
CAT.No.撹-81

SATAKE
BIOREACTOR
SERIES

サタケ培養装置総合カタログ

Nex t  S t age

1

動物細胞培養

再生医療分野・iPS創薬利用

微生物培養



動物細胞培養
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撹拌技術専門の研究所設立から 30 年、サタケで

は “流れと作用” を主体とした撹拌に関する研究

に力を注いでまいりました。これらの技術を培養

分野へ適応し、培養に最適な環境を作り出す新し

い培養装置の開発に至りました、撹拌機・撹拌装

置のトップメーカーとして走り続けてきたサタケ

だからこそ、お客様にご満足いただける製品をご

提供できると考えております。また、お客様と二

人三脚で、目的に合った最適な培養装置・培養シ

ステムを開発するスキームも構築しております。

ぜひともご活用ください。

 Lineup

MRF Reactor
P.4-5動物細胞培養向け

VMF Reactor
動物細胞培養向け

VerSus Reactor
動物細胞培養向け

シングルユースバイオリアクター

動物細胞培養・生産向け

HiD 4×4
再生医療・iPS細胞向け

高効率タービン/通気撹拌システム

植物性・微生物培養向け

P.6-7 P.8-9

P.10-11 P.12-13 P.14-15

回転式撹拌培養装置 上下往復動式撹拌培養装置 上下往復動式撹拌培養装置/SPG

回転/上下往復動式撹拌培養装置 上下往復動式撹拌培養装置 高OTR対応タービン/通気システム

キーワードは『産業化』
ラボから生産までに最適な“培養”を提案します。
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受託培養サービス / 受託数値流体解析サービス

■ サタケの受託培養の特徴

VMF リアクター　液容量：200mL～8L 程度
MRF リアクター　液容量：1L～2.4L 程度
同時 2Run 可能

S-BOX ( 制御装置 )　溶存酸素濃度（DO）、pH 制御
SPG 膜スパージャー / 焼結スパージャー

浮遊性細胞の培養
　・CHO 細胞（ハムスター卵巣）
　　CHO-S、CHO-K1、CHO-DG44、CHO 1-15500
　・HL60 細胞（ヒト急性骨髄性白血病）
　・U937 細胞（ヒト組織球性リンパ腫）

接着性細胞の培養
　・HeLa 細胞（ヒト子宮頸がん）
　・Vero 細胞（アフリカミドリザル腎）
　・MDCK 細胞（イヌ腎）

受託培養のフロー

詳しくは弊社バイオ事業Ｔまでお問合せください。　           －お問い合わせ先－　バイオ事業Ｔ　TEL : 048-444-7721

“ラボでの結果がスケールアップすると再現できない”　
“生産での最適化を検討したいがどうすればよいか判ら
ない” “新しい培養装置には興味があるが本当に効果が
あるか確認したい”  など、お客様のご要望にお応えす
べく当社撹拌技術研究所内に受託培養専用のクリーン
ルーム（培養室）を完備しています。また、社外協力
先との連携により、最大 200L クラスのスケールアップ
検討が可能な設備や、iPS 細胞分化誘導の評価が可能な
設備・フィールドを保有すると共に、CFD シミュレー
ション・受託数値流体計算も併用しての運用が可能で
あり、長年培った撹拌技術の知見から、お客様のニー
ズに合った最適なサービスをご提供いたします。　　

■ 保有設備紹介
【培養装置】

血球計算板
セルカウンター　(TC20)

【細胞の計数】

多機能バイオセンサ（BF-7）
　グルコース・乳酸・グルタミン・グルタミン酸・アンモニア等
　その他成分は要相談
吸光プレートリーダー（Multiskan GO）
　乳酸脱水素酵素（LDH）活性（抗体の定量などは要相談）

【培養上清中の成分分析】

CO₂ インキュベータ（2 台）振盪機付き
遠心分離機
クリーンベンチ
高圧蒸気滅菌器
冷凍冷蔵庫（-20℃、5℃）
ディープフリーザー（-80℃）
液体窒素保存容器
デジタルマイクロスコープ (20 ～ 200 倍）

【その他】

■ 細胞取扱い実績

① 事前打合せ
    　・お客様の目的、細胞及び培養方法の確認
    　・設備の説明

② 見積もり
    

③ NDA 締結
  　  ・プロトコル等の詳細情報の開示
  　  ・培養条件についての打ち合わせ

    
④ 細胞株のご貸与
    

⑤ 培養実験
   　 ・サンプリングによる細胞数計数、培養液成分の分析
  　  ・必要に応じて培養後、細胞、培養上清の送付
    
⑥ 結果報告
    　・報告書提出、以降の対応について打合せ
    

    　・お客様の目的、細胞及び培養方法の確認
    　・設備の説明

    

  　  ・プロトコル等の詳細情報の開示
  　  ・培養条件についての打ち合わせ

    
    

   　 ・サンプリングによる細胞数計数、培養液成分の分析
  　  ・必要に応じて培養後、細胞、培養上清の送付



 

