


より複雑な造形物を容易にバイオプリント

比類のない柔軟性により、多種多様な造形物を作製

市場で最も柔軟性の高い、6つのプリントヘッドを搭載したバイオ３Dプリンター、BIO X6 は、歴史に新たなる
１ページを刻もうとする意欲のある人にとって最適なシステムです。BIO X6を使用すると、より多くのマテリア
ルや細胞、ツールを組み合わせることができ、かつてない早さで結果を得ることができます。

使用するプリントヘッドを装置に取り付け、バイオインクカートリッジを装填、あとは「Print」ボタンを押すだ
けで、 BIO X6ソフトウェアがオートキャリブレーションを実施、その後3Dプリンティングを開始します。

BIO X6は、CELLINK独自のカスタマイズ性能を備えた唯一の6プリントヘッドバイオプリンターであり、市場で最
も柔軟なハイスループットバイオプリンティングプラットフォームです。

BIO X6を使用すると、一度のプリントで最大6つのマテリアルを同時に使用することができます。プロジェクト
ニーズを満たすために、プリントヘッド固有のパラメーター、細胞密度や細胞の種類を指定します。BIO X6の
革新的な技術により、より多くのサポート構造や血管ネットワークを追加することもできます。極度に複雑な
造形物でさえもプリントできる最先端の機能を備えたBIO X6は、ハイスループットのバイオプリンティングや
ディスペンシングを必要とする、高度な組織工学、再生医療、腫瘍生物学等の研究者にとって必須の装置で
す。



BIO X6には、特許取得済みのクリーンチャンバーテクノロ
ジーと、チャンバー内を陽圧に保つデュアルハイパワー
ファンが装備されています。 .空気は、大きめの粒子を補
足するプレフィルターを通って下方に移動しますが、HEPA 
H14フィルターを通る際に、極小の粒子も含めて除去され
ます。デュアルハイパワーファンは、チャンバー内をろ過
された空気で満たし、実験環境を清潔で汚染物質のな
い状態に保ちます。

BIO X6は鋭角のないように作られているため、不要な粒子
がチャンバー内に閉じ込められることはありません。 
UV-C（波長287 nm）殺菌灯が設置されており、いつでも滅
菌サイクルを実行でき、実験を開始する前にプリント環
境を無菌状態にできます。このプロセスは迅速・簡単・ユ
ーザーフレンドリーです。これらの機能により、妥協のな
い無菌環境をもつ比類のないシステムが完成しました。

無菌環境を極めました

小さな装置にパフォーマンスと
　　　　パワーを兼ね備えています

ラボにとってスペース効率がどれほど重要かをCELLINKは理解
しています。 BIO X6は6つのプリントヘッドと特許取得済みのク
リーンチャンバーテクノロジーを組み合わせた唯一無二のベ
ンチトップ型バイオ3Dプリンターにもかかわらず、その大きさ
は78.1 cmとコンパクトです。また、 BIO X6は、静音性の高い内蔵
オイルフリーエアコンプレッサーと温度制御されたプリント
ベッドを備えた、卓越したスケール、パワー、パフォーマンス
を提供するスタンドアローンの装置です。

細胞をプリントする場合、無菌環境が不可欠であり、クリーン
ベンチでの作業が必要になる場合がありますが、ほとんどの
実験装置では不可能です。 BIO X6は、あらゆるクリーンベンチ
に完全に適合しており、面倒な外部接続なしでバイオプリン
トに必要な環境を提供します。

BIO X6はスタンドアローンプラットフォームとして完全に機能
しますが、特殊な用途向けに機能を追加することもできます。 
その目的のために、 BIO X6は外部のエアコンプレッサーに簡
単に接続できるように設計されています。これにより、高粘度
のバイオインクと熱可塑性ポリマーを使用したバイオプリン
ティング実行時に、より高い圧力を利用できます。



最高のツールは、合理的かつ交換可能であること

CELLINKは期待を超えるテクノロジーを提供できるよう
全力で取り組んでいます。CELLINKが開発したBIO Xは、交
換可能なプリントヘッドを備えた世界で最初のバイオ
3Dプリンターです。 BIO Xは業界に革命をもたらす比類
のない柔軟性を提供し、バイオプリンティングの基準
となりました。すべてのプロジェクト・ニーズを満たす
ため、CELLINKはBIO X6で使用でき、かつ高品質の結果を
保証する、配慮が行き届いたプリントヘッドとツール
ヘッドを開発し続けています。

BIO X6は、インテリジェント・プリントヘッドマウントを
備えた、多目的に使用できるバイオ3Dプリンターです。
CELLINKは需要の変化に対応できるプリントヘッドを開
発し続けており、これらを取り替えることで簡単にシス
テムのアップグレードが可能です。

CELLINKは最高品質のプリントヘッドのみを提供してい
ます。常に、お客様の基準を超えるよう努めており、お
客様の研究をサポートする過程で妥協することはあり
ません。
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プリントヘッド
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ツールヘッド

温度制御
プリントヘッド

空気圧式
プリントヘッド

熱可塑性
プリントヘッド

シリンジポンプ型
プリントヘッド

光硬化
ツールヘッド

高粘度から低粘度まで幅広いマテリ
アルを押し出すための空気圧式プリ
ントヘッド

熱可塑性ポリマーのバイオプリント
用の熱可塑性プリントヘッド

高解像度および少量のバイオプリン
ティング用のシリンジポンプ型プリ
ントヘッド

UV架橋用の光硬化ツールヘッド

厳密な温度管理が必要なマテリア
ルをバイオプリントするための温
度制御プリントヘッド

インクジェットに似た高速ドロップ
オンデマンドプリント型の電磁ド
ロップレット（EMD）プリントヘッド

品質管理とフィラメントイメージン
グ用のHDカメラ

BIO X6に対応するプリントヘッド:



