネルピペッター	
8-10 

12-10
5121 
5125 0.5 - 10 赤

8-50 
12-50

5122 
5126 5 - 50

黄
8-200 

12-200
5123 
5127 20 - 200

8-300 
12-300

5124 
5128 50 - 300 緑
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シングル及びマルチチャンネルピペッター	

A1
A2
N
B1
B2

P

C
D

R

A

F

A.   ピペッタープッシュボタン：プッシュボタン（A1）とノブ 
（A2）の2つの部分からなります。 

B1. 容量調節ノブ：容量を設定するのに使います。  
B2. ロッキングリング：リングを上に押すと容量設定をロック

できます。 
C.  シャフト：薬品、機械強度を確保するために、高品質のプ

ラスチックを使用しています。
D.  チップイジェクター：マルチチャンネルピペッターでは、 

チップは連結してイジェクトされ、強い力を必要としま
せん。

F.  シャフトナット
N.  イジェクタープッシュボタン
P.  カラー識別リング
R.  マルチチャンネルマニホールド：ピストンやフレキシブル

サスペンションのシャフトのセットを含み、チップを取り
付けるのに必要な力を減らす働きをしています。

HTLピペッターは、エアクッション方式を採用しています（つ
まり、吸入された液体はシャフトにもピペッターのシャフトや
ピストンにも接触することはありません）。液体はピペッター
に取り付けられた使い捨てのチップの中に吸入されます。

	2.	梱包内容	
本製品には下記が付属します。

内容 数量

取扱説明書  1

品質証明書 1

キャリブレーションキー 1

 ピペッターハンガー 1

識別ラベル 1

潤滑剤（シングルチャンネルピペッター） 1

イジェクターキャップ（ピペッターモデル 
DV/D2、 DV/D10、DV/D5000、DV/D10000)  1

フィルター（ピペッターモデル  
DV/D5000、DV/D10000) 3

 色分けリング  
（ピペッターモデルDV/D2 – DV/D1000）  6

フィルター
5,000μLと10,000μLのピペッターには交換可能なフィルター
が含まれ、シャフトの根本にはめてあり、吸入した液体がシャ
フトに混入し、内部表面やピストンが汚染されるのを防ぎま
す。大量の液体を吸入したり分注するときには、フィルターを
使うことが特に重要です。フィルターが濡れてしまった場合
は交換してください。 

	3.	構成	

モデルの区別	
ピペッターの容量範囲はプッシュボタンとマルチチャンネル
ピペッターのチップイジェクターに表示されています。 
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	5.	仕様	
ピペッターは、優れた正確性、精度を提供する高品質の機器
です。液体容量の正確さと精度（再現性）は使用するピペット
チップの品質に左右されます。下の表にある正確性と精度の
値はメーカーのピペットチップを使用した場合の値です。 
ピペットを行う時の適合性、正確性、精度を確保するために
はそれらのチップのご使用をおすすめします。

表示容量
(μL)	

容量	
(μL)

正確性	
(%)

精度		
(％)	

フィルターな
しのチップ		
(μL)

シングルチャンネルピペッター	

2

最小 0.1 ±40.0 ≤12.0

10
0.2 ±12.0 ≤6.0
1 ±2.7 ≤1.3

最大 2 ±1.5 ≤0.7

10

最小 0.5 ±4.0 ≤2.8

10
1.0 ±2.5 ≤1.8 
5.0 ±1.0 ≤0.6

最大 10.0 ±0.5 ≤0.4

20
最小 2 ±3.0 ≤1.5

20010 ±1.0 ≤0.5
最大 20 ±0.8 ≤0.3

50
最小 5 ±2.5 ≤2.0

20025 ±1.0 ≤0.6
最大 50 ±0.8 ≤0.4

100
最小 10 ±1.6 ≤0.80

20050 ±0.8 ≤0.24
最大 100 ±0.8 ≤0.20

200
最小 20 ±1.2 ≤0.60

200100 ±0.8 ≤0.25
最大 200 ±0.6 ≤0.20

250
最小 50 ±1.0 ≤0.4

300125 ±0.8 ≤0.3
最大 250 ±0.6 ≤0.3

1,000
最小 100 ±1.6 ≤0.40

1,000500 ±0.7 ≤0.20
最大 1,000 ±0.6 ≤0.15

5,000

最小 500 ±1.2 ≤0.50

5,000
1,000 ±0.6 ≤0.25
2,500 ±0.6 ≤0.20

最大 5,000 ±0.5 ≤0.15

	4.	安全にご使用いただくために	
ピペッターを長期間使うために、正しい使い方を守ってくだ
さい。説明書を読み、注意深くそれに従ってください。
使用されているシンボル： 