    

  

  

 

 

  

  

 
  

  

 

  

  

   

 
  

   

   

  

    

   

 

製品名

型式

温度管理方式

回転方式

通気方式

温度調節範囲

温度調節精度

回転範囲

温度設定

回転数設定

バンドヒータ

撹拌モータ

撹拌翼

培養槽寸法

培養槽全容量

使用周囲温度範囲

外寸法

重量

定格電源

項目

性
能

機
能

構
成

規
格

MRF - 3000

内径140×203深さ [mm] 

3Ｌ

約30kg

MRF Reactor

バンドヒータ方式（PID制御）過昇温防止機能付（MAX  80℃ ）

マグネットドライブノンシール式

シラスポーラスガラス(SPG)膜方式  /  焼結金属方式

室温＋5~20℃（通常37℃設定）

±0.3℃（37℃）

5~200rpm

デジタル設定

タッチパネル入力

標準 MR210Bioインペラ

10~35℃

300W×485Ｄ×890Ｈ [mm] （転倒防止金具を付けた場合、360W）

AC-100V, 50/60Hz

仕様

MRF - 10000

内径200×360深さ [mm] 

10Ｌ

約34kg

最大出力 100W

150W

*　性能は室温20℃、定格電源電圧、ACｰ100V50Hz、無負荷時での値です。

MR210Bioインペラ標準装備回転式培養撹拌装置

動物細胞培養

MRF リアクターは、実生産やスケールアップを目的と
したラボ用培養装置です。実設備で重要な ” 洗浄性に
優れたシンプルな形 状 ” に加え、優れた混合・均一性
能を発揮する『培養専用イ ンペラ MR210Bio』を標準
装備し、スケールアップ の際もラボと同様の培養結果
を再現できます。また、 液面変動（フェッドバッチ培養）
に対応し、あらゆ る液量でも変わらない撹拌性能を発
揮します。1.5Ｌの小容量から 20,000L の大容量まで対
応可能です。
専用コントローラ『S-BOX×10α』により、PI 制御を 
含む各種 パラメーターの変更も簡単にできます。

M R F  Re a c t o r

■培養専用撹拌翼スーパーミックス ®MR210Bio
・ 低せん断で高い混合性能を発揮

・ 洗浄性に優れたシンプルな形状

・ 液面変動に完全対応

・ スケールアップした際も、ラボ
   と同様な培養結果を再現できます。

■ MRFReactor 仕様

要求仕様に沿った専用機開発・カスタマイズ対応・シングルユース対応
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特許第4187579号
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MR210Bio

フラットタービン

エレファントイヤー

培養時間 [hr]

0.00～14.00 [pH]    　　　表示精度：F.S±0.5%　　
0.00～10.00 [mg/L]            表示精度：F.S±0.5% 
0.00～20.00 [mL/min]       表示精度：F.S±0.5%

pH
DO(溶存酸素)
FL(O₂流量)

S-BOX×10α
培養コントローラー

仕様項目
名称
型式

表示範囲・精度

制御設定範囲

制御出力

記録出力

電源

ケース材質

設置方法
外形寸法

周囲環境条件

ユーティリティー

0.00～14.00 [pH] 　　
0.00～10.00 [mg/L]   
0.10～20.00 [mL/min]   

SUS304 （塗装なし）
屋内型、非防滴、非防爆仕様

pH
DO(溶存酸素)
FL(O₂流量)

ON/OFF制御
流量加減算ステップ制御
PI制御（スロープセット方式：Time、%）
DC 0~5 [V]    　　　　　   出力精度：F.S±0.5%　　
DC 0~5 [V]    　　　　　   出力精度：F.S±0.5%
DC 0~5 [V]    　　　　　   出力精度：F.S±0.5%

pH
DO(溶存酸素)
FL(O₂流量)

AC 100 V, 50/60Hz

pH
DO(溶存酸素)
FL(O₂流量)

屋内卓上型
W260×Ｈ350×D300 [mm]
5~45 ℃ 　　　　　   
20~85 %（結露無きこと）   　　　　　  

温度
湿度

AC100Vコンセント×2ヶ口（コントローラ本体、記録計用） 　　
流量20mL/min以上    供給圧力0.3MPa　接続口Φ6チューブワンタッチ継手 
流量50mL/min以上　供給圧力0.2MPa　接続口Φ6チューブワンタッチ継手
流量150mL/min以上  供給圧力0.2MPa　接続口Φ6チューブワンタッチ継手

電源
O₂
CO₂
AIR

·········································
·········································
·········································
·········································

※O₂、CO₂、AIRともに腐食成分、ダスト、オイルミストを含まない乾燥気体であること

························································
·····································
·······································

························································
·····································
·······································

·········································
·········································

························································
·····································
·······································

························································
·····································
·······································