バイオインクのリストと対応するプリント方式

適合可能なマテリアル

 

BIO X6は最大6つの異なるプリントヘッドを同時利用することで、あらゆる細胞種を含む造形物を作製できま
す。これは生体内にある、あらゆる組織を作製できることを意味します。
可能性のある用途の1つとして、BIO X6を利用した複数種類のマテリアルを含む皮膚様造形物の作製が挙げ
られます。

6つのプリントヘッドの能力により、市場で最も生理学的模倣度の高い造形物の作製が可能になります。1回
のプリントで6つのプリントヘッドを使用すると、血管ネットワーク、汗腺、毛包を含む、異なる皮下層、真皮
層、表皮層で構成される3層構造を作製できます。

BIO X6は、複雑な代謝組織モデルの作製を支援するために薬物スクリーニングに適用できる比類のない柔
軟性を提供します。肝細胞と星細胞を含む生きた組織モデルも、動脈構造、静脈構造、胆管などの支持構造
とともに単一の構造で作製できます。これにより、高度なOrgan-on-a-Chipモデルの作成が可能になり、灌流可
能なチャネルを介して複数のモデルを繋げるために必要な機能を提供できます。BIO X6は、心臓組織、肝臓
組織、腎組織、膵臓組織、および灌流可能なネットワークを1回のプリントで造形し、迅速で再現性のある
Organ-on-a-Chipの作製を可能にします。

空気圧押出し式  

ゼラチンメタクリロイル

コラーゲンメタクリロイル
（コラーゲン溶液と沈殿物）

 

ヒアルロン酸

アルギン酸塩

キトサン

シルク

ナノセルロース

フィブリノゲン/ トロンビン

脱細胞化ECM

Pluronics F-127

プロピレングリコール 

（加熱済み）ポリカプロラクトン

ポリ乳酸  

PEG/ PEGDA

ピストン駆動式
（シリンジ）

インクジェット 熱可塑性式

（加熱済み）



CELLINKのバイオインク
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熱可塑性の
足場バイオインク

CELLINKはバイオインクの製造販売のパイオニアであり、世界で最初のユニバーサルバイオインクの開発者
です。CELLINKのバイオインクによって、研究者は、あらゆる種類の細胞を使用してバイオプリントができるよ
うになりました。

現在、がんモデルから皮膚モデルまで、さまざまなアプリケーション向けに50種類以上の滅菌済みですぐに
使用できるバイオインクを提供しています。 CELLINKのバイオインクは、他社の3Dバイオプリンティングシステ
ムとも互換性があります。

特定のアプリケーションやニーズに合わせてカスタマイズされた専用キットも販売しています。CELLINKのサ
ポートキットを使用すると、他の方法ではプリントできないマテリアルから造形物を作製し、研究を次のレ
ベルに進めることができます。

BIOPRINT ANYTHING — EASILY AND INTUITIVELY — EVERY TIME.

BIOPRINT ANYTHING — EASILY AND INTUITIVELY — EVERY TIME.



CELL MIXING BIOPRINTING CROSSLINKING

 

どんなものでも
                         ̶簡単に直観的に 
                                                           ̶いつでもバイオプリント

1 2 3

革新的なCELLMIXERを使用して、細胞を簡単に
混合できます。バイオインクを12 mLシリンジに
充填し、細胞懸濁液を1 mLシリンジに充填しま
す。各シリンジを分注ユニットに装着し、混合
ユニットを各シリンジの先端に接続し、充填
するカートリッジを接続します。 混合ユニット
を経由してバイオインクと細胞を静かに注入
し、カートリッジを満たします。これでバイオ
プリンティングに使用する充填カートリッジ
の準備が整います。

混合ユニットから充填カートリッジを取り外
します。カートリッジにノズルを装着し、空気
供給システムに接続してプリントヘッドに装
着します。 温度、プリント圧力、プリントスピー
ドなど、アプリケーションに合わせてプリント
の設定を入力します。パラメータとマテリア
ルに基づいてノズル径を選択します。 目的の
デザインを選択し、「Print」を押します。BIO X6は
プリント面に合わせてオートキャリブレーショ
ンを実施し、プリントを開始します

使用するマテリアルによっては、プリントした
造形物を架橋する必要があります。光架橋に
ついては、内蔵LEDから波長を選択して、 BIO X6
にすべての作業を委ねることができます。そ
の他の架橋方法として、プリントした造形物
に直接架橋剤を加えることができます。

BIOPRINT ANYTHING — EASILY AND INTUITIVELY — EVERY TIME.

BIOPRINT ANYTHING — EASILY AND INTUITIVELY — EVERY TIME.

BIO X6は、バイオプリントに必要なすべてを含むスタンドアローンシステムであり、最先端の機能をお客様のワークフローに織り込める
ように設計されています。

ニーズに合わせた複数のデザイン
ワイヤレス BIO X6 有線 BIO X6

スタンドアローンバイオプリンティング：
外部接続を必要とせずに、複雑な造形物を作製でき
ます。

柔軟性：
タブレット端末を取り外して、どこにでも持ち運べま
す。 プリントする準備ができたら、簡単に取り付け直
すことができます。

使いやすさ：
手袋をはめていても、タブレット端末を指でスワイプし
てパラメーターを入力できます。

内蔵イーサネットポート：
従来のイーサネットケーブルを使用して、内蔵のイーサ
ネット機能を活用できます。

ファイルとデータの高速転送：
タブレットをコンピューターに直接接続して、数秒でモ
デルをドラッグアンドドロップします。
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