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サンプルの中に混在する多様な粒子から
ラベルフリーで目的の細胞を分離分析する“CROSSORTER®” 
再生医療、臨床検査だけでなく応用範囲は多岐にわたります。

AMATAR®の仕組み

独自の革新的フィルタ技術 “AMATAR®”ラベルフリー細胞分離分析システム
AMATAR
ロゴ

®
エレスタ クロスソーター

ダメージレス
極めて低い侵襲性により
細胞をそのまま分離可能

コンタミフリー
全ての流路がディスポ
コンタミの心配なく分離

ラベルフリー
抗体など標識物を使用せず
連続分離が可能

試料

シース液

細胞A

計数領域

細胞B

電極

  廃液

（                  　　    ）分離特性カーブの
変動確認

サイズ分離 電気的特性分離 分離特性解析

血液からの赤血球除去

微生物除去

培養液中残渣の除去

細胞種による分離

死細胞の除去

微生物の精密除去

細胞状態の確認

※製品の外観および仕様は、予告なく変更する場合があります。

AFI の独自技術「AMATAR®( アマタ )」は、電気計測および
マイクロ流体制御に分析技術を＋αしたこれまでにない革新的な分離技術です。
サンプル中から目的細胞をラベルフリー・ダメージレスで分離することが出来ます。
これこそ、AMATAR® が「革新的フィルタ技術」と言われる所以であり、最大の強みです。

ー私たちが持っている革新的フィルタ技術を用いて、
　ライフサイエンスの発展に貢献するー
これがAFIテクノロジーの掲げるミッションです。

流体制御技術 電気制御技術 画像解析技術

※画像では見えやすくするため蛍光標識していますが、実際の分離では標識する必要はありません。
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の 簡単操作で
分離開始

専用ソフトウェアELESTA® CROSSORTER®サンプル（1mL, 10mL, 20mL市販の推奨シリンジ）

CROSSORTERバッファ（専用シース液）

専用チューブセット

 設置例と操作手順
CROSSORTER® チップ装着 サンプルとバッファ充填 シリンジとチューブ接続

CROSSORTER® 本体の操作や分離条件の設定、チップの観察、
分離動画の解析に使用します。

装置本体は安全キャビネット内にも
設置可能なサイズです。

エレスタ クロスソーター

サンプル

プリセット画面で分離条件を登録すれば、
複数の条件も簡単に呼び出して使用できます。分析条件の設定

これらはイメージ図です。実際のソフト仕様とは異なります。

細胞分離しながら、
解析用の動画を取得します。

解 析

分離画面

分離動画を解析し、細胞数をカウント、
分離周波数特性など解析結果をグラフ
化します。

約600mm

テーブルサイズ
幅1200mm×奥行き600mm

®®

CROSSORTERバッファ

専用チューブセット

ORT

Code.ECB-

CROSS ER Bu
ffer

ORTCROSS ER バッフ
ァ001

50m
L

CROSSORTER® チップ

入口ポート１ 出口ポート１

入口ポート２

出口ポート２出口ポート３

サイズ分離部 電気特性分離部
サイズ分離された微小粒子と
サンプル溶媒を回収できます。

電気特性で分離さ
れた細胞を回収で
きます。

電気特性で分離さ
れなかった細胞を
回収できます。



活用分野

アプリケーション

ご注文情報

ELESTA®CROSSORTER®

ECC-001

ECS-001

5 枚 / セットCROSSORTERチップ

品　　番商　品　名 内　容　物
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製品の仕様は予告なく変更する場合があります。

ECB-001

ECT-001

CROSSORTERバッファ

専用チューブセット

50mL / 本

2本 /ペア × 20ペア /セット

ELESTA®CROSSORTER®スペックシート

区　分 情　報　項　目 内　容

本体サイズ・重量
サイズ

重量

周波数

交流電圧

波形

適合シリンジ

流量

付属対物レンズ

撮像素子

最大解像度

サポート言語

OS Windows10 Pro（64bit）

CPU Intel Core i7-10700T

メモリ 16GB 以上

ストレージ 512GB（SSD）

モニター 23インチ　液晶カラーディスプレイ（解像度 1920×1080 ピクセル）

幅 520 × 奥行 313 × 高さ 506mm

25kg

電源

消費電力

AC 100 -240V  50/ 60Hz

50W

10k ～ 10,000kHz

1 ～ 20Vpp

※

正弦波

1 mL,10 mL, 20 mL

10 ～ 100 uL/min

x4

1 インチCMOSカラーイメージセンサ

5472×3648 ピクセル（約2000万画素）

CROSSORTER® 専用ソフト（標準付属）

日本語、英語

弊社指定機種（下記仕様にて動作確認済み）

電気出力特性

送液部

顕微鏡部

ソフトウェア

PC/ ディスプレイ

※ 当社指定のディスポシリンジ以外は使用できません。

※上記以外にも様々な目的で使用できますが、細胞の種類や状態によって分離条件の最適化が必要になります。
　お客様がご要望のアプリケーションへの適用可否については、個別にご相談ください。

再生医療
細胞治療

臨床検査

がん研究 細胞農業

分離に抗体などのマーカーが必要ないため、
ウシ、ブタなどヒトに比較して特異マーカーが少ない
細胞の分離に適しています。

動物細胞の研究・産業化
海水など自然サンプルから微細藻類
を分離することが可能です。
微細藻類を使用した機能性物質の
生産など、有用細胞の分離、解析へ
の活用も期待できます。

微細藻類の研究・産業化

CTC（血中循環腫瘍細胞）を溶血処理など事前に赤血球を
除去せずに、血液から濃縮分離します。CTC 以外の希少細胞
にも応用可能です。

CTC・希少細胞分離

細胞培養液に混在する死細胞やデブリ、外部から混入した
微小粒子などを除去します。

死細胞の除去
培養中に死細胞の割合が高く
なるなど、細胞の状態に変化が
あれば分離特性の解析により
検知できます。

ELESTA®CROSSORTER®システムをご購入時に以下のキットも合わせてご購入いただきますと便利です。

細胞の品質管理

装置本体、ソフト、PC/ディスプレイ、ケーブル等

スターターキット

商　品　名 内　容　物

（専用消耗品） チップ20枚、バッファ1本、チューブ１セット
（推奨品） シリンジ50本、真空ポンプセット、サンプル回収用小型ピペット　

幹細胞の分離・濃縮
組織など複数種類の細胞が混在するなかから、
幹細胞など必要とする細胞を分離・濃縮できます。
従来、細胞純化のために培養を繰り返していた
場合、培養期間を短縮するなどの効果が期待
できます。
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