■ S-BOX×10α仕様

優れた混合性能により培養に最適な環境を作りだします。
■ 培養槽内の流動状態

CFDシミュレーション解析結果

CHO細胞による培養後期の生細胞率比較

■ 培養事例

培養専用に開発したインペラ “MR210Bio” は、槽内混合
均一性が高く、低圧部の翼下部から槽上部に及ぶ大循環
流を生み出します。この特徴により、低動力・低回転で
も高い均一性・流動性が得られると共に、液面が変動し
ても基本的なフローパターンは変わりません。フェド
バッチ培養により液面が変動する条件での運用に適して
おり、過去例のない非定常性に適応した培養専用インペ
ラと言えます。CFD シミュレーション解析結果より、
高い循環性能が見て取れます。

従来の回転式バイオリアクターで用いられているタービ
ンタイプ（フラットタービン）、ワイドパドルタイプ（エ
レファントイヤー）とのバッチ培養条件下での培養後期
における生細胞率を示します。MRF リアクター は、培
養後期において他の従来翼よりも高い生細胞率を維持し
ていることが確認できます。低せん断作用と高混合均一
性能を有する MR210Bio の特徴であり、数値流体計算の
併用により大型リアクターへのスケールアップを実現し
ます。

要求仕様に沿ったシステム開発・カスタマイズも可能です。詳しくは弊社バイオ事業Ｔまでご連絡ください。
ーお問合せ先ー    バイオ事業Ｔ　TEL : 048-444-7721

CFDシミュレーション解析結果

MR210Bioインペラの流線（フローパターン）
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Animal  cel l  culture



動物細胞培養動物細胞培養

6  *　性能は室温20℃、定格電源電圧、ACｰ100V50Hz、無負荷時での値です。

上下往復動式培養撹拌装置

VMF リアクターは、優れた混合性能 と 穏やかな撹拌を両
立した上下往復動式の次世型の往復動培養撹拌装置です。
一般的な回転式と異なり、シビアなせん断力のコントロー
ルが可能です。また、複雑な回転軸シール機構が不要で「完
全密閉構造」を実現。コンタミや漏出の危険もなく無菌・
クリーン性が高いものとなっています。
専用コントローラ『S-BOX×10α』により、PI 制御を含む
各種 パラメーターの変更も簡単にできます。
また、カスタマイズにより 8連機まで対応します。

V M F  Re a c t o r

■上下往復動専用撹拌翼

■ VMF Reactor 仕様
VM100 VM200

要求仕様に沿った専用機開発・カスタマイズ対応・シングルユース対応

特許第4316251号、他特許出願中または登録済

温度調節範囲

温度調節精度

最大上下動振幅

最大翼速度

温度設定

上下動設定

バンドヒータ

撹拌モータ

撹拌翼

培養槽寸法

VMF Reactor

性
能

機
能

構
成

規
格

VMF-500 

　標準 VM200

内径 90×200 深さ [mm] 

300mm/s

タッチパネル入力
150W

最大出力　800W

標準 VM100 + VM200

VMF-1500

内径 110×169 深さ [mm] 

バンドヒータ方式 ( PID 制御 )  過昇温防止機能付（MAX  80℃ ）
リニアシャフトドライブノンシール式

焼結金属方式　※オプション 

室温 +5 ～ 20℃ ( 通常 : 37℃設定 )

AC-100V, 50/60Hz

300W×485D×890H 　[mm] ( 転倒防止金具を付けた場合、360W)

VMF-10000　

内径 200×360 深さ [mm] 

±0.3℃ (37℃)

デジタル設定

VMF-3000

内径 140×203 深さ [mm] 

10~35℃

項目 仕様

製品名

型式

温度管理方式

直動伝達方式

通気方式 

使用周囲温度範囲

外寸法

重量

定格電源

40ｍｍ

培養槽全容量 0.5L 1.5L 3L 10L

約 28kg 約 28kg 約 30kg 約 34kg
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Animal  cel l  culture

要求仕様に沿ったシステム開発・カスタマイズも可能です。詳しくは弊社バイオ事業Ｔまでご連絡ください。
ーお問合せ先ー    バイオ事業Ｔ　TEL : 048-444-7721

せん断作用の抑制と良好な混合作用を両立し、
培養に最適な環境を作りだします！！

■ せん断応力の比較

VMF リアクター（上下往復動式）

フラットタービン（回転式）

■ 培養事例

0.00～14.00 [pH]    　　　表示精度：F.S±0.5%　　
0.00～10.00 [mg/L]            表示精度：F.S±0.5% 
0.00～20.00 [mL/min]       表示精度：F.S±0.5%

pH
DO(溶存酸素)
FL(O₂流量)

S-BOX×10α
培養コントローラー

仕様項目
名称
型式

表示範囲・精度

制御設定範囲

制御出力

記録出力

電源

ケース材質

設置方法
外形寸法

周囲環境条件

ユーティリティー

0.00～14.00 [pH] 　　
0.00～10.00 [mg/L]   
0.10～20.00 [mL/min]    

SUS304 （塗装なし）
屋内型、非防滴、非防爆仕様

pH
DO(溶存酸素)
FL(O₂流量)

