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Instructions for Use 

Protocol IC Card for magLEAD series 
 

 Protocol IC Card:   1 pcs  

    

 JAPANESE  
本品は、自動核酸抽出装置 magLEAD 6gC または magLEAD 12gC 用プロトコル IC カードです。ご使用

になる前に必ず本取扱説明書および自動核酸抽出装置本体の取扱説明書をよくお読みください。 

 
 
シンボルについて 
 

：注意       ：内容物      ：製造業者      ：取扱説明書参照 

 

：CE マーク      ：体外診断用医療機器（欧州指令 98/79/EC） 

 
 
1.  製品概要 

本プロトコル IC カードは、PSS 社製プレパック式核酸抽出用試薬を自動核酸抽出装置 magLEAD 6gC または

magLEAD 12gC で使用する際に用いるプロトコル IC カードです。（核酸抽出用試薬については、試薬に同封され

ている取扱説明書を参照下さい） 
 
2  使用方法 
2.1  取り扱い上の注意事項 

・ 本品は、自動核酸抽出装置 magLEAD 6gC または magLEAD 12gC 用プロトコル IC カードです。ご使用になる

前に必ず装置本体の取扱説明書をよくお読みください。 

・ プロトコル IC カードは機種ごとに専用品となっています。対応していない機種ではお使いいただけません。対

応機種はプロトコル IC カード本体のラベルに記載されていますのでご使用になる前に確認してください。 

・ 機器のエラーが発生した場合、機器のマニュアルを参照してください 

・ 本品は電子基板を内蔵しています。強いショックを与えること、折り曲げること、水等で濡れること、高温・直

射日光にさらすことはしないでください。 

・ プロトコル IC カードの抜き差しは必ず装置本体の電源が OFF の状態で行ってください。 
 

2.2  操作手順 

1. 装置本体の電源が OFF の状態であることを確認し、装置正面の IC カードスロットに挿入してください。 

2. 装置の電源を入れてください。 

3. プロトコル IC カードを装置から取り出すときは必ず装置本体の電源を OFF の状態してください。 
 

ここに記載されている内容は 2016 年 2 月現在のものです。予告無く情報（仕様など）が変更されている場合がありま

すので予めご了承下さい。 

製造元 

プレシジョン・システム・サイエンス株式会社 

       住所     〒271-0064 千葉県松戸市上本郷 88 番 

お問合せ    TEL：047-303-4800,  FAX：047-303-4811 

URL：http://www.pss.co.jp,   E-mail：service@pss.co.jp 

Precision System Science Co., Ltd. 
88, Kamihongou, Matsudo City, Chiba, Japan 
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 ENGLISH  
This product is the Protocol IC Card for the automated nucleic acid extraction system magLEAD 6gC or 

magLEAD 12gC. Please surely read and understand this document and operation manual of the system 

prior to use. 

 
Symbols; 
 

：Caution      ：Contents     ：Manufacturer      ：Refer to Instructions for use 

 

：CE mark for Europe         ： In Vitro Diagnostic medical devices (98/79/EC) 

 

              ：Authorized Representative in the European Community 

 
1.  Abstract of product 

This Protocol IC Card is for the nucleic acid extraction by the use of PSS produced pre-filled nucleic acid 

extraction reagent and the automated nucleic acid extraction system magLEAD 6gC or magLEAD 12gC.  (As for 

the nucleic acid extraction reagent, please refer to the instructions for use of extraction reagent.) 

 
2  How to use this product 
2.1  Safety instructions 

・ This Protocol IC Card is dedicated for the automated nucleic acid extraction system magLEAD 6gC or 

magLEAD 12gC. Therefore, please read carefully the operation manual of the system prior to use. 

・ The Protocol IC Card is a dedicated for the instrument model each. It cannot be used to non-compliant model. 

Please make sure the instrument model described in the label prior to use. 

・ In case of instrument error messages, please refer to the instrument operation manual. 

・ This product contains electrical board. Therefore, please do not drop (giving a shock), bend, wet and expose to 

extreme temperature and sunlight. 

・ Please make sure the power switch of the instrument is OFF when inserting or removing the IC card. 

2.2  Operation procedures 

1. Insert Protocol IC Card to the instrument. 

NOTE: Please make sure the power switch of the instrument is OFF. 

2. Turn ON the instrument. 

3. Please turn off the power switch of the instrument when removing the Protocol IC Card from the instrument 

 
These explanations are based on the status of Feb. 2016. Please be noted information such as specification can be 

changed without information.  
Manufacturer 

Precision System Science Co., Ltd. 

 

Main Office                                              Emergo Europe 
Address  Zip code: 271-0064                Address 

88, Kamihongou, Matsudo City, Chiba, Japan          Molenstraat 15, 2513 BH The Hague, The Netherlands 
Contact 

TEL：+81-(0)47-303-4800, FAX：+81-(0)47-303-4811 
URL：http://www.pss.co.jp, E-mail： service@pss.co.jp 


