
株式会社マイクロサポート

実体顕微鏡/マイクロスコープ観察下での簡易作業に・・・

ミクロの手作業サポートカンパニー

www.microsupport.co.jp

《装置の特長》
●お使いの顕微鏡の横に置いてすぐ使える電動システム
●PCマウスによるドラッグ操作とタッチパネルによる定量移動動作が可能
●高倍率顕微鏡下であれば５μm微小物も安定採取可能
●3箇所の位置記憶機能により任意ポイント間の繰り返し移動が可能
●掴む、突く、拾う、削る、吸着する、液体回収などが自在

右手セット（QP-3RH) ¥1,600,000～
左手セット（QP-3LH） ¥1,600,000～
両手セット（QP-3RLH） ¥2,800,000～

使い慣れた顕微鏡での微細作業が思いのままに・・・

手 作 業 支 援 機 器

手動式マイクロマニピュレーター ラビトル3D（RT-1）

電動マイクロマニピュレーター クイックプロ（QP-3）
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金額は税別で明記しています
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《装置の特長》
●独立した粗動軸と微動軸を持ち、3次元操作を同一方向から行えます
●素早い動きの粗動(ウサギ)とゆっくり位置決め(カメ)の融合です
●当社の全てのアタッチメントが使用可能です
●左右兼用となりますので、アームを反転させて使用ください
●アタッチメントとのお得なセット価格を設けています

標準セット (RT-1）¥480,000～
標準仕様 真空吸着セット

プロービングセット ミリングセットツイーザーズセット

・標準仕様（RT-1) ¥480,000～
・両手セット（RT-1-RLH） ¥860,000～
・真空吸着セット（RT-1-VP） ¥620,000～
・インジェクターセット（RT-1-MIB） ¥620,000～
・プロービングセット ミクロ（RT-1-P） ¥550,000～
・プロービングセット マクロ（RT-1-PL) ¥520,000～
・ツイーザーズセット（RT-1-MTW） ¥630,000～
・シザーズセット（RT-1-MSC） ¥690,000～
・ミリングアカデミックセット（RT-1-MIL-AD）¥980,000～

《装置の特長》
●スティック＋スティックダイヤルにより3軸の操作が可能です
●比例モード／等速モードを切り替えて使用できます
●動作倍率変更・２箇所の位置記憶・X軸またはÝ軸ロック・Z軸リミット

右手セット (QP-3JOY2-R）¥1,800,000～
左手セット (QP-3JOY2-L）¥1,800,000～

蚕卵用セット (QP-3JOY）¥1,800,000～

《装置の特長》
●蚕卵への遺伝子導入用途にデザインされたインジェクションシステムです
●卵の殻に穴を開けるタングステンニードルとDNA溶液をローディングしたマイクロピ
ペットを同時装着し、2本の先端位置を記憶することで瞬時に入れ替えて刺入可能
●位置記憶機能/動作速度可変/定量移動と等速移動の切り替え

クイックプロ 蚕インジェクションマニピュレーター

クイックプロ ジョイスティック式マニピュレーター



微小粒子自動選別/自動採取集積システム コンタミアナライザー/コレクションプロ

ピンポイントマーカー D-MARK

標準セット（MS-1）¥3,400,000～

コレクションプロ（APCP-001）

¥11,000,000～

コンタミアナライザー（CONTAMI-SWZMS）

¥4,900,000～

検査・識別条件は任意に設定可能 検査結果は様々なデータと合わせて
サムネイル表示で確認可能

識別対象を、色、形状、サイズ、様々な
条件で任意に設定、抽出が可能

マニピュレーターと組み合わせることで
対象物の採取／集積を自動化（APCP-001）

《コンタミアナライザー》
メンブレンフィルタにトラップされた微小物や基板表面に分散した微小物の粒
度分布測定を自動化

《コレクションプロへのアップグレード！！》
平面基板に分散させた微小物、鉱物などの微粒子（50µm～）であればコンタ
ミアナライザーで選別した後に自動で採取/集積が可能です

イメージング&位置決めのオートメーション技術で

微小物の識別/測定/解析/集積作業を自動化

標準セット（APSS-301）¥7,000,000～

モニター倍率3000×環境下での超微細作業も可能に・・・

《装置の特長》
●顕微鏡一体型により高倍率観察でもシームレスな操作性を実現
●顕微鏡操作を含む殆どの操作が遠隔で可能
●２μm対象物もモニターで視認しながら安定採取可能
●PCマウスによる操作なのでだれでも使用可能

顕微鏡一体型マイクロマニピュレーターシステム アクシスプロ（APSS-301）

●対物レンズで観察している微小エリアを ダイヤモンド圧子に瞬時に切り替え
自動でマーキングします
●サーベイ機能で広範囲の画像を連続取り込みしマッピング表示します
●ドット／ライン／クロス／矩形など豊富なマーク形状を選択可能です
●マークサイズはパラメータ設定により自由に変更できます

●電動ズームマイクロスコープを標準装備して、観察エリアの縮小／拡大
が自在にできます
●加工時はマイクロスコープにて斜め観察しながら切削ツールを真上より
アクセスして使用します
●鉱物や海洋試料などの局所試料加工に最適です