危険、負傷する可能性あり。

注意 ピペッターを破損するかピペットの誤差を
生じる危険あり。 

注意:
•• ピペッターはチップのみを使って液体を移動させるように
デザインされています。チップが取り付けられていない状
態で液体を吸入しないでください吸入した液体がピペッタ
ーに混入してはいけません。故障の原因になります。
•• ピペットチップを使い捨てにすることで、コンタミネーショ
ンのリスクを抑えることができます。
•• ピペッターは清潔に保ち、摩擦や腐食性の洗剤（例：アセト
ンなど）は避けてください。 
•• チップの中に液体が入っているときは、ピペッターを横に
しないでください。
•• 説明書に従ってピペッターをご使用になる場合にのみ、ピ
ペッターの正しいパラメーターが維持されます。 
•• ピストンやシャフトを交換したら、ピペッターをキャリブレ
ーションしてください。 
•• 使用法を誤ってしまったときは、取扱説明書に従って洗浄
するか、サービスポイントにお送りください。 
•• 使用周囲温度は＋５℃から45℃です。 
•• 保管周囲温度（オリジナルパッケージのままでの運送、及
び短期保存）は‐25℃から55℃です。 
 ピペッターご使用時は: 
•• 研究室での作業に関連する危険防止の一般的な安全作
業規則に従ってください。 
•• 刺激性の強い物質をピペットするときは特にご注意くだ
さい。
•• 適切な保護具（例：保護衣、ゴーグル、及び手袋）を着用し
てください。
•• 使用中にピペッターを自分自身または他の人に向けない
でください。 
•• メーカー推薦の部品やアクセサリーのみをご使用くださ

い。
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	6.	ピペッターの操作	

チップの取り付け	
•• ピペッターのプッシュボタンに表示されているモデル番号
に従って、正しいチップをつけてください（セクション５）。 
•• チップを付けるときは、ピペッターを垂直にしてください。 
•• シングルチャンネルピペッター：気密性を保つため、一度
にねじるようにしてピペットチップをしっかり押し込んでく
ださい。 
•• マルチチャンネルピペッター：シャフトがマニホールドへ1.5
ミリくらい引っ込むまで、ラックにあるチップにピペッター
を押し込みますサスペンションシステムにより、チップの気
密性が確保されます。ピペットチップをしっかりつけようと
ぐいぐい押す必要はありません。 

✓✕

注意：	
••  シャフトやピストンを傷つけることがあるので、チップをぐ
りぐり押し込まないでください。低容量範囲のシングルチャ
ンネルピペッターでは注意してこの点を守ってください。 
••  チップを付けずにピペッターに直接液体を吸入すること
は決してしないでください。 

イジェクターの調節	
チップイジェクターはユーザーが調節することができ、市販
されているほとんどのチップがご利用になれます。細いチュ
ーブをお使いになるときは、チップイジェクターを外す必要
があるかもしれません。 

表示容量
(μL)	

容量	
(μL)

正確性	
(%)

精度		
(％)	

フィルターな
しのチップ		
(μL)

10,000
最小 1,000 ±2.5 ≤0.6

10,0005,000 ±0.8 ≤0.3
最大 10,000 ±0.5 ≤0.2

8チャンネル及び12チャンネルピペッター	

8 - 10 
12 - 10

最小 0.5 ±10.0 ≤8.0

10
1 ±8.0 ≤6.0
5 ±4.0 ≤2.0

最大 10 ±2.0 ≤1.2

8 - 50 
12 - 50

最小 5 ±4.0 ≤2.5
20025 ±3.0 ≤1.2

最大 50 ±1.6 ≤0.6

8 - 200 
12 - 200

最小 20 ±3.0 ≤1.5
200100 ±1.5 ≤0.8

最大 200 ±1.0 ≤0.6

8 - 300 
12 - 300

最小 50 ±1.6 ≤1.5
300150 ±1.2 ≤1.0

最大 300 ±1.0 ≤0.6

正確性と精度はメーカー製のチップを使用し、重量測定で
EN ISO 8655基準に従って20℃±１℃の気温で蒸留水で最
低10測定を行って得たものです。 
他のメーカーのチップ、またはフィルターチップをご使用に
なると、液体の吸入が正しく行われず、ピペッターのキャリブ
レーションが必要になることがあります。
ピペッターはセクション９に示されている情報に従い、ユー
ザーが再キャリブレーションできるようにデザインされてい
ます。
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	5,000及び10,000μLのピペッター		

