
myra
Liquid Handling System

PCRセットアップのための分注ワークステーション



高いユーザビリティ 新しい可能性がここにある 高度に自動化されたシステム

qPCR反応セットアップのための分注ワークステーション

各社のリアルタイム PCRシステムに対応

Myra は、 Bio Molecular Systems 社の Mic リアルタイム PCR

だけでなく、 96 あるいは 384 プレートを用いたブロックタイプのリ

アルタイム PCR 装置あるいは Rotor-Gene Q まで、 各社の qPCR

サイクラーと優れたコンビネーションを発揮します。

分注プログラムの設定は簡単。 ソフトウェアでどのようなアッセイを

行うか設定した後、 試薬 ・ サンプル等の入ったラボウエアの位置を

指定するだけで分注プログラムが組まれ、 すぐに分注をスタートで

きます。

Mic リアルタイム PCR を使用する場合は、 Myra での分注が終わ

ると、 Mic のための Run ファイルが自動で作成されます。 「サン

プル名」、 「アッセイ方法」、 「サイクル条件」 などを改めて設定する

必要がないため、 シームレスな定量 PCR 実験を実現できます。

サイズ

Myra のフットプリントは 360 ㎜ x 460 ㎜ と非常にコンパクトです。

Myra は内部に UV LED ライトと HEPA フィルターを実装しており、

内部を qPCR の準備に相応しい清浄な環境に保つことができます。

クリーンベンチに分注機を入れる必要なく、 最小限のスペースで作業

を実行できます。

世界初 「見る」 キャリブレーション

自動分注装置にとって位置正確性の較正は重要です。

Myra のピペッターには微小カメラが装着されています。 この微小カ

メラと画像認識技術により、 装置がウェルの中央を自動で認識してキャ

リブレーションを実行します。 位置の修正が必要な場合も、 画像を見

ながら直感的に行えます。

自分の目で見ながら微妙な位置較正を行う必要や、 較正のためにサー

ビスマンを呼ぶ必要はありません。

自動化されたシステム

吸引 / 分注時の高さは、ラボウェアの深さの情報、液面等から、

Myra が自動で調整します。 そのため、 最小限の設定で実験

を始めることができます。

また、 Myra のピペットヘッドに搭載された圧力センサーは、

吸引時と排出時におけるエラーの検知が可能です。

様々なラボウェアを使用可能

各種のラボウェアの情報がライブラリーに登録されており、

呼び出すだけで使用できます。

新たなラボウェアの登録も簡単です。 カメラと圧力センサー

がウェルの中心と深さを認識するので、 細かな寸法を自分

で登録する必要はありません。

優れた分注性能

qPCR のアッセイセットアップでは、 1µL を正確かつ精確に分注する技

術が求められます。

Myra は最少容量でも信頼性の高いピペッティングが可能です。 1µL
分注時の CV は <10% です。 ウェル間、 Run 間、 日間のいずれに

おいても優れたデータ再現性を確保できます。

将来性のあるシステム設計

Myra の可能性は、 さらにその先へ。

Myra は容易なアップグレードを考慮して設計されています。

バーコードスキャン等、今後さらに便利な機能が実装される予定です。

＜最小限の設定で正確な測定結果を実現＞

10 倍希釈から 1.2 倍希釈までの様々な希釈倍率のテンプレートを Myra で分注し、 Mic リアルタイム

PCR 装置で測定しました。
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製品仕様

360 mm460 mm
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位置較正

処理能力

位置制御

液量レベル検知

性能

高精度カメラ

100 µm 間隔

1または複数のアッセイを調製可能

圧力センサー

液量

正確度

最大チップ数/ラック

精度

分注性能 1 - 50 µL

384

1 µL  < 10% CV 

 

5 - 50 µL  < 1% 

5 - 50 µL  < 1% CV 

1 µL  < 10% 

接続形式

最小スペック

制御用PC USB 2.0

Intel Core i3 以上, 4 GB RAM, 
5 GB HDD （空き容量）
ディスプレイ解像度1366 x 768 

UV照射

チップ排出

HEPAフィルター

汚染対策 内部設置の廃棄箱への投棄

高輝度UV LED（280 nm,70 mW)

粒子捕集率 99.98%（0.3 µm 粒子）
相対湿度

温度動作環境

30 - 80%

o18 - 30 C
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