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※ 本製品は試験研究用です。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。

アクセサリー（別売り）アクセサリー（別売り）

▮ DYMO ラベルプリンター

サンプルの濃度データやスペクトラムデータを
プリントアウトすることができます。
目的に応じて用紙の種類を選択できます。

印刷データ

用紙のタイプを選べます（シールタイプ、レシートタイプ）

液体窒素保存対応 クライオタグ
（ 使用環境 -196°C~70°C ）

● DYMO 4XL（ワイドフォーマットタイプ）
● DYMO 450

▮ バーコードスキャナー

バーコードで読み取った情報を
サンプルネームに反映することが
できます。

▮ DeNovix オリジナルピペット

● 0.1 ～2 µL の容量で微量測定に最適です。
● オートクレーブ可能。
● EN ISO8655 に準拠した校正証明書を添付。
● チップイジェクターの調節が可能です。

  ▮ DeNovix オリジナル
 石英セル

光路長 10 mm　UV 透過

▮ LC-NA 点検用標準液

装置が各スペックの基準を満たしているか
お客様で点検することができます。

型    式 製品名
Dymo 4XL ワイドフォーマットサーマルラベルプリンター
DYMO 450 コンパクトラベルプリンター

Opticon 3601 バーコードスキャナー
Pipette DeNovix 2 µL オリジナルピペット
Cuvette DeNovix オリジナル石英セル
LC-NA

DS-IQOQ IQ/OQドキュメント及び作業費

仕様
微量分光測定　DS-11・DS-11+・DS-11 FX・DS-11 FX+

最小サンプル量 0.5 µL～
光路長 0.5 mm（0.02 mm まで自動レンジ変更）
光源 パルスキセノンフラッシュランプ
検出部 2048 CCD 素子
波長レンジ 190 nm ～ 840 nm
波長精度 0.5 nm
波長分解能 1.5 nm（FWHM at 253.65 nm）
吸光度精度  10 mm光路長換算）、もしくは1%（ UA 510.0
吸光度正確性 1.5% at 0.75 AU at 260 nm
吸光度レンジ 0.015 ～750 AU（10 mm 光路長換算）
検出下限濃度 BSA 0.04 mg/mL、dsDNA 0.75 ng/µL
検出上限濃度 1,125 mg/mL BSA、37,500 ng/µL dsDNA
測定時間 最短 2 秒（Fast mode 使用時）

キュベット測定モード　DS-11+・DS-11 FX+・DS-C
ビーム高さ 8.5 mm
温度制御範囲 37℃～ 45℃　± 0.5℃
光路長設定 10 mm、5 mm、2 mm、1 mm 
吸光度レンジ  長）路光mm 01（UA 5.1～0.0008 AU

検出下限濃度 長）路光mm 01（ dsDNA 0.04 ng/µL
BSA 0.002 mg/mL（10 mm 光路長）

検出上限濃度 dsDNA          75.0 ng/µL（10 mm 光路長）

蛍光測定モード　DS-11 FX・DS-11 FX+・QFX・FX モジュール

光源

UV  LED:  ～ 375 nm
Blue LED:  ～ 470 nm
Green LED:  ～ 525 nm
Red LED:  ～ 635 nm

励起フィルター

UV︓ 361 nm -389 nm
Blue: 442 nm -497 nm
Green: 490 nm -558 nm
Red: 613 nm -662 nm

蛍光フィルター

チャンネル 1: 435 nm -485 nm
チャンネル 2: 514 nm -567 nm
チャンネル 3: 565 nm -650 nm
チャンネル 4: 665 nm -740 nm

検出器 フォトダイオード
（検出レンジ : 300 nm -1000 nm）

測定用チューブ リアルタイム PCR 用 0.5 mL チューブ
（材質 : ポリプロピレン）

その他、共通仕様

  
                                                



The World's Most Sensitive Microvolume Spectrophotometer!