MM

4

MM

4

MM

4

1. イジェクターの分解 
	• チップイジェクターのプッシュボタンをはずします。 
	• ねじ回しを使い、金属の心棒を反時計回りに回し、イジ
ェクターを心棒から外します。 
	• イジェクターを取り除きます。 

2. チップイジェクターの組み立て  
	• ねじ回しを使い、金属の心棒を時計回りに回し、イジェ
クターを固定し、長さを調節します。  
注意: シャフトとチップイジェクターカラーとの間に最低
1ミリの間隔を残してください。 

3. チップイジェクターの調節 
	• イジェクターのプッシュボタンをはずします。 
	• ねじ回しを使い、イジェクターの長さを調節します。 
	• イジェクターの組み立てまたは調節後、イジェクターの
プッシュボタンを必ず元に戻してください。 

	2－1,000μLピペッター	

MM

4

MM

4

MM

4

１. チップイジェクターの分解 
	• チップイジェクターのプッシュボタンを押します。 
	• 金属のチップイジェクターを反時計回りに1/3回転し 
ます。 
	• プラスチックの心棒からイジェクターをスライドさせ 
ます。

2. チップイジェクターの組み立て 
	• チップイジェクターのプッシュボタンを押します。  
	• 金属のチップイジェクターをプラスチックの心棒と合 
わせます。
	• カチッとしまるまで金属のチップイジェクターを時計 
回りに回します。 

3. チップイジェクターの調節 
	•  チップイジェクターのプッシュボタンをはずします。 
	• イジェクターを長くするには、プラスチックの内筒を反
時計回りに回します。  
	• イジェクターを短くするには、プラスチックの内筒を時
計回り回します。 
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カウンター表示の例		

容量の小数点（μLまた
はmL）は色または数字
の変化によって示され
ます。黒い数字は整数、
赤い数字は小数点以下
を表します。

 

1

2
5

赤

赤

0

3
5

0

7
5

赤

容量範囲	 0.1-2 µL 5-50 µL 100-1,000 µL

容量設定	 1.25 µL 35 µL 750 µL (0.75 mL)

増加量	 0.002 μL 0.2 μL 2.0 μL

正確さを最大限にするため、容量を設定する際は高い値か
ら下げてください。誤って希望の値を超えてしまわないよう、
希望の値になる直前では、ノブを回すスピードをゆっくりに
してください。 

	7.	操作説明	
正確度と精度をできるだけ高めるため、次の点にご留意く
ださい。 
•• 作業中は、調節ノブを下げて、容量設定はロックしておい
てください。 
•• ピペッターは丁寧に、ゆっくりと扱ってください。 
•• 試料液体に先端を浸すときは最低限の深さにとどめ、吸
入中は一定に保ってください。推奨される挿入の深さは下
記の表をご覧ください： 

モデル容量範囲
(µL)

挿入深さ
(mm)

0.1-1 ≤1

1-100 2-3

101-1,000 2-4

5,000 3-6

10,000 5-7

•• ピペッターは垂直に持ってください。
•• 容量設定が変わった場合、または異なる液体を吸入する
ときは必ずピペットチップを交換してくだい。 
•• ピペットチップの先端に前に分注した液の滴がまだ残って
いる場合は交換してください。新しいピペットチップは、ピ
ペットする液体で必ず予備洗浄してください。

チップイジェクターが十分調節できない場合、またはイジェ
クターの直径が不十分でチップをイジェクトできない場合
は、イジェクターキャップ「M」をイジェクターにつけてみてく
ださい。  
2及び10μLのピペッターでは、ピペッター付属のキャップを
ピペッターシャフトの底に置き、キャップを上向きにチップイ
ジェクターの下までスライドさせてください。 

MM

4

容量の設定	

1. 2. 3.