ON/OFF制御
流量加減算ステップ制御
PI制御（スロープセット方式：Time、%）
DC 0~5 [V]    　　　　　   出力精度：F.S±0.5%　　
DC 0~5 [V]    　　　　　   出力精度：F.S±0.5%
DC 0~5 [V]    　　　　　   出力精度：F.S±0.5%

pH
DO(溶存酸素)
FL(O₂流量)

AC 100 V, 50/60Hz

pH
DO(溶存酸素)
FL(O₂流量)

屋内卓上型
W260×Ｈ350×D300 [mm]
5~45 ℃ 　　　　　   
20~85 %（結露無きこと）    　　　　　  

温度
湿度

AC100Vコンセント×2ヶ口（コントローラ本体、記録計用） 　　
流量20mL/min以上  供給圧力0.3MPa　  接続口Φ6チューブワンタッチ継手 
流量50mL/min以上　供給圧力0.2MPa　接続口Φ6チューブワンタッチ継手
流量150mL/min以上  供給圧力0.2MPa　接続口Φ6チューブワンタッチ継手

電源
O₂
CO₂
AIR

·········································
·········································
·········································
·········································

※O₂、CO₂、AIRともに腐食成分、ダスト、オイルミストを含まない乾燥気体であること

························································
·····································
·······································

························································
·····································
·······································

·········································
·········································

························································
·····································
·······································

························································
·····································
·······································

■ S-BOX×10α仕様

CFDシミュレーション解析結果

フラットタービン ( 回転式 ) VMF Reactoe ( 上下往復動 )

VMF リアクター ( 上下往復動式 )

フラットタービン  ( 回転式 )

混合完了

■ 混合状況の比較

CFDシミュレーション解析結果より、VMFリアクターは回転式リアクターと比較して培養槽内のせん断応力の均一性が高いことが判ります。
また、同一エネルギー条件下における均一混合性能は回転式と比較してＶＭＦリアクターは極めて優れていることが判ります。

CHO細胞による培養比較

VMF リアクターは、培養槽内に置いて細胞に対して最適な物理

的環境を与えることで、回転式バイオリアクターと比較して細

胞培養に適した槽内環境を作り出し、MRF リアクターを凌ぐ高

い生細胞率を維持します。せん断ダメージに強い細胞ですと、

この優位性は薄れますが、せん断ダメージに依存する細胞培養

では優れた性能を発揮します。結果として、生産物の産生量を

増大させます。



 
*　性能は室温20℃、定格電源電圧、ACｰ100V50Hz、無負荷時での値です。

温度調節範囲

温度調節精度

最大上下動振幅

最大翼速度

温度設定

上下動設定

バンドヒータ

撹拌モータ

撹拌翼

培養槽寸法

VerSus Reactor

性
能

機
能

構
成

規
格

VSR-500 

　標準 VM200

内径 90×200 深さ [mm] 

300mm/s

タッチパネル入力
150W

最大出力　800W

標準 VM100 + VM200

VSR-1500

内径 110×169 深さ [mm] 

バンドヒータ方式 ( PID 制御 )  過昇温防止機能付（MAX  80℃ ）
リニアシャフトドライブノンシール式

シラスポーラスガラス (SPG) 膜方式 
室温 +5～ 20℃ ( 通常 : 37℃設定 )

AC-100V, 50/60Hz

300W×485D×890H 　[mm] ( 転倒防止金具を付けた場合、360W)

VSR-10000　

内径 200×360 深さ [mm] 

±0.3℃ (37℃)

デジタル設定

VSR-3000

内径 140×203 深さ [mm] 

10~35℃

項目 仕様

VMF Reactor/SPG膜スパージャーのコラボレーション

要求仕様に沿った専用機開発・カスタマイズ対応・シングルユース対応

バーサスリアクターは、VMF リアクターと、極めて均一性

の高いマイクロバブルを発生させることができる『SPG 膜

スパージャー※』の技術を融合させた、今までにない新しい

動物細胞培養用バイオリアクターです。SPG膜スパージャー

による効率的な酸素供給により、培養槽内の動物細胞にス

トレスを与えることなく効率的に酸素を供給できます。ま

た、DO通気流量が低減により泡沫層を抑制します。

専用コントローラ『S-BOX×10α』により、PI 制御を含む

各種 パラメーターの変更も簡単にできます。

Ve r S u s  Re a c t o r ®

■SPG 膜スパージャー

■  VerSus Reactor 仕様
*SPG 膜スパージャーは、宮崎県工業技術センターと日揮㈱の共同開発品です。

動物細胞培養

Reactor

マイクロバブルを槽内に均一に分散させることができます。

動物細胞培養
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®

特許第4316251号、他特許出願中または登録済

製品名

型式

温度管理方式

直動伝達方式

通気方式 

使用周囲温度範囲

外寸法

重量

定格電源

40ｍｍ

培養槽全容量 0.5L 1.5L 3L 10L

約 28kg 約 28kg 約 30kg 約 34kg



要求仕様に沿ったシステム開発・カスタマイズも可能です。詳しくは弊社バイオ事業Ｔまでご連絡ください。
ーお問合せ先ー    バイオ事業Ｔ　TEL : 048-444-7721

