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「Eｰグラフ」

サブマリン電気泳動 原理

サブマリン電気泳動

利用例 遺伝子検査 ・ 型判定

市販のＤＮＡ抽出キットを用いて、検査対象となる試料から
ＤＮＡを抽出します。

必要であれば、抽出したＤＮＡの純度検定を行います。
純度が低いと検出不可となります。

検査対象の検出用プライマーを用いて、目的の遺伝子（の一部）
や塩基配列をＰＣＲ法により増幅します。微量の鋳型ＤＮＡからで
も増幅が可能です。

ＰＣＲ法により増幅したＤＮＡをアトー「サブマージ泳動槽」でアガ
ロースゲル電気泳動します。ＤＮＡのサイズごとにバンド状に分離
されます。

ゲル中のＤＮＡを可視化するために、ＤＮＡと特異的に結合し、紫
外線照射により蛍光を発するエチジウムブロマイドで染色します。

エチジウムブロマイドで染色したゲルを
アトー「プリントグラフ」「Eｰグラフ」で
検出・撮影します。

撮影したパターンから判定します。

■結果の判定例 陽性：サンプルＡ、 Ｂ、 Ｃ 陰性 ：サンプルＤ
マーカーＤＮＡのバンドが検出されたかどうかを基準に検査対象DNA（バンド）の有無で
判定します。

核酸(DNA/RNA)を試料とした水平式のアガロースゲル電気泳動はの多くはゲルを緩衝液に沈めて電気泳動する方

式をとります。海中の潜水艦（サブマリン）に例えてこの方法はサブマリン電気泳動と言われています。アトーで

は、 「サブマージ・シリーズ」 として製品化しています。

緩衝液などに核酸(DNA/RNA)を溶解すると、 リン酸残基によりマイナスに荷電します。 この溶液 （DNA試料） を

アガロースゲルに添加し、緩衝液中で電気泳動を行なうと＋側（陽極）に移動します。そのとき、ゲルの分子ふ

るい効果により、 長いDNAは網目構造内をゆっくりと動くのに対して、 短いDNAはより速く動くことから、 核酸の

サイズに応じた移動度を示します。 電気泳動後のゲルを蛍光色素 （エチジウムブロマイド） などで染色し、 検出

することで、 核酸の電気泳動パターンが得られます。 このパターンからサイズを求めたり （分子量マーカーが必

要）、個体識別のための遺伝子型の情報を得たりすることが可能です。

ゲルサイズが大きいので試料（検体）数の多い場合や泳動距離を長くしたい場合などに適しています。RFLP(制限

酵素断片長多型)のようなDNA多型の電気泳動や、PCRで増幅したDNAの確認電気泳動等に利用されています。

一般的に、ＤＮＡ抽出～ＰＣＲ法(遺伝子増幅法)～アガロースゲル電気泳動～ゲル撮影・解析という方法がとられて

います。
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電源装置 対応機種

型式 名称 電流・電圧 AE-6100 AE-6111

AE-8155 マイパワーⅡ500 200mA/500V ○ △

AE-8135 マイパワーⅡ300 400mA/300V ○ ○

WSE-3200 パワーステーションⅢ 500mA/1000V ○ ○

WSE-3500 パワーステーションHC 3A/150V ○ △

AE-8800 コンスタパワー3000 300mA/3000V ○ ○

型式 AE-61 0 0 AE- 61 1 1

名称 サブマージ・ アガロース サブマージ・アガロース

価格 60,000円 87,000円

ゲルサイズ 80mm(W)×100mm(L) 120mm(W)×160mm(L)

ゲル作製 テープ方式 ダム方式

サンプルコウム
10検体（3mm幅）

１枚
26/13検体（3mm幅、6mm幅）
（新型形状両刃タイプ） 1枚

緩衝液量 300～500mL 700～1200mL

緩衝液循環
（冷却・恒温）

不可
可能

緩衝液循環用ノズル標準装備

寸法
（突起物除く）

190(W)×100(D)×80mm(H) 286(W)×150(D)×83mm(H)

質量 0.5kg 1.5kg

外観

AE-8135 WSE-3200

■アトー サブマリン型電気泳動装置ラインナップ

■泳動槽の選択基準
サブマージ・シリーズ電気泳動装置はサンプルにあわせて「ゲルサイズ」「サンプルコウム」などからご選択ください。

例 ：試料 （検体） 数が多い場合は幅 （W） の大きい仕様を、 バンド数が多い場合はゲル長 （L） の長い仕様の

選択をお薦めします。

○○
検体

サンプルコウム
(ウエル数)

幅
(W)