1.  容量を設定するには、ロッキングリングを下げます。 
2.  吸入容量はプッシュボタンノブまたは調節ノブを回して設

定できます。容量設定は3ケタのカウンターで表示されて
おり、上から下に読み取ります。最小の容量はカウンター
ドラムの下に書いてあります。

3.  容量を設定したら、うっかり変えてしまうことがないよう
に、ロッキングリングを上にします。



12 – HTL DISCOVERY COMFORT ピペッター 取扱説明書 – 13

液体を分注
1.  ピペットチップの先を容器の内側の壁に10°から40°の角

度におきます。プッシュボタンを初めの停止点までゆっく
り押します。1秒待ちます。  

2.  プッシュボタンを第二停止点まで押して残りの液体を押
し出します。プッシュボタンを押したまま、ピペットチップ
を容器内側の表面までピペッターを引き上げながらピペ
ッターを取り出します。  

3.  プッシュボタンを離して初めの位置に戻します。  
4.  チップイジェクターのプッシュボタンを押してピペットチッ

プをはずします。 
  異なる液体を吸入するときには必ずピペットチップを取
り換えてください。

高濃度の液体を吸入	
粘度の高い、または水より表面張力の低い液体（例：血清や
有機溶剤など）をピペットするときは、ピペットチップの内側
に液体の膜が発生し誤差が発生することがあります。しか
し、膜は同一ピペットチップで分注操作を繰り返す間はほぼ
安定していることから、初回のサンプルを分注する前に、サン
プルを吸入して容器に吐出して戻す操作を繰り返してわざ
と膜を形成すると、この誤差を解消することができます。試料
を採取する前に膜を形成させておけば正確度も再現性もよ
くなります。  
この予備洗浄の作業は吸入量が変わったり新しいピペット
チップを使う場合にも行ってください。  
注意: 通常粘性の液体から生じる誤差の度合はピペットをゆ
っくり注意深く行えば微小ですが、吸入後にピペットチップを
最低2秒間そのまま持ち、分注される前に液体が圧力の変化
に対応する時間を与えればさらに最小限におさえられます。  
もし上記の方法で正確な値が得られないなら、セクション９
に従ってピペッターを再度キャリブレーションしてください。
キャリブレーションした後は、校正量を記録し、一般の液体
の分注のためにキャリブレーションした分をもとに戻せるよ
うにしてください。

フィルター	
5,000μＬと10,000μＬのピペッターは取り外し可能なフィル
ター（Ｌ）がシャフトの底にあり、吸入した液体がシャフトに混
入し内部表面とピストンを汚染するのを防ぎます。大量の液
体を吸入及び分注する際は特にフィルターを使用すること
が重要です。フィルターが濡れてしまった場合は取り換えて
ください。

•• 液体は絶対にピペッターシャフトに混入しないようにして
ください。それを避けるためには、

 – ボタン操作はゆっくりと静かに行ってください。  
 – ピペッターは絶対に逆さにしないでください。  
 – チップに液体が残っているときは絶対にピペッターを横

に置かないでください。
•• 容量設定は決して推奨限度を超えないでください。
•• 周囲温度と異なる温度で液体をピペットするときは、ご使
用前にチップを数回予備洗浄することをお勧めします。 
•• 70℃を超える液体にはピペッターを使わないでください。
注意: 酸や揮発腐食性溶液の分注をした後は、シャフトを分
解して、ピストンとO-リングを蒸留水で洗浄することをお勧
めします。 

	8.	吸入と吐出操作手順	

1. 2. 3. 5.4. 6.

