
TipNovusTM シリーズ
自動チップウォッシャー

米国　Grenova 社



Rethinking Laboratory Waste

分注チップを再利用して
  コストを削減しませんか？

日々の検査業務や実験にどれくらいのディスポチップを消費していますか？

特に自動分注装置を用いてアッセイを行っている場合、 年間でディスポチップに使用するコストは莫大です。 Grenova 社

が提案する TipNovusTM シリーズは、 使用後のチップを洗浄 ・ 殺菌し、 チップをリユースすることを可能にします。

チップの再利用は、 コスト削減によるビジネスの改善に繋がるだけでなく、 近年問題になっているプラスチックゴミの削減

を通して環境問題の解決に貢献します。
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洗浄原理とワークフロー
TipNovusTM は洗浄と乾燥のステップをそれぞれ別の庫内で行います。

洗浄ステップでは、洗浄液によるウォッシュだけでなく、大小のゴミ （汚染物質） を取り除くための高圧洗浄と超音波洗浄、

洗浄効率と質を高めるための振とう洗浄を組み合わせてチップの洗浄を行います。 洗浄液としては 4 種類の溶液の使用

が可能です。 Grenova 社オリジナルの洗浄剤 GrenoClean+ は洗浄能力が高いだけでなく廃液が容易です。

それぞれのステップは、 使用するチップの種類と使用目的に合わせて簡単にプログラムの変更が可能です。 また、 チップ

の UV 殺菌も行います。

洗浄後のチップは乾燥庫内でヒート＆ファンと振とうにより乾燥を行います。 同時に別のチップを洗浄することが可能で、

使い終わったチップを効率的に処理していただけます。

ユニークな洗浄方法

選べる洗浄剤 ： 最大 4 種類の洗浄液の使用可能

高圧洗浄 ： 大きなゴミを除去

超音波洗浄 ： 小さなゴミを除去

振とう洗浄 ： 上下動で洗浄の質を高めます

UV 殺菌 ： 99.9％殺菌

乾燥方法

振とう ： 上下動で水滴を除去

ヒート＆ファンドライ ： 庫内の温度を一定に

高効率 ： 洗浄と同時使用可能

ランコストの削減



様々なアプリケーションに！
ELISAからNGSまで、TipNovusTM で洗浄したチップを様々な実験で使用し、確認したバリデーションデータがございます。

お客様の実際の試験系 （検査） でワークするかをデモでご確認いただけます。 また、 より高感度な検出のためのプレ洗浄

にもご使用いただけます。

2 機種からチョイス オプション
TipNovusTM シリーズには、 1 ラック毎に洗浄 ・ 乾燥を行う

TipNovusMiniTM と、 4 ラックまとめて洗浄 ・ 乾燥を行う

TipNovusTM の 2 機種がございます。

TipLumisTM はチップの乾燥と最大 45 ラックを保管

できるチップ保管庫です。エアサイクルと内蔵ヒーター

によりチップの乾燥を行い、 ヒーター温度の調整も可

能です。 オプションで UV 殺菌機能を加えることもで

きます。 カートなどカスタマイズも承っております。

TipNovusMiniTM TipNovusTM

6-8 ラック / 時間 16-24 ラック / 時間

● HEPA フィルター搭載

● UV オプション

洗浄

再利用



仕様
TipNovusMini TipNovus

スループット 6 ～ 8 チップラック／時間 16 ～ 24 チップラック／時間

対応チップラック 各社 96、 384、 24 チップラック 各社 96 チップラック

装置サイズ W41.9 × D41.3 × H58.4 (cm) W73.6 × D77.5 × H45.7 (cm)

装置重量 38 kg 33 kg （コントロールボックス、 ウォッシャー、 ドライヤー）

電源 115 VAC、 50/60 Hz、 800W 115 VAC、 50/60 Hz、 1100W

周辺温度 15-35℃

ドライヤー最大温度 80℃

騒音レベル ＜ 75 dBA

空気圧 0.5 Mpa (70 PSI)

最大洗浄液 4

ご注文情報

* 本体、 ソフトウェア、 プラスチックボトル 1 式、 チップラックアダプター 1 式含む

製品番号 品名 価格 ( 税別 )

GNTNCBWDSUV96T TipNovus 96* ¥14,700,000

GNTNMINISUV96T TipNovusMini - 96* ¥8,250,000

GNTNMINISUV384 TipNovusMini - 384* ¥8,700,000

GNTNMINISUV24ET TipNovusMini - 24* ¥8,600,000

GNTNTS01 TipLumis （UV ランプ付き） ¥6,100,000

本体

製品番号 品名 価格 ( 税別 )

GrenoClean60  GrenoClean+ （40g x 60 個） ¥93,000

GrenoClean120  GrenoClean+ （40g x 120 個） ¥186,000

GrenoClean180  GrenoClean+ （40g x 180 個 ) ¥279,000

GrenoClean108-5  GrenoClean+ （200g x 108 個）　 ¥773,000

洗浄剤

製品番号 品名 価格 ( 税別 )

EADAP96-10  カスタムアダプターラック 96 (10 個 ) ¥264,000

EADAP384-10  カスタムアダプターラック 384 (10 個 ) ¥439,000

GNTNMINICART  TipNovusMini　カスタムベンチ ¥867,000

GNTNCART  TipNovus　カスタムベンチ ¥1,050,000

TNAutoFillCont  蒸留水オートフィルボトル ¥151,000

TNContainerPKG  プラスチックボトルセット (20L ボトル 2 個＋ 5L ボトル 1 個） ¥135,000

GNADPT01  チップラックアダプター （洗浄用 1 個＋乾燥用１個） ¥323,000

GNTLCARPKG9  TipLumis キャリアーパッケージ （9 セット） ¥1,400,000

アクセサリー

www.grenovasolutions.com/

※本装置は試験研究用です。 医療や診断目的にはご使用いただけません。

※価格、 外観、 仕様などは、 予告なしに変更することがあります。

※それぞれの商標や登録商標、 製品名は各社の所有する名称です。
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代理店