0.00～14.00 [pH]    　　　表示精度：F.S±0.5%　　
0.00～10.00 [mg/L]            表示精度：F.S±0.5% 
0.00～20.00 [mL/min]       表示精度：F.S±0.5%

pH
DO(溶存酸素)
FL(O₂流量)

S-BOX×10α
培養コントローラー

仕様項目
名称
型式

表示範囲・精度

制御設定範囲

制御出力

記録出力

電源

ケース材質

設置方法
外形寸法

周囲環境条件

ユーティリティー

0.00～14.00 [pH] 　　
0.00～10.00 [mg/L]   
0.10～20.00 [mL/min]   

SUS304 （塗装なし）
屋内型、非防滴、非防爆仕様

pH
DO(溶存酸素)
FL(O₂流量)

ON/OFF制御
流量加減算ステップ制御
PI制御（スロープセット方式：Time、%）
DC 0~5 [V]    　　　　　   出力精度：F.S±0.5%　　
DC 0~5 [V]    　　　　　   出力精度：F.S±0.5%
DC 0~5 [V]    　　　　　   出力精度：F.S±0.5%

pH
DO(溶存酸素)
FL(O₂流量)

AC 100 V, 50/60Hz

pH
DO(溶存酸素)
FL(O₂流量)

屋内卓上型
W260×Ｈ350×D300 [mm]
5~45 ℃ 　　　　　   
20~85 %（結露無きこと）    　　　　　  

温度
湿度

AC100Vコンセント×2ヶ口（コントローラ本体、記録計用） 　　
流量20mL/min以上     供給圧力0.3MPa    接続口Φ6チューブワンタッチ継手 
流量50mL/min以上　供給圧力0.2MPa　接続口Φ6チューブワンタッチ継手
流量150mL/min以上  供給圧力0.2MPa　接続口Φ6チューブワンタッチ継手

電源
O₂
CO₂
AIR

·········································
·········································
·········································
·········································

※O₂、CO₂、AIRともに腐食成分、ダスト、オイルミストを含まない乾燥気体であること

························································
·····································
·······································

························································
·····································
·······································

·········································
·········································

························································
·····································
·······································

························································
·····································
·······································

■  S-BOX×10α仕様

■培養事例

CHO細胞による抗体生産比較

Animal  cel l  culture

107

105

0 20 1201006040 80 160140

106

生
細
胞
濃
度
 [c
el
ls/
m
L]

培養時間 [hr]

SPG 膜スパージャーあり
SPG膜スパージャーなし

CHO細胞による培養比較

VMF リアクターを用い、SPG 膜スパージャー有無によ
るCHO細胞の増殖曲線を示します。SPG膜スパージャー
を用いることで、大幅に培養成績が向上する事が判りま
す。極めて均一性の高い微細気泡により、弱い流動が乱
させること無く、高いガス吸収性能は、泡沫層形成の要
因となる DO 通気流量を大幅に低減させます。トータル
性能を大幅に向上させたのが VerSus リアクターです。

せん断応力に対する依存性の高い CHＯ細胞を用い、コ
ントロール 8L から 150L へのスケールアップ結果※を示
します。ここでは、実際に市販されている抗体生産を行っ
ています。本結果より、150L スケールアップ条件にお
いてコントロールの 8L とほぼ同じか、むしろそれを上
回る抗体産生量が得られました。このスケールアップは、
数値流体計算によりせん断ファクター一定にて実施して
おり、数値流体解析と培養の併用における優位性を証明
しました。
※ 日揮（株）との共同研究成果0

Cultivation time [day]

0

5

10

8Ｌ

150Ｌ

Volume

9

培 養 槽 内 の 物 理 的 作 用 を コ ン ト ロ ー ル す る「VMF Reactor」と
優れた微細気泡技術の「SPG 膜スパージャー」とのコラボレーション
「VerSus Reactor」により、 さらなる生産効率の向上をお約束します。

上下動



動物細胞培養シングルユースシリーズ

 

*　性能は室温20℃、定格電源電圧、ACｰ100V50Hz、無負荷時での値です。

温度調節範囲

温度調節精度

最大上下動振幅

最大翼速度

温度設定

上下動設定

バンドヒータ

撹拌モータ

撹拌翼

培養槽寸法

培養槽全容量

VMF Reactor

性
能

機
能

構
成

規
格

300 mm/s

タッチパネル入力
1.5kW

最大出力　800W

標準 VM100 + VM200

クランプヒータ方式 (PI 制御 )  過昇温防止機能付

リニアシャフトドライブノンシール式

シラスポーラスガラス (SPG) 膜方式 ※2  / 焼結金属方式
室温+5～ 20℃ ( 通常 : 37℃設定 )

