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測定ファイルのアップロード
Uploading data files
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①予約中/利⽤終了後、「関連するファイル」枠内に
アップロードしたいファイルをドラッグ＆ドロップする

●測定データのアップロード●

測定データのアップロードができるのは以下の機器です

・共焦点レーザー⾛査型顕微鏡 LSM 880
・蛍光顕微鏡 BZ-X700 
・リアルタイムPCR StepOne Plus
・質量分析計 TripleTOF 6600
・液体クロマトグラフ質量分析計 LCMS-8050
・イメージングサイトメーター IN Cell Analyzer 2200解析PC
・イメージングフローサイトメーター ImageStreamX MarkII
・セルソーター S3 Cell Sorter
・次世代シーケンサー NextSeq 500
・次世代シーケンサー MiSeq
・パスウェイ解析ソフトウェア Ingenuity Pathway Analysis
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②ファイルをドラッグ＆ドロップするとファイル名とデータ容量が
表⽰されるので、確認してから「アップロード」をクリック

データ容量の上限は機器ごとに異なります。
各機器ページの運⽤ルール欄に記載がありますので、事前に確認してください。
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③ファイルが複数ある場合は続けてドラッグ＆ドロップして⼀括で
アップロードできる
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《削除》
「削除」をクリックで
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●測定データのダウンロード●

《ダウンロード》
「ダウンロード」をクリック
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●フォルダのアップロード●

テストフォルダA
｜
｜-テストフォルダa
｜ ｜-テストファイル1
｜ ｜-テストファイル2
｜
｜-テストフォルダｂ

｜-テストファイル3
｜-テストファイル4

上記のような構造のフォルダをアップロードした場合、フォルダの構造は維持されずにファイルごとにアップロードされる
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▼テストフォルダaをアップロードした場合

テストフォルダa内にある
・テストファイル1
・テストファイル2

上記のファイル1つずつが、それぞれアップロードされる
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▼テストフォルダAをアップロードした場合

テストフォルダa内にある
・テストファイル1
・テストファイル2

テストフォルダｂ内にある
・テストファイル3
・テストファイル4

上記のファイル1つずつが、それぞれアップロードされる
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▼テストフォルダAをファイル構造を維持したままアップロードしたい場合

テストフォルダAをZip圧縮するとZipファイルとしてアップロードできる

＊ファイル容量の上限が機器ごとに決まっているので、各機器ページの運⽤ルール欄にて事前に確認してください
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①Drag & drop your data to the “Related file” area 
after use.

●Uploading data

Data can be uploaded with the following equipment.

・Confocal laser scanning microscope LSM 880
・Fluorescence microscope BZ-X700 
・Real-time PCR StepOne Plus
・Mass Spectrometer TripleTOF 6600
・Liquid chromatograph-mass spectrometer LCMS-8050
・Imaging cytometer IN Cell Analyzer 2200 analysis PC
・Imaging flow cytometer ImageStreamX MarkII
・Cell sorter S3
・Next-generation sequencer NextSeq 500
・Next-generation sequencer MiSeq
・Pathway analysis software Ingenuity Pathway Analysis
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②Check file names and sizes and click “upload”.

The limitation of the file size is different from each equipment. Users 
should check the maximum file size described at the “Use Rules” of 
“Basic information” page on each equipment.
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③Add other files if there are multiple files and click “upload”.  
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Click ”Cancel” to stop 
uploading the file.
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●Downloading data

Click “download”.
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●Uploading folder

TestFolder_A
｜
｜-TestFolder_a
｜ ｜-TestFire1
｜ ｜-TestFire2
｜
｜-TestFolder_ｂ

｜-TestFire3
｜-TestFire4

If you upload the folders like above, only files are uploaded. Directory tree is not maintained.
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▼When you uploaded ”TestFolder_a”

・TestFire1
・TestFire2
are uploaded.
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▼When you uploaded ”TestFolder_A”

・TestFire1
・TestFire2
・TestFire 3
・TestFire 4
are uploaded. 
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▼If you would like to keep directory tree, compress the folder with zip and upload it as a file.

The limitation of the file size is different from each equipment. Users should check the maximum file size described at the 
“Use Rules” of “Basic information” page on each equipment.