DeNovix 社のポリシーDeNovix 社のポリシー

※ DeNovix 社はNanoDrop Technologies社の設立者であり、微量分光光度計マーケットを構築したFred Kielhorn氏らによって設立された会社です。

日々めまぐるしく進化する研究分野において、実験機器も研究環境の変化に応じてその要求に応える必要がございます。

2012年に米国で設立されたDeNovix社は、画期的なアイデアを具現化して今日における研究の更なる発展をサポートする
ことに情熱を持った会社です。
ライフサイエンス分野において光学技術ならびに検出技術を用いて、革新的な製品開発を行い、その価値をお届けすることを
ミッションとしています。

開発拠点はデュポン社の創業地として知られているデラウェア州ウィルミントンにあり、ニューヨークやワシントンDCから
2 時間程度の場所に位置しています。
ここで製品開発から製造までを一貫して行っており、分子生物学の実験を行うためのラボが併設されているため、お客様に対
して迅速かつ充実したサポートを提供します。

微量分光測定・蛍光測定をより簡便に
目的に応じた最適な一台で研究をサポートします

紫外・可視分光モデル DS-11 シリーズ / DS-C

DS-11 / DS-11+ DS-C

微量分光光度計
DS-11 / DS-11+（キュベット測定対応モデル）

キュベット測定専用モデル
DS-C

蛍光搭載モデル DS-11 FX シリーズ / QFX

DS-11 FX / DS-11 FX+ QFX FX モジュール（DS-11 シリーズ ）

オールインワン微量分光・蛍光光度計
DS-11 FX / DS-11 FX+（キュベット測定対応モデル）

拡張式蛍光モジュール
FX モジュール

蛍光測定専用モデル
QFX

Reviewer`s choice A ward
for Life Science product

of the Year 2018

3YEAR
WARRANTY

・

DeNovix Guarantee

 ・

Patent No: US9442009
Apparatus and Method for making
 optical measurement of sample

DS-11 シリーズDS-11 シリーズ
　　　　微量分光光度計システム

微量分光光度計の新基準
DeNovix 社は世界で初めてアンドロイド OS をベースとした微量分光光度計の開発に成功した革新的な会社です。
鮮やかな高精細タッチスクリーンは研究者の探究心を刺激し、直感的で簡便な操作性は使用者のストレスを軽減し
て作業効率の向上を実現します。
また、装置の性能だけに満足していただくのではなく、3 年間の製品保証により納入後の安心も併せてご提供します。
2013年の世界同時リリースから既に数千台の装置が世界中の研究施設で使用されており、性能面や使い勝手を含
めた機能面において高い評価を得ています。

DS-11 主な特長

直感的操作スクリーン
測定からデータのエクスポートまで、本体前面のタッチパネル上で
ラボグローブを装着したまま、誰でも簡便に操作できます。
ピンチ、ズーム、スワイプに対応。

最短プロセスで測定完了
測定対象のアプリを起動→ブランクの測定→サンプルの測定
プロセスはわずか 3 つで、データ取得時間は “FAST MODE” を使用
した場合はわずか 2 秒。

Auto Run 機能
“AutoRun” にチェックを入れてアームを下げるだけで自動的に測定開始。
測定の都度、画面上で “ 測定ボタン ” をタップする必要がありません。

Smart QCTM 機能
レシオ値をモニターして、サンプルのコンタミネーションの可能性等
についてアラートを表示します。

コンパクト軽量設計
コンパクトで軽量設計のため、簡単に製品の持ち運びができます。
クリーンベンチ内に設置して使用することも可能です。

dsＤＮＡ測定画面

本体画面を指でスワイプしてレポート、グラフを閲覧



微量分光測定：SmartPath®テクノロジーによる、
液柱安定保持・光路長キャリブレーションフリー

SmartPath® テクノロジーにより、液柱の安定保持が難しい
界面活性剤の含まれたタンパク質溶液に対してもデータの再現性に自信が持てます。

また、サンプル測定時には光路長をリアルタイムで制御しており
BridgeTesting® 機能は独自のプロセスでサンプルを圧縮・モニターして
液柱が検出部間で形成されていることを確認しています。
この機能により、1 μL のタンパク質溶液であっても液柱を確実に形成して
安定した測定結果を取得することができます。

① 検出部へ
サンプルをアプライ

② 測定時は発光部、
受光部間で液柱形成

微量分光測定：クラス最高水準の検出感度、
優れた直線性・再現性に加え、幅広いダイナミックレンジ

幅広いダイナミックレンジ 0.015-750 AU（光路長 10 mm 換算）を備えており、クラス最高水準の性能を誇ります。
dsDNA の測定レンジとして 0.75 ng/μL ～ 37,500 ng/μL、BSA の測定レンジとしては 0.04 mg/mL ～ 1,125 mg/mL の
濃度領域の測定では優れた直線性、再現性を実現します。