S-BOX×200 より電源供給

780W×800D×2000H [mm] 

±0.3℃ (37℃)

デジタル設定

10~35℃

項目 仕様

50L/ 200Ｌ-SUB

内径 405×595 深さ [mm] 

75Ｌ

本体 約 135kg , ベッセル ASSY  約 42kg

100 mm

VMF 50L/200L-SUB は、商業生産用のシングルユースバイ
オリアクターです。50Ｌ～ 200L（最大 1000L まで開発予定）
をラインナップしており、滅菌バリデーションに対 応した
シングルユースハードボトル / バッグを採用しています。
国内製品なので、小ロット・ジャストインタイムでの供給
をお約束します。
専用コント ローラ『S-BOX×200』により、PI 制御を含む
各種 パラメーターの変更も簡単にできます。

シン ース ター

■シングルユース対応ハードボトル / バック

■ VMF 50L / 200L-SUB 仕様

/

・  純国産製品なので、小ロットでも常に安定し
　た供給が可能です。

・  あらかじめ EOG 滅菌処理を施している ので、
　ご使用時に洗浄・滅菌する必要がありません。

・  ボトル・インペラ・シャフト・チューブ等は、
　 USP Class VI ( アメリカ薬局方 クラス 6) に適
　合した素材を採用しております。
　

要求仕様に沿った専用機開発・カスタマイズ対応・シングルユース対応
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特許第4316251号、他特許出願中または登録済

製品名

型式

温度管理方式

直動伝達方式

通気方式

使用周囲温度範囲

外寸法

重量

定格電源

 VMF 50L / 200L-SUB 仕様

特許第4316251号、他特許出願中または登録済



仕様

 

 

  

項目
名称
型式

表示範囲・精度

制御設定範囲

制御出力

記録媒体
電源

ケース材質
設置方法
外形寸法

周囲環境条件

ユーティリティー

培養コントローラー

S-BOX×200
TH（温度）
リニアシャフト（撹拌）
pH（水素イオン濃度）

データロガー10ch

1Φ 200V 30A  50/60Hz（2P＋E、引掛けプラグ付）
SUS304　＃300バフ仕上　　　屋内型、非防滴、非防爆仕様

屋内自立型

      W550×D550×H1000 [mm]　※突起部含まない

要求仕様に沿ったシステム開発・カスタマイズも可能です。詳しくは弊社バイオ事業Ｔまでご連絡ください。
ーお問合せ先ー    バイオ事業Ｔ　TEL : 048-444-7721

0.0～150.0[℃] 
ｽﾄﾛｰｸ0～100[mm]  速度設定 0～800[mm/s]
0.00～14.00[pH] 

··········
··········
··········

DO（溶存酸素）
FL（O₂流量）
電子天秤（培地供給用）

0.0～100.0[％]  
0.00～5.00[L/min] 
0.1[g]～21[kg] 

··········
··········
··········

TH（温度）
リニアシャフト（撹拌）
pH（水素イオン濃度）

0.0～60.0[℃] 
ｽﾄﾛｰｸ0～100[mm]  速度設定 0～300[mm/s]
0.00～14.00[pH] 

··········
··········
··········

DO（溶存酸素）
FL（O₂流量）
電子天秤（培地供給用）

0.0～100.0[％]  
0.50～5.00[L/min] 
0.1[g]～21[kg] 

··········
··········
··········

TH（温度）
リニアシャフト（撹拌）
pH（水素イオン濃度）
DO（溶存酸素)
FL（O₂流量）
FEED
培地供給 / 排出

PI制御（スロープセット方式：TIME、%）
ｼｬﾌﾄﾄﾞﾗｲﾊﾞｰによる定値制御
CO₂ｶﾞｽ添加によるOn/Off制御及びｱﾙｶﾘﾎﾟﾝﾌﾟによるOn/Off制御 選択式
PI制御（スロープセット方式：TIME、%） ﾏｽﾌﾛｰｺﾝﾄﾛｰﾗによる
PI制御（スロープセット方式：TIME、%）
FEEDポンプによるOn/Off添加
電子天秤及び、排出ポンプによる供給、排出

··········
··········
··········
··········
··········
··········
··········

温度 室温·········· 湿度 20~90%（結露なきこと）··········

1Φ 200V 30A （2P＋E、30A引掛けプラグ用コンセント）×1ヶ口　　
流量5L/min以上　供給圧力0.2MPa　接続口Φ6チューブワンタッチ継手
流量5L/min以上　供給圧力0.2MPa　接続口Φ6チューブワンタッチ継手
流量5L/min以上　供給圧力0.2MPa　接続口Φ6チューブワンタッチ継手

電源
O₂
CO₂
AIR

···········································
···········································
···········································
···········································