標準セット（DMARK-1）¥3,100,000～

株式会社マイクロサポート

ミクロの手作業サポートカンパニー

www.microsupport.co.jp
手 作 業 支 援 機 器 金額は税別で明記しています

ミリングスコープ MS-1

簡単操作で微細領域のマーキングを実現・・・

電動制御で局所を観察加工・・・
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観察時 加工時
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☑ 遠隔操作マイクロピンセットシステム マイクロツイーザーズ(MTW-1／MTW-1E)

☑ 真空ピンセットシステム 真空吸着ツールセット(VP-SET2)

☑ 微量液体ハンドリングシステム マイクロインジェクター(MI-B)

☑ 微細配線局所溶接用電源 マイクロスポットウェルダー（MW-2）

☑ マイクロ切削アタッチメント ミリングプロAD(MIL-1-AD)

¥220,000～

¥200,000～

¥200,000～

《装置の特長》
●マイクロピンセットをスムーズに遠隔操作可能
●マニピュレーターと併用することで手振れから解放されます
●顕微鏡で視認しながら任意把持力を維持できます
●ピンセットは簡単に交換可能（¥20,000.-/1本)

《装置の特長》
●吸引・吐出の両機能を持ち合わせた真空ピンセットシステム
●マニピュレーターと併用することで狙った対象物へ手振れなくアクセス
●試料サイズに合わせて先端ガラスノズルを交換可能
●ノズルをPEEK製に変えれば手持ちの真空ピンセットとして使えます

《装置の特長》
●液体をピコリットルレベルで吸引・滴下することが可能
●任意の液体を予め充填し、ピンポイントで滴下もできます
●吸引は毛細管力・吐出はポンプによる圧力にて瞬時に行えます
●用途に合わせて先端ガラスノズルを交換可能
マイクロピペットセット（MP-SET）￥23,000.-

☑ 精密はさみシステム マイクロシザース(MSC-2)

《装置の特長》
●微小な刃先を顕微鏡下で遠隔制御することが可能
●毛髪や短繊維のトリミング、昆虫／水生生物の器官切除が可能
●挟んでサンプリングする目的でピンセットとしても使用可能
●連続動作、微小動作の2種のモーション制御が可能

¥240,000～

¥620,000～

《装置の特長》
●超音波振動にて極表面をミクロ切削できるアタッチメントです
●50μm幅での平面切削や５μm幅のマーキングなどが可能
●樹脂・ガラス・ウエハ・金属など材質を選ばず精密切削ができます
●マニピュレーターとの組み合わせにより半自動切削が可能です ¥580,000～

《装置の特長》
●顕微鏡下の微細配線の溶接が容易に行える溶接電源です
●抵抗値と電流値の表示により溶接状態の確認が可能
●設定により導通をブザー音で確認可能
●チリやスパッタの少ないキレイな溶接を実現できます

株式会社マイクロサポート

ミクロの手作業サポートカンパニー

www.microsupport.co.jp
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☑ 電極コンタクト プロービングモジュールセット(XYZ-FPR／FPL)

《装置の特長》
●DC測定、導通確認、抵抗値測定に応用可能なプロービングモジュールです
●10μm電極パッドへもコンタクトが可能
●電極ホルダー表面は金メッキされ板バネを装着
●コンタクトプローブは先端径0.5／1／5／10／30μｍから選択 (オプション)

¥328,000～
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取付例

4端子測定での設置例 マニュアルプローバーミクロ用4端子+アクシスプロミクロ用+ラビトル3Dマクロ用+ラビトル3D

マクロ用+XYZ-FPR
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アプリケーション

高温高圧物性
●DACへの微小試料マウント
●圧力指標ルビー片のハンドリング

微小物採取／所定位置への受渡し用途

X線構造解析用途
●X線構造解析用試料マウント
●タンパク結晶のループアウト操作

AFM用試料準備
●AFM用コロイドプローブ作製

FIB薄片リフトアウト
●TEM薄片のメッシュへの受渡し
●バルクピックアップ法による試料
採取と接着

ウィスカの採取 ナノワイヤーの採取 髪の毛のキューティ
クル１枚採取

シュウ酸カルシウム
の採取と集積

土壌試料からの単粒子
採取

文化財(陶器)表面から局
所材料採取

イメージセンサから
コンタミ採取

微小穴内からの
付着物採取

生物試料操作用途

インクや接着剤の塗布
(ピコリットルレベル)

マイクロシザーズ(ハサミ)
で短繊維のカッティング

超音波切削ツールにて
μオーダーで表面切削

真空吸着による微粒子の
自動ピックアップと集積

微小電極によるプロービング ルビー製ナイフによる
表面突起物の切削

その他試料操作用途

蚕の卵への遺伝子導入
(外殻の穴開けと注入)

鱗粉の１片採取 アメンボの足の産毛剃り 96マイクロプレート上での
単一細胞の採取と移植

株式会社マイクロサポート

ミクロの手作業サポートカンパニー

www.microsupport.co.jp
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Webサイト 課題解決サイト

www.microsupport.co.jp www.micro-handling.com
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【販売代理店】株式会社  テクノサイエンス
 〒264-0034 千葉市若葉区原町929-8

 TEL：043-206-0155 FAX：043-206-0188
https://www.techno-lab.co.jp 
sales@techno-lab.co.jp

株式会社マイクロサポート
〒422-8036 静岡市駿河区敷地1-3-19   
TEL:054-269-5002 FAX:054-269-5003 
https:www.microsupport.co.jp

http://www.wakenbtech.co.jp/product/post-1882
http://www.wakenbtech.co.jp/product/post-1882



