
YSI 2900 シリーズ 
バイオケミストリーアナライザー
バイオプロセス管理           食品・飲料分析          バイオ燃料生産 医療研究



迅速で正確:
YSI ゴールドスタンダード

YSIはその高精度のバイオセンサー技術と迅速な結果判定機能により、成分分析分野での
ゴールドスタンダードを獲得しています。

YSIの革新的なバイオセンサーテクノロジーで、検体特有の解析結果を60秒で測定します。単
一の対象検体に対して酵素固有の特性を使い、YSI独自の固定型酵素電極により、60秒程で迅
速かつ干渉を受けにくい測定が可能です。高い細胞密度でも目詰まりしない、ユニークな流体
とチャンバー設計です。

最新の自動サンプル・ハンドリング機能と信頼の測定テクノロジーを統合し、YSI 2900は
下記のアプリケーションにおけるYSIの専門性を確固たるものとしました:

• バイオプロセス・モニタリング及び制御
• 食品・飲料加工及び品質管理
• バイオ燃料製造・研究
• 医療・スポーツ生理学研究

完全モジュール式で、アップグレードを多数ご用意したYSI 2900・2950シリーズは、直感的な
画像インターフェースとタッチスクリーン画面を特徴としています。
2900は使い勝手が大変良く、コスト効率よく幅広い化学物質を測定頂けます:

グルコース
ラクテート
グルタミン
グルタメート

アンモニウム*
カリウム*
キシロース
エタノール

メタノール
スクロース
ガラクトース
ラクトース

コリン
グリセロール
過酸化水素

*YSI 2950



高い汎用性
測定 >10項目を、各1分以内で測定

検体特有の解析結果
複雑なマトリックスにも対応 

モジュール型
YSI 2950では2～6項目で拡張可能

詰まりを防ぐ流体とチャンバー設計
細胞密度が高い場合でも前処理不要

修理が簡単

YSI’s quality management system is registered: 
ISO 9001: 2008 and ISO 14001: 2004.

CE準拠

スリムな卓上型

多目的接続YSI独自の酵素電極

柔軟性の高いサン
プリング・チュー
ブとプレート

アイコンによる
タッチスクリーン

内蔵トレーニング
ビデオ 

YSI 2900
バイオケミストリーアナライザー 



アプリケーションと測定ノウハウ

アプリケーション サンプル 
前処理

一般的な測定結果 測定時間 

バイオリアクター
グルコース

不要 校正ポイントでCV < 2% < 1分

ケチャップ中の
ラクテート/
エタノール

試薬水で
1：1希釈

ラクテート
72.5 ppmで CV = 1.8%
エタノール
181.2 ppmでCV＝2.1%

< 1分

全血液/
血清グルコース

不要 全血液
75 mg/dLでCV< 2%

NIST 血清制御 965A    
34-292 mg/dLで CV 0.5% ‒ 1.1%

< 1分

一般的な測定結果

幅広いアプリケーション
ノートを提供しています

バイオプロセスモニタリング
バイオリアクターグルコースとラクテート。YSIアナライザーはバイオプロセ
ス管理における、重要なステップを幾つも網羅しています。例えば、R&D、
プロセス最適化、スケールアップ、製造など。YSIのアナライザーは、バイオ
製薬、バイオ燃料、その他工業バイオテクノロジー製造プロセスにおいて、
重要なオフライン・オンライン双方のプロセス分析を提供します。

食品・飲料
長年にわたり、食品技術業界では、
炭水化物、アルコール、アミノ酸、
有機電解質等の迅速、正確な分析を
通して、食品・飲料製品の品質を確保
できるYSIバイオアナライザーをご愛
顧頂いてきました。

医療研究とスポーツ生理学
糖尿病、癌研究から、幹細胞治療、スポーツ生理
学に至るまで、YSIのゴールドスタンダード、
バイオセンサーテクノロジーは、科学者の為の
分析技術として選ばれてきました。



測定項目 

グルコース
ラクテート
グルタミン

 グルタメート
アンモニウム

カリウム
キシロース
エタノール
メタノール
スクロース

 ガラクトース
ラクトース

コリン
グリセロール

過酸化水素

バイオプロセス
モニタリング
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 一次アプリケーション

技術仕様

サンプル量 可変 10～50 μl

測定時間 60秒
精度 CV <2%(アプリケーションにより変動)
直線性 校正値+/- 5% から最大

寸法
YSI 2900: 20.3cm w x 52.1cm d x 40cm h 
YSI 2950:  35.6cm w x 52.1cm d x 40cm h 
ボトルラック：22.9cm x 52.1cm x 40.0cm