液体の吸入		
1.  ピペッターを垂直に持ち、ピペットチップを試料液の推奨

された深さ（推奨値についてはセクション７を参照）まで
浸します。ピペットチップが推奨深度までつけられていな
かったり、ピペッターのプッシュボタンを急にはなしたりす
ると、ピペットチップに空気が混入してしまうことがありま
す。 

2.   ピペッターのプッシュボタンをゆっくり丁寧に離し、試料
を吸入します。1秒待ってから、ピペットチップを液体から
引き上げます。 

注意: 使用後のチップは触らないでください。 
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•• ピペッターで吸入した液体量を計算するときは、蒸留水ま
たは同等濃度の液体の換算係数(Z) [μL/mg]を考慮してく
ださい。次の表に換算係数の例を示します： 

温度	
(°C)

圧力	(kPa)

95,0 101,3 105,0

20 1.0028 1.0029 1.0029

21 1.0030 1.0031 1.0031

22 1.0032 1.0033 1.0033

23 1.0034 1.0035 1.0036

24 1.0037 1.0038 1.0038

25 1.0039 1.0040 1.0040

換算係数（Z）の全ての値はISO 8655をご覧ください。 
注意：ピペッティングはセクション７と８のガイダンスに従っ
て行ってください。 

ピペッティングの精度パラメーターのチェック		
•• 下記の表のように、ピペッターの容量によって校正容量を
設定します。  

表示容量
(µL)

校正容量
(µL)

	許容範囲	
(μL)

キャリブレーションキーを回
すごとの容量変化ΔＶ	(μL)	
1	回転		 1	増加量

シングルチャンネルピペッター	
2 0.2 0.176 - 0.224 0.06 0.0025 

10 1 0.975 - 1.025 0.33 0.0137
20 2 1.94 - 2.06 0.63 0.0262
50 5 4.875 - 5.125

2.50 0.104
100 10 9.84 - 10.16
200 20 19.76 - 20.24

6.30 0.262 
250 50 49.5 - 50.5

1,000 100 98.4 - 101.6 25.00 1.04
5,000 500 494 - 506 125.00 5.2

10,000 1,000 975 - 1,025 250.00 10.4
８チャンネル及び12チャンネルピペッター	

10 1 0.92 - 1.08 0.33 0.0137
50 5 4.8 - 5.2 1.67 0.070

200 20 19.4 - 20.6 6.30 0.262
300 50 49.2 - 50.8 10.00 0.42

	9.		分注精度パラメーターの確認とピペッタ	
ーの再キャリブレーション

ピペッターはそれぞれ、指定されている最大（呼び）吸入容
量と最大分注量の10％（セクション5）について、工場でキャ
リブレーションされています。そのキャリブレーションは、ISO 
8655のガイドラインに則り、メーカー製ピペットチップを装
着のうえ、重量法を用い蒸留水で行われています。 
ピペッターは再キャリブレーション、分注法の変更、様々な液
体特性（例：温度、濃度、粘土など）に対応できるようにデザ
インされています。 
最低年に一度はピペッターの作動を定期点検することをお
勧めします。作業量、殺菌やオートクレーブ滅菌などにより、
また部品交換の頻度などにより検査の頻度を増やしてくだ
さい。 
 もしピペッター作業中に、精度誤差（実際の吸入量と規定
量との差）がセクション５の表にある許容範囲を上回る場合
は、ピペッターの再キャリブレーションを行ってください。 
ピペッターの再キャリブレーションでは、重さを測って、得ら
れた液体量の値にカウンターをセットします。ピペッターの
再キャリブレーションはピペッターが採取した一度の液体量
についてのみ有効です。 
推奨される校正量は最大（呼び）吸入容量の10％もしくは最
小容量のうち大きい方の値です。詳細は15ページの表をご
覧ください。

ピペッティング精度チェックのパラメーター		
ピペッティング精度は次の要素によって影響されます：使用
されたチップ、分注対象液体の特徴（濃度、粘度）、及び作業
条件（周囲温度、圧力）。 
ピペッター精度誤差を判断するには、以下の条件が必要です：
•• 周囲温度とピペッター、ピペットチップ、及び液体の温度と
の差は20℃から25℃の幅で、計量中は±0.5℃で一定でな
ければなりません。 
•• 測定には蒸留水を使ってください。 
•• 容量「V」の測定では適切な感度のはかりを用いてください：

	チェックする容量		
(V,	μL)

はかりの感度		
(mg)

0.1≤V≤10 0.001

10≤V≤100 0.01

100≤V≤1,000 0.1

V>1,000 0.1
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シャフト部品などのように、浸食性の蒸気にさらされている
ものは定期的に検査し、清掃してください。