（低濃度領域） （高濃度領域）

微量分光測定、キュベット測定：
フルスペクトラム測定

190 nm ～ 840 nm の波長領域は、タンパク質や核酸定量以外にも
幅広いアプリケーションに対応します。
測定後は、スペクトラムデータを重ね合わせて表示することが
できるため、スペクトラムの再現性やクオリティーチェックを
本体画面上で簡便に行うことができます。

グラフ表示機能

キュベット測定：
濁度（OD600）、カイネティクス

DS-11+、DS-11 FX+、DS-C は、10 mm ～ 0.125 mm
光路長の石英およびディスポーザブルキュベットに対応しています。
カイネティクス測定のための専用アプリが標準搭載されており、
ヒーター機能により 37℃～ 45℃の温度調節が可能です。

キュベット測定機構
（DS-11+、DS-11FX+、DS-C に標準搭載）

カイネティクスアプリ

サンプルに応じた専用の測定アイコン

スタンドアローン：
直感的タッチスクリーン操作

DS-11 / DS-11 FX シリーズは カスタム アンドロイド を 採 用しており、
プリインストールされた独自の EasyApps® により、本体のタッチスクリーン
上でサンプル測定からデータのエクスポートまで、一連の操作を簡単に行う
ことができます。
PC のセットアップやソフトウェアのインストールの手間がなく、誰にでも
簡単に操作できます。
ピンチ、ズーム、スワイプ等の画面操作に対応しています。

※ マウスによるポインター操作やキーボード文字入力にも対応できます。

dsDNA、RNA、ssDNA を個々のアプリとして開発しているため
サンプルタイプの選択ミスを防ぐことができます。

データサーチ機能、タイマー機能、オリゴ計算機、ユーザー管理機能、
マニュアル等のアプリも充実しています。

精製タンパク質、ペプチド、比色法、濁度測定に適したアプリが
標準搭載されています。
また、カスタムメソッドによりサンプルに応じたターゲットの波長や
計算式等をカスタマイズすることも可能です。

Diagnostics アプリ
装置の状態を
自己診断できます。

アップデータアプリ
USB もしくは Wi-Fi

（イーサーネット）経由で
装置を最新の状態に
アップデートできます。　

データアプリ

データハンドリング：
必要なデータだけを抽出・簡単エクスポート

本体にはメモリーが内蔵されているため、測定したデータは 1 サンプルごとに自動的に保存されます。
保存されたデータは、データアプリを用いることにより必要なデータだけをソート（サンプルタイプ・
サンプルネーム・日付等）して閲覧、または USB メモリーやプリンター等にエクスポートできます。

結果にコネクト：
ネットワーク共有フォルダーへエクスポート、ネットワーク印刷

すべてのモデル（FX モジュール除く）で Wi-Fi、イーサネット、USB メモリー等でデータをエクスポートできます。
ネットワーク接続により、ネットワークフォルダーや LIMS へデータのエクスポートが可能です。
また、専用のラベルプリンターやネットワークプリンターでデータを印刷することもできます。
測定データは本体内部のメモリーに自動的にストアされ、データアプリを用いていつでも必要な時にデータを呼び出して閲覧、エクスポート
することが可能です。

● ネットワークドライブへデータ保存
● ネットワークプリント
● データをメール送信
● 項目名を LIMS システムに合わせてカスタマイズ



DS-11 FX シリーズDS-11 FX シリーズ
オールインワン微量分光・蛍光光度計システム

吸光度測定と蛍光測定を一台で
ダイナミックレンジの新基準

蛍光 キュベット
（吸光）

微量分光
（吸光）

DS-11 FX シリーズは、微量分光（吸光度）機能と蛍光機能を一台に集約した装置であり、
今までにない核酸・タンパク質定量における強力なツールです。
吸光度測定と蛍光測定を併せ持つことにより、幅広い濃度領域での定量を実現します。

