
アクロプレップ清澄化および滅菌ろ過用フィルター 
プレートを使用したタンパク質精製ワークフロー 

ポールの清澄化および滅菌ろ過用アクロプレップ 24-ウェ 
ル フィルタープレートは、1回のろ過でサンプルの清澄化と
0.2µm滅菌ろ過の両方を行うことができます。吸引マニホー
ルドまたは遠心分離機を使用して、高濃度の細胞培養液 
（CHOやHEKなど）を短時間で処理することができ、細胞、
細胞断片、およびその他の生物学的凝集体をフィルターメ
ディアに捕捉します。24ウェルコレクションプレートには、タ
ンパク質やその他の0.2µm未満の粒子が回収されます。 
この革新的なワークフローは、1つのデバイスに統合され
た多層構造のフィルターメディアとメンブレンを使用するこ
とで可能になりました。最上層にはポールのザイツデプス
メディアが採用されており、細胞と細胞片を効率的に捕捉
します。下層のスーポアEKV膜は、効率的な滅菌ろ過を行
います。この膜の組み合わせにより、最大25M+細胞/mL
の変動をもつ細胞培養サンプルから目的タンパク質を容
易に回収できます。 
 

細胞培養からタンパク質を回収する従来の方法と比較して
プラスチック消耗品を重量で7分の1に削減し、廃棄と埋立
のコストを大幅に削減します。清澄化と滅菌のステップを
組み合わせることで、遠心分離で細胞を回収する手順が
必要なくなり、試験時間を短縮できます。 

アクロプレップ 0.2µm スーポアEKV フィルター 
プレートを使用した滅菌ろ過ワークフロー 
 

ポールの滅菌ろ過用アクロプレップ 24-ウェル0.2µm スーポ
アEKV フィルタープレートは、培地、試薬、血清、タンパク質
などの大容量のサンプルのプレートベース（最大7mL/ウェ
ル）の滅菌ろ過ニーズに最適です。24-ウェルのスーポアEK
Vプレートは、0.65µmメンブレンと0.2µm非対称メンブレンの 
2層構造で吸引マニホールドまたは遠心分離機を用いて、
高流速で効率的な滅菌グレードのろ過を実現します。 
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製品内容 
 

アクロプレップ 24-ウェル フィルタープレートはタンパク精
製や滅菌ろ過のワークフローに使用する、24ウェル、7mL
のフィルタープレートで2種のラインアップがあります。 
ポール独自の高性能多層フィルターメディアとメンブレンに
よって試験ワークフローの合理的な改善を実現し、試験時
間を短縮します。 
各フィルタープレートには蓋とV字型底ウェルのコレクション
プレートが付属します。 

アプリケーション 

• クローンライブラリー作成 

• 細胞増殖試験 

• 解析前のリコンビナントタンパクの分離 

• 細胞懸濁液の清澄化

• タンパク質精製プロセスの最適化

• 滅菌ろ過

アクロプレップ 24-ウェル フィルタープレート 

これら２種類のアクロプレップ 24-ウェル フィルタープレート
は、スケールアップ用GMPグレードの製造用フィルターと同
等のフィルターの材料とメンブレンを使用しています。これに
より、研究からプロセス開発に移行する際のスケールアップ
や技術移転を簡素化できます。 



25 M cells/mLの細胞濃度のCHO細胞懸濁液 5mLのろ過時間の評価 
吸引ろ過は15 in Hg、遠心分離は1,000gの条件で実施

25 M cells/mLの細胞濃度のCHO細胞懸濁液 5mLのタンパク質回収率の評価 
吸引ろ過は15 in Hg、遠心分離は1,000gの条件で実施
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注文情報

製品番号 製品内容 包装単位

97026 アクロプレップ24-ウェル 8/箱 

97016 アクロプレップ24-ウェル 

清澄化および滅菌ろ過用フィルタープレート 

清澄化および滅菌ろ過用フィルタープレート 2/箱 

97027 アクロプレップ 24-ウェル 滅菌ろ過用フィルタープレート 8/箱

97017 アクロプレップ 24-ウェル 滅菌ろ過用フィルタープレート 2/箱

アクロプレップ 24-ウェル フィルタープレートの特長 

Å ガンマ線滅菌済み 

Å 蓋とコレクションプレートが付属 

Å 個別包装 

Å 非特異的吸着の少ないプレートとメンブレンでサンプル 
  損失が最小限 

Å ansi/slas x‒2004規格に準拠（オートメーションプラット 
  フォームとの互換性） 

Å 吸引マニホールドに対応‒すべての一般的な吸引およ 
  び加圧マニホールドに対応 

Å 遠心分離に対応-互換性のあるローターでの遠心分離 
  に適しています。 

 

サンプル清澄化および滅菌ろ過用フィルタープレート 

Å  ザイツデプスメディアおよび0.65/0.2 µm スーポア EKV メンブレン 

Å ASTM F838に準拠した方法でB. diminutaの10 7 cfu/cm 2  を膜に 

保持することを実証済み 
Å デプスメディアにより大きな細胞断片を捕捉してから、0.65/0.2Õm 
   スーポア EKV メンブレンで滅菌ろ過します。 
Å 細胞外タンパク質の95％以上を回収できます。 

滅菌ろ過用フィルタープレート 

Å 0.65/0.2 µmの2層のスーポア EKV メンブレン 

Å  ASTM F838に準拠した方法でB. diminutaの107 cfu/cm2 を膜に 
   保持することを実証済み 

Å  滅菌ろ過が要求されるアプリケーション向けに設計 

仕様 

構成素材 

フィルターメディア 
ザイツデプスメディア 
スーポア EKV (親水性ポリエーテルスルホンメンブレン) 

ハウジング 
ポリプロピレン 

蓋 
ポリスチレン 

推奨サンプル容量 (最大) 
吸引マニホールド使用の場合：7 mL 
遠心分離機使用の場合：6 mL 

推奨吸引圧力 
≥ 25.4 cm Hg (10 in Hg) 

寸法 
長さ: 12.8 cm (5.0インチ) 
幅: 8.6 cm (3.4インチ) 
高さ: 3.9 cm (1.5インチ) 
高さ (コレクションプレート含む): 7.5 cm (2.97インチ) 
ウェル低面積: 1.6 cm2 (0.24平方インチ) 

推奨遠心力 
1,000 x g 

標準的な残液量 
450 µL /ウェル 

サンプル清澄化および滅菌ろ過用フィルタープレートの性能 
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