  ピペッターのメンテナンスでは先のとがった道具は使用
しないでください。 機器を傷つけ、ユーザーの安全性に
影響することがあります。

清掃方法
プッシュボタン、イジェクタープッシュボタン、ハンドグリップ、
シャフトナット、及びキャリブレーションノブなどピペッターの
外部表面はイソプロピルアルコールを含ませた布で拭いてく
ださい。ピペッターを分解して取り外した他の部分は蒸留水
またはイソプロピルアルコールで洗うことができます。 
注意：メーカーが推奨する洗浄液以外を使用する前に、適
合性表を見て、ピペッター部品を形成する次のプラスチック
の耐薬品性を考慮してください： PP、 PC、 POM、 PA、 PPS、 
PVDF。 

滅菌	

オートクレーブでの滅菌		
ピペッターは20分間121°Cでオートクレーブ滅菌することが
できます。他の条件で滅菌すると、ピペッターを損傷すること
があります。オートクレーブの際は以下を推奨します： 
•• DV/D2-DV/D1000のピペッターではシャフトナットを少しゆ
るめ、DV/D5000及びDV/D10000ではシャフトを少しゆる
めますオートクレーブ滅菌の終了後は再びしっかり締めて
ください。 
•• 滅菌の前に、ロッキングリングを下（アンロック）の位置に
セットします。 
•• オートクレーブでピペッターを滅菌する際は、初期真空と
ドライサイクルの設定にしてください。 
•• 滅菌後、ピペッターを乾燥させ、室温で冷ましてください。 
•• DV/D5000とDV/10000のモデルのシャフトはフィルターを
外してオートクレーブ滅菌をしてください。

分注とオートクレーブ滅菌を説明書の指示通りに行えば、精
度が変わることはありません。もし正確性が変化したら、次
のようにしてください： 
•• 1回目、3回目、及び5回目のオートクレーブ滅菌のあとでピ
ペッターのキャリブレーションをチェックし、その後10回ご
とにチェックしてください。

•• 吸入を10回行い、平均値を[mg]で計算します。 
•• [mg]で得た値に換算係数Z [μL/mg]をかけて容量を[μL]
に計算します。 

もし平均吸入量が許容可能な容量幅を超えるときは、ピペ
ッターを再キャリブレーションしてください。 

ピペッターの再キャリブレーション		

K
1. 2. 3. 4.

1.  ピペッタープッシュボタンをはずします。   
注意：	ピペッタープッシュボタンは、ノブとプッシュボタン
の２つのパーツからなっています。プ  ッシュボタンをはず
すと、この二つは別々になります。 

2.  容量設定ノブが回転しないようにして、キャリブレーション
キーをキャリブレーションネジにはめます。 

3.  吸入量を減らすにはキーを時計回りに、吸入量を増やす
には反時計回りに回します。容量をぴったりキャリブレー
ションするには、上記の表にある値を使ってください。

4.  キーを抜き、初めにノブ、次にプッシュボタンをつけてピペ
ッタープッシュボタンを元に戻します。

平均吸入量を決定します。平均量は表にある許容 範囲内で
なければなりません。容量が値を超えるときは再キャリブレ
ーションの手順を繰り返してください。
水とは大きく異なる物理的性質の液体を吸入するときは、セ
クション５のガイダンスに従ってください。  
キャリブレーション手順の詳細は、www.htl.com.plをご覧
ください。 

	10.	ピペッターのメンテナンス		
使用法と使用量により、ピペッターは定期メンテナンスが必
要です。
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問題	 原因	 解決法	

分注セットが
正しく作動せ
ず、分注操作
ボタンが固
まって動か
ない。

浸食性の物質を吸入した
ため、ピペッターの内側
が汚染されてしまった。

シャフトセットのネジ
をはずし、部品を洗
う。必要であれば部
品を新しいものと交
換する。少量の潤滑
油をピストンに塗り、
正しい順にセットを組
み立てる。

液体がピペッターに混
入したため、ピペッター
の内部が汚染されてし
まった。

シーリング部品が十分
潤滑されていなかった、
例えばオートクレーブ滅
菌を何度も繰り返したあ
となど。

正しく液体
を吸入しな
い。

水と異なる特性を持つ液
体（濃度、粘度）を使用し
ている。

分注する液体でピペ
ッターをキャリブレー
ションする。

流体抵抗の高いフィルタ
ーをつけたチップを 使用
している。

分注する液体でピペ
ッターをキャリブレー
ションする。

上記の手順を踏んでも問題が解決しない場合は、地区担当
者にご連絡ください。 
ピペッターを返送する場合は、輸送や修理の最中に危害を
及ぼすような化学品、放射性物質、微生物の汚染がないよう
にしてください。