※O₂、CO₂、AIRともに腐食成分、ダスト、オイルミストを含まない乾燥気体であること

■ S-BOX×200 仕様

USP Class VI( アメリカ薬局方クラス 6) に適合した

素材を採用。すべて日本の素材メーカーとの共同

開発品です。Made in Japan なので、常に安定し

た供給をお約束します。

インペラ・ボトル・バック各種材質 滅菌済み標準ボトル / バック

スケーラブル培養に対応した SUB シリーズ

バイオ医薬品や再生医療等には、生産性向上やコンタミ防止の観点からシングルユースが望まれます。

弊社では、様々なケースに対応して、200mL から 200Ｌ（最大 1000L 開発予定）までのシングルユー

ス対応製品をご用意。 ラボから実生産まで、スケーラブルに培養を実現します。

200mL 3 L

＊   200mL シングルユースボトルは、『VMF Reactor VMF-500 及び HiD4×4』対応製品です。
＊　3Ｌシングルユースボトルは、『VMF Reactor  VMF-3000』及び 2~8 連オプション装置対応製品です。
＊　50Ｌシングルユースボトル / シングルユースバックは、『VMF Reactor  50L/200Ｌ-SUB』対応製品です。
＊　50Ｌ/200Ｌハードボトル / バックは、2018 年中に製品供給開始予定です。詳しくは弊社バイオ事業 T にお問い合わせください。

50 ~200Ｌ

容量 200mL から 200L までのハードボトル / バッ

クをご用意してます。EOG滅菌済みなので、お届

け後即運用が可能です。ロット毎に証明書をご用

意しています。
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Single-use ser ies



動物細胞培養動物細胞培養

 

*　性能は室温20℃、定格電源電圧、ACｰ100V50Hz、無負荷時での値です。

温度調節範囲

温度調節精度

上下動振幅

最大翼速度

温度設定

上下動設定

ホットプレート

撹拌モータ

撹拌翼

培養槽寸法

培養槽全容量

HiD 4×4

性
能

機
能

構
成

規
格

150mm/s

タッチパネル入力

ホットプレート+チラー過熱冷却方式 (PID 制御 )　過昇温防止機能付
リニアシャフトドライブノンシール式

室温+5～ 20℃ ( 通常 : 37℃設定 )

±0.3℃ (37℃)

デジタル設定

項目 仕様

40mm 

235Ｗ × 4

最大出力　800Ｗ

標準　VM200

内径 86(94) × 107 深さ [mm] 

0.7Ｌ

10~35℃

680W × 480D× 914H [mm] 

約 70kg

AC-100V  50/60Hz 

HiD 4-4

HiD 4×4  は、世界初の iPS 細胞分化誘導専用

「シングルユース 3D浮遊培養撹拌装置」です。

再生医療はもとより、産業化・商業生産を目

指す「ヒト iPS 細胞の創薬利用」において、

均一かつ均質な iPS 細胞の大量生産を実現す

る培養装置は必要不可欠と言えます。国内の

優れた研究機関 / 企業との共同研究・開発を

進め、世界に先駆けて iPS 細胞分化誘導培養

装置の製品化に至りました。本装置は、4 連、

8 連、12 連、16 連 ( それ以上も可 ) での連結

制御が可能で、スクリーニングにも最適です。 

また、ES 細胞への適応も視野に入れた開発を

進めております。 

専用コントローラ『S-BOX×02』により、PI 

制御を含む各種 パラメーターの変更・目的に

応じた生産制御が可能です。

HiD 4×4

■ HiD4×4 仕様

産業用iPS細胞分化誘導培養装置

HiD 
SATAKE VMOVE MIXER  Single-Use Bioreactor®

再生医療 / i P S 創薬利用

要求仕様に沿った専用機開発・カスタマイズ対応・シングルユース対応

12

特許第4316251号、他特許出願中または登録済

製品名

型式

温度管理方式

直動伝達方式

使用周囲温度範囲

外寸法

重量

定格電源



仕様

 

 

項目
名称
型式

表示範囲・精度

制御設定範囲

制御出力

記録媒体

電源

ケース材質

設置方法
外形寸法

周囲環境条件

ユーティリティー

4連200ml 培養コントローラー
S-BOX×02

データロガー20ch
AC100～230V　 50/60Hz

SUS304　＃300バフ仕上

屋内型、非防滴、非防爆仕様

屋内自立型
W600×D500×H914 [mm]　※突起部含まない

要求仕様に沿ったシステム開発・カスタマイズも可能です。詳しくは弊社バイオ事業Ｔまでご連絡ください。
ーお問合せ先ー    バイオ事業Ｔ　TE L: 048-444-7721

0.00～14.00 [pH]  

0.00～100[％]

pH (水素イオン濃度)

DO (溶存酸素)

0.00～14.00 [pH]  

0.00～100[％]

pH (水素イオン濃度)

DO (溶存酸素)

CO₂ｶﾞｽ添加によるOn/Off制御

O₂ｶﾞｽ添加によるOn/Off制御

pH (水素イオン濃度)

DO (溶存酸素)