DS-11 FX / DS-11 FX+

蛍光測定モード
● 4 種類の励起光源を搭載
● 測定容器は 0.5 mL リアルタイム用
    PCR チューブを使用
● 定量アッセイがプリセット
● オリジナルキットの検出感度は
　  0.5 pg/μL (dsDNA) ～
注）蛍光測定ではスペクトラム表示されません。

微量分光測定モード

● 最小サンプル量 0.5 µL～
● フルスペクトラム表示
　 紫外・可視分光
　 （190 nm ～ 840 nm）
● クラス最高水準の検出感度
　 0.75 ng/uL（dsDNA）

キュベット測定モード（DS-11 FX＋）

● 石英 / ディスポーザブルキュベット対応
● フルスペクトラム表示
　 紫外・可視分光（190 nm ～ 840 nm）
● カイネティクス アプリ搭載
● 温度制御可能（37℃～ 45℃）

定量アッセイがプリインストール

①スタンダードカーブを作成

②サンプルを測定

標準搭載定量アッセイ
● DeNovix dsDNA assay ● Qubit® dsDNA
● Qubit® RNA ● Qubit® micro RNA
● Qubit® ssDNA ● Quant-iTTM PicoGreenTM 
● Quant-iTTM RiboGreenTM ● Quant-iTTM micro RNA
● QuantiFluor® dsDNA ● QuantiFluor® ONE dsDNA
● QuantiFluor® RNA ● QuantiFluor® ssDNA  etc

4 色の光源を標準搭載
幅広い色素に対応

蛍光チャンネル

注）蛍光測定ではスペクトラム表示されません

プリインストールされた定量アッセイ以外にも、
蛍光色素に応じたアッセイをカスタマイズできます。

フルオロメーターアプリ

スタンダードカーブを作成することなく
簡易的に蛍光の相対強度 (RFU) 比較が
できます。

For Research Use Only
Qubit®,Quant-iT and PicoGreen® are registered trademarks of Thermo Fisher Scientific | QuantusTM and QuantiFluor® are trademarks of Promega Corporation

蛍光・キュベット専用モデル / 蛍光モジュール
（QFX・DS-C  / FX モジュール）

QFX

蛍光測定専用モデル
QFX は蛍光測定専用モデルになります。
DS-11 シリーズの操作性をそのままにスタンドアローンで
ご使用いただけます。

標準搭載定量アッセイ（FX シリーズ共通）

● DeNovix dsDNA assay 
● Qubit® dsDNA
● Qubit® RNA
● Qubit® micro RNA
● Qubit® ssDNA
● Quant-iTTM PicoGreenTM 
● Quant-iTTM RiboGreenTM

● Quant-iTTM micro RNA
● QuantiFluor® dsDNA
● QuantiFluor® ONE dsDNA
● QuantiFluor® RNA
● QuantiFluor® ssDNA
    etc

FX モジュール

FX モジュール +DS-11 シリーズ

拡張式蛍光モジュール
FX モジュールは、DS-11 シリーズや DS-C 等の吸光度測定
専用モデルに接続してご使用ができます。
本体へ USB 接続するだけで、煩雑な操作や設定を行うこと
なくモジュールを自動認識して蛍光光度計としてご使用
いただけます。

DS-C

キュベット測定専用モデルNEW

DS-C はキュベット測定専用モデルになります。
37℃～ 45℃までの温度制御が可能でカイネティクスアプリが
標準搭載されています。
また、FX モジュール（別売り）を接続することにより
蛍光光度計への拡張が可能です。

● 石英 / ディスポーザブル
　 キュベット対応
● フルスペクトラム表示
　 紫外・可視分光
　（190 nm ～ 840 nm）
● カイネティクス アプリ搭載
● 温度制御可能（37℃～ 45℃）

モデル別 測定対応表

本体カラー：4 色からお好みの色をチョイス
各モデル（FX モジュールを除く）は白、青、赤、シルバーの 4 色を取り揃えています。

dsDNA 検出レンジ :　0.5 pg/µL ～ 4,000 ng/µL

●Broad Range

●High Sensitivity

●Ultra High Sensitivity

DeNovix オリジナル蛍光アッセイキット
オリジナルアッセイキットを用いて高感度検出が可能です。
目的の検出濃度領域に応じて、アッセイキットがラインナップされています。
Broad Range、High Sensitivity、Ultra High Sensitivity の各アッセイキットは
評価用として 50 回分からお買い求めいただけます。