紫外線	(UV)	滅菌	
ピペッターは紫外線に耐久性がありますが、光源からピペ
ッターの放射対象部品までの距離は最低50㎝にしてくださ
い。紫外線に長時間または光線が強すぎる状態であてると
ピペッター部品が変色することがありますが、パフォーマン
スには影響しません。

	11.	トラブルシューティング		
もしピペッター作業中に問題が発生したら、下記の表で問
題を見つけ指示に従って解消してください。部品の交換は、
正常にピペッターを使用している限りはめったに必要とは
なりません。 

問題	 原因	 解決法	

ピペットチッ
プに液体が
数滴残る。 

ピペットチップからの吐
出が急すぎる。

ピペッタープッシュボ
タンをもっとゆっくり
と押す。

ピペットチップを使いすぎ
て湿潤性が高まった。

チップを新しいものと
交換する。 

ピペットチ
ップに吸入
された液体
に気泡が見
える。 

ピペットチップのサンプル
液への挿入が浅すぎる。 

指示に従い推奨の深
さまで浸す。 

ピペットチップがピペッタ
ーシャフトに正しく装着さ
れていない。

ピペットチップをしっ
かりピペッターに押
し込む。

使いすぎてチップが破損
している。 

チップを新しいものと
交換する。 

ピペッター
が正しく液
体を吸入し
ない、または
液体がチッ
プから漏れ
てぽたぽた
落ちる。

ピペットチップがピペッタ
ーシャフトに正しく装着さ
れていない。 

ピペットチップをしっ
かりピペッターに押
し込む。

シャフトの表面が破損
している、または汚れて
いる。

シャフトを清掃する
か、新しいものと交
換する。

浸食性の液体を長時間
吸入していたためピスト
ンまたはO―リングが破
損してしまった。

シャフトセットを分解
する；シャフト、ピスト
ン、及びパッキンを洗
うセクション１０：清
掃）。必要であれば、
部品を新しいものと
交換する。
少量の潤滑油をピス
トンに塗り、正しい
順にセットを組み立
てる。

ピペッター内部が汚れ
ている。 

シーリング部に正しく潤
滑剤が塗られていない。
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	12.	交換部品
交換部品の入手可否についてのお問い合わせはカスタマー
サービスにご連絡ください。ピペッターのモデルと必要なパ
ーツ名を特定してください。最もよく問い合わせられる部品
については下記をご覧ください。 
注意:	ピストンを交換した場合はセクション9に従ってキャリ
ブレーションを行う必要があります。

G

L

I

J*

S

C
D

F
P

G

B

M

*  シーリング(J）はモデル2、5,000及び10,000のみで使われ
ています

品目	 名称	 モデル	
カタログ
番号		

数量/	
パック	

B 容量調節ノブセ
ット 全部 SP29327 1

C, I, 
J*

O-リングとグレー
のシーリング付き
シャフト 

2 SP19111 1

10 SP19112 1

20 SP19113 1

50, 100 SP19114 1

200, 250 SP19115 1

1,000 SP19116 1

5,000 SP19118 1

10,000 SP19119 1

C, I, 
J*

 O-リングと色つき
のシーリング付き
シャフト  

2 SP19121 1

10 SP19122 1

20 SP19123 1

50, 100 SP19124 1

200 SP19125 1

250 SP19120 1

1,000 SP19126 1

5,000 SP19128 1

10,000 SP19129 1

D チップイジェクター 

2, 10 SP19045 1

20, 50, 100 SP19046 1

200 SP19048 1

250 SP19049 1

1,000 SP19050 1

5,000 SP19452 1

10,000 SP19453 1

F シャフトナット 2 - 1,000 SP9759 1
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品目	 名称	 モデル	
カタログ
番号		