室温

20～90%（結露無きこと）

温度

湿度

AC100V コンセント×2ヶ口 （コントローラ本体、ノートPC用）　　
流量1L/min以上　供給圧力0.2MPa　接続口Φ6チューブワンタッチ継手
流量1L/min以上　供給圧力0.2MPa　接続口Φ6チューブワンタッチ継手
流量1L/min以上　供給圧力0.2MPa　接続口Φ6チューブワンタッチ継手

電源
O₂
CO₂
AIR

※O₂、CO₂、AIRともに腐食成分、ダスト、オイルミストを含まない乾燥気体であること

········································
········································
········································
········································

·········

·····················

·········

·····················

·········

·····················

········································

········································

■ S-BOX×02 仕様

USP Class VI( アメリカ薬局方クラス 6) に適合した

素材を採用。すべて日本の素材メーカーとの共同

開発品です。Made in Japan なので、小ロットで

も常に安定した供給をお約束します。

海外製品による供給リスクのために、多くの在庫

を抱える必要はありません。

インペラ・ボトル・バック各種材質

ボトルは EOG 滅菌済みです。

ロット毎に証明書をご用意しています。

滅菌済み標準ボトル

シングルユース　ボトル　200ml

スケールアップや商業生産・産業用向けに最適な 200mL のシングルユースボトルを標準装備しています。 

安全面だけでなく使いやすさも重視しており、より効率的な培養が行えます。

オプション

シングルユースボトルは、原則チューブのみ付属となります。pHセンサー、DOセンサー取付は、クリーン

ベンチ内での作業となります。 非接触センサーをご希望の際は、別途お申し付けください。連続培地供給シス

テム、供給培地 37℃調整システム、同付属バッグ、培養槽内流入ガス湿度調整機構など、様々なオプション

品を取り揃えています。特殊仕様も承りますので、ご相談ください。
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スーパーミックス ®HS100 Turbine

微生物培養

スーパーミックス ®HS124ND,134ND Turbine

HS100  タービンは、気  -  液撹拌の目的に最適な撹
拌翼です。翼の液流動化作用と強い吐出場でのせん
断・ 破壊作用を分けて考え、これらの作用を効率的
に得 る為の流動状態について検討しました。低動力
で翼 の揚力により流れを集中させ、吐出場の圧力勾
配・ 変動を利用して強いせん断・破壊作用を生み出
し ます。本作用により高いガス吸収性能・要求
OTR を達成します。最大実績容量は 300kL です。

高効率タービン/通気撹拌システム

ガス吸収性能を更に高めたインペラ

植物性・微生物大量培養での効率的な酸素供給が可能

10-1                                                                　　　　　　　　　　　100

102          

HS100
コーンケーブ
フラットタービン

約0.5

kL
a[

hr
-1
]

約1.5

通気撹拌動力

■ ガス吸収性能 (kLa) の比較

水 -空気系 Q=1.0 vvm

■ 槽内の流動状態

HS124ND HS134ND

HS100

HS124ＮＤ/HS134ＮＤはガス吸収性能を更に高める
ために開発され た高ガス吸収性能を持ったタービ 
ン翼です。上下それぞれの翼が、 有効な吐出作用を
有しており、更 に高いガス吸収性能・要求 OTR を
達成します。最大実績容量は 200kL です。

200kL-F 培養槽シミュレーション結果
気液混相流解析
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Satake Sparger は、通気されたガスがせん断場で
ある翼近傍を通過するように、ガスの吐出方向に
検討を加えました。また、リングに静翼を取付け、
流れの速度勾配を大きくすることでせん断・破壊
作用を向上させています。さらに、静翼は吐出作
用を強化する効果もあります。これらの作用によ
り、ガスを効率的に分散させます。

SATAKE Sparger
装置全体として検討することにより更なる効率化を達成

SATAKE Sparger は、HS100 と組合せる事で威力を発揮します。

最適化した撹拌翼との相乗効果でガス分散作用が大きく向上し、ガス吸収性能がアップします。

（当社実験結果より）

103

102

101

10-1 100 101

通気流量：Q (vvm)

K
La 

 (h
r-1

)

6枚フラットタービン

SATAKE Sparger：HS100+HR100
HS100+HR100

従来型 Sparger SATAKE　Sparger

大型培養槽実績　
弊社では、小型から大型まで、多くの培養槽への納入実
績を誇っています。ここ最近での大型培養リアクター納
入実績一例（100kL ～ 300kL クラス）をご紹介します。
培養槽を同時にご要望の際は、協力タンクメーカーとの
共同対応となります。

【モーター動力】

・ 600kW

・ 490kW

・ 485kW

・  130kW

・  110kW

・  90  kW
etc.

・ 480kW

・ 470kW

・  430kW

200kL-F 培養槽シミュレーション結果
気液混相流ガス分率解析
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特許出願中
Satake Sparger

Microbial  culture



ーお問合せ先ー    バイオ事業Ｔ　TEL: 048-444-7721

禁転載 Ｈ29.7.3H（TCP）4C1D　Printed in Japan

ISO 9001 認証取得
大阪事業所・東京事業所