動作環境 周辺温度：15～35℃
相対湿度：10～75％（非結露）

電源 100-120 VAC または220-240 VAC, 50-60 Hz, 50 ワット

法令 CE, RoHS準拠

オートメーション 96サンプルまで

重量
YSI2900:12.7 kg 
YSI2950: 17.7 kg 
各ボトルラック除く

製品仕様











 二次アプリケーション



モジュール 1

オプションの試薬レ
ベルセンシング機能
付キャリブレーター
とバッファーボトル

モジュール 3
オプションのISEモジュール

YSI2900シリーズは柔軟性が高いモジュール型プラットフォームで、ラボでのニーズ
にお応えし、幅広い構成、オプション、アクセサリーをご用意しました。
基礎プラットフォームはYSI2900Dです。3センサーモジュールまで構成可能かつ、
6項目まで同時測定可能なYSI 2950プラットフォームもご用意しています。
モジュール3はバイオセンサーまたはISE測定用に構成可能です。

モジュラー性
2900 ～ 2950

モジュール 2

プリンター・オプション
測定結果を印刷したい場合
は、感熱プリンターをオプ
ションでご用意しています。
もちろん、データは電子ファ
イルで抽出可能です。

チューブ・ホルダー
2900シリーズは幅広いサンプ
ル・ホルダーを設置可能です：
例えば標準の96ウェルプレー
ト、試験チューブ・ホルダー
（4、8、24本）、マイクロ遠
心チューブなど。

プレート・シーラー
メタノール、エタノールな
どの揮発性検体の蒸発は問
題ではありません -96ウェ
ルプレート密閉に使用する
フィルムに、ストロー針で
穴をあけてサンプリングし
ます。



構成＆アクセサリー

特長 利点

アイコンによるタッチスクリーン 操作が簡単

データのダウンロード方法 メモリースティックにデータ保存、ネットワークを通じて
送信、又はデータベースにいつでもアクセス

トレーニング・ビデオ搭載 使用方法が簡単

複数サンプル処理オプション 同時ハイスループット分析、統計サンプリング、
オンラインモニタリング

独自の酵素電極 迅速、正確、検体特有の解析結果を提供

独自のチャンバー測定システム付、
短く幅広の吸気パス　 目詰まりを防ぎ、簡単な前処理のみで最高セル数を処理

生物分離テクノロジー使用 有害なクロマトグラフィ溶解剤を使いません

スリムなモジュラー設計 検体や測定項目を簡単に拡張可能で、複数のユニット
でも卓上スペースを取りません

OPC、イーサネット、USB、RS232を、
PCその他の機器・システムに接続

接続の簡易性と柔軟性

測定結果は検索可能なデータベースに自動保存 複数の便利なデータ検索方法

21 CFR, Part 11準拠 cGMPアプリケーション対応の電子記録と署名完全性

機器本体 モジュール 測定項目 フィールド・アップグレード

2900 D 2 不可*

2950 D-0 2 可

2950 D-1 4 可

2950 D-2 6 可

2950 D-3 6 可

2950 D-4 4 可

*2900Dから2950プラットフォームへのアップグレードは、当社サービスセンターにご依頼ください。

 バイオセンサーモジュール 
ISEモジュール

特長&利点  



1)  植物の根から水を吸い上げる組織の名前
2) 世界を代表する水テクノロジー企業

私たちは、1つの目的を共有するグローバルなチームです：世界の水ニーズに、
革新的ソリューションで応えること。水の使用、保守保全、再利用を改善する新
しいテクノロジーを開発することが、私たちの仕事の根幹を成しています。
私たちは、水を動かし、処理、分析し、環境に還元します。家庭、オフィスビ
ル、工場、農場などで、人々が水を効率的に使用するサポートをしています。
150か国以上で、革新の歴史に支えられた一流の製品ブランドと確かなアプリ
ケーション・ノウハウのコンビネーションにより、ザイレムはお客様と
強固で長期に亘る関係性を構築しています。

詳しい情報は当社ウェブサイトまで:  www.xylem-analytics.jp

YSI について
1948年に設立されたYSIは、世界の多様な科学・工業業界をサポートする
科学機器、センサー、システムを開発、製造しています。YSIは1975年に
世界初の全血液グルコースアナライザーを紹介して以来、ライフサイエン
スや成分分析業界で長い歴史を誇ります。現在、YSIの測定機器は世界に1
万台以上提供されています。重大な局面にあっても、最短時間で最も精度
の高いデータを提供する機器は、その高い信頼性を特長としています。

ザイレム |’zīl m|について

ザイレム ジャパン （ワイエスアイ・ナノテック株式会社）
〒210-0023 神奈川県川崎市 川崎区 小川町14-19 浜屋八秀ビル3階
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Email: ysijapan.support@xyleminc.com
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