数量/	
パック	

G ピストンアッセン
ブリ 

2 SP19381 1

10 SP19382 1

20 SP19383 1

50, 100 SP19384 1

200, 250 SP19385 1

1,000 SP19386 1

5,000 SP19388 1

10,000 SP19389 1

I, J* Ｏ-リング（及びシ
ーリング） 

2 SP19101 10

10 SP19102 10

20 SP19103 10

50, 100 SP19104 10

200, 250 SP19105 10

1,000 SP19106 10

5,000 SP19108 5

10,000 SP19109 5

K キャリブレーショ
ンキー 全部 SP29334 1

L シャフトフィルター 5,000, 
10,000 SP19476 10

M チップイジェクター
キャップ 

2, 10 SP19378 3

5,000 SP19466 3

10,000 SP19467 3

P 識別カラーリング 2-1,000 SP19630 6

S シェルフクリップ 全部 SP19451 1

*  シーリング（J）はモデル2、5,000及び10,000のみで使われ
ています

	13.	Limited	Warranty	
Corning HTL SA (Corning HTL) warrants that this product 
will be free from defects in material and workmanship for 
a period of three (3) years from date of purchase. 
CORNING HTL DISCLAIMS ALL OTHER WARRANTIES 
WHETHER EXPRESSED OR IMPLIED, INCLUDING ANY 
IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY OR OF 
FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE. Corning HTL’s sole 
obligation shall be to repair or replace, at its option, any 
product or part thereof that proves defective in material 
or workmanship within the warranty period, provided the 
purchaser notifies Corning HTL of any such defect. Corning 
HTL is not liable for any incidental or consequential dam-
ages, commercial loss or any other damages from the use 
of this product.
This warranty is valid only if the product is used for its 
intended purpose and within the guidelines specified 
in the supplied instructions manual. This warranty does 
not cover damage caused by accident, neglect, misuse, 
improper service, natural forces or other causes not arising 
from defects in the original material workmanship. 
This warranty does not cover the O-ring, or shaft. 
Claims for transit damage should be filed with the 
transportation carrier.
In the event this product fails within the specified period of 
time because of a defect in material or workmanship, contact 
Corning HTL Customer Service at: htlcs@corning.com, 
visit www.htl.com.pl, or contact your local support office.
Corning HTL Customer Service will help arrange local 
service where available or coordinate a return authoriza-
tion number and shipping instructions. Products received 
without proper authorization will be returned. All items 
returned for service should be sent using prepaid postage 
in the original packaging or other suitable carton, padded 
to avoid damage. Corning HTL will not be responsible for 
damage incurred by improper packaging. Corning HTL may 
elect for onsite service for larger equipment.
Some states do not allow limitation on the length of 
implied warranties or exclusion or limitation of incidental 
or consequential damages. This warranty gives you specific 
legal rights. You may have other rights which vary from state 
to state.
No individual may accept for, or on behalf of Corning HTL, 
any other obligation of liability, or extend the period of this 
warranty.
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参考までに、モデル番号、シリアル番号、購入日、及び販売店
をここに書き留めておきましょう。 

モデル番号

シリアル番号

購入日

販売店   

保証/免責：	その他特定されていない限り、すべての製品は
リサーチ目的のみで使われます。診断や治療手順での使用
は意図されていません。Corning HTLは、これらの製品の臨
床または診断用途でのいかなるパフォーマンスについても
保証しません。
最新版のマニュアルはwww.htl.com.plにて他の言語でもご
覧になれます。

製品の入手可能性は地域によって異なることがあります。

 
Corning HTL SA
Daniszewska 4
03-230 Warsaw
Poland
t 48 22 492 19 00
f 48 22 492 19 93
www.htl.com.pl

その他の製品情報や技術的な情報については、  
www.htl.com.plにアクセスいただくか、お近くのセールスオ
フィスにご連絡ください。

アジア太平洋	

オーストラリア		
ニュージーランド	
t 61 427286832

中国本土	
t 86 21 3338 4338  
f 86 21 3338 4300

インド
t 91 124 4604000 
f 91 124 4604099 

日本	
t 81 3-3586 1996 
f 81 3-3586 1291

韓国	
t 82 2-796-9500  
f 82 2-796-9300

シンガポール	
t 65 6572-9740  
f 65 6735-2913

台湾
t 886 2-2716-0338 
f 886 2-2516-7500 

ヨーロッパ		
htlcs@corning.com

中南米	
grupoLA@corning.com

ブラジル
t 55 (11) 3089-7400

メキシコ	
t (52-81) 8158-8400
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