長さ
（L）

ゲルサイズ

■電源装置の選択基準
サブマージ・シリーズ電気泳動装置をご使用になるには電気泳動用の電源装置が必要となります。

装置（ゲル）サイズが大きくなるに従って必要な電流容量が大きくなりますのでご考慮ください。

泳動装置一覧
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コードNo. 型式 名称 数量 価格

2322153 AE-6100 サブマージ・アガロース電気泳動装置 1台 ¥60,000

AE-6100サブマージ・アガロースは、小型のサブマリン型電気泳動装置です。ゲルは扱いやすい8×10cmの

サイズで、 PCR産物の確認泳動や試料 （検体） 数のあまり多くない場合にお薦めです。

AE-6100型 サブマージ・アガロース電気泳動装置

価格

目的 ・ 用途 DNA断片の電気泳動、PCR産物の確認、学生実習などに

特長
●使いやすいサイズ、 小型の泳動槽

●紫外線透過ゲルラック

●ゲルが滑り落ちないゲルキャビティ(穴あり

●テープ式の簡単なゲル作製

泳動パターン例

サンプル：λ-HindⅢ digest

ゲル濃度：1%

バッファー ：TBE

泳動条件：100V 定電圧

小型サブマリン電気泳動槽 サブマージ・アガロース
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型式・名称 AE-6100 サブマージ・アガロース電気泳動装置

泳動方法 サブマリン方式（緩衝液ゲル浸漬泳動方式）

ゲルサイズ 80mm(W)×100mm（L) 10mm厚(Max)

サンプルコウム 標準10検体 1.0mm厚 (ウエル幅5mm)

ゲル作製方法 防水テープ固定方式

緩衝液容量 300～500mL (ゲル厚により変化)

緩衝液循環 不可

安全対策 リード線付安全カバーロック付

主な材質
ゲルラック：紫外線透過型硬質アクリル （透過率：80%/300nm）
泳動槽：透明アクリル サンプルコウム：透明アクリル
安全カバー：ポリカーボネート

本体寸法・質量
190mm(W)×100mm(D)×80mm(H) (突起物含まず)
0.5kg

標準構成品
泳動槽本体、安全カバー、ゲルラック、サンプルコウム
サンプルコウム固定台、バインドクリップ、テープ(サブマージ用)、
安全リード線セット（赤黒組）、取扱説明書

コードNo. 名称 数量 価格

2328441 安全ﾘｰﾄﾞ線ｾｯﾄｷｬｯﾌﾟ(大)ﾌﾟﾗｸﾞ付 1組 ¥5,100

2398194 ｹﾞﾙﾗｯｸ(AE-6100用) 1個 ¥5,300

2398205 ﾃｰﾌﾟ(ｻﾌﾞﾏｰｼﾞ用)6.3m巻(3巻組) 1セット ¥1,400

2398193 ﾊﾞｲﾝﾄﾞｸﾘｯﾌ゚ (5ヶ組) 1セット ¥1,200

2398201 ｻﾝﾌﾟﾙｺｳﾑ固定台(AE-6100用) 1個 ¥2,900

2398206 ｱｸﾘﾙｻﾝﾌﾟﾙｺｳﾑ (6検体)1mm厚(AE-6100用) 1個 ¥3,400

2398207 ｱｸﾘﾙｻﾝﾌﾟﾙｺｳﾑ(10検体)1mm厚(AE-6100用) 1個 ¥3,400

2398213 ｱｸﾘﾙｻﾝﾌﾟﾙｺｳﾑ(14検体)1mm厚(AE-6100用) 1個 ¥5,800

2398200 分取用ｻﾝﾌﾟﾙｺｳﾑ (50mm幅･1.5mm厚)(AE-6100用) 1個 ¥2,900

サブマージ ・アガロース

仕様

オプション ・ 部品 ・ 消耗品
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関連製品

●蛍光染色ゲル撮影装置 「プリントグラフ」 「E-グラフ」

●エチジウムブロマイド除去カラム 「WSE-7410 オカラム」

溶液中のエチヂウムブロマイド （EtBr） を吸着し除去します

除去されたEtBrが目視可能

処理量はカラム１本あたり最大3L

CCDカメラ搭載の暗箱と紫外線照射した蛍光染色ゲルを撮影します

・専用コントローラ、 USBメモリ保存、ビデオプリンタ付「プリントグラフ」

・ パソコンダイレクト接続仕様の 「E-グラフ」



中型サブマリン電気泳動槽 サブマージ・アガロース
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AE-6111型 サブマージ・アガロース電気泳動装置

コードNo. 型式 名称 数量 価格

2322178 AE-6111 サブマージ・アガロース電気泳動装置 1台 ¥87,000

AE-6111サブマージ･アガロースは、中型のサブマリン型電気泳動装置です。

長い泳動距離をいかし、 しっかり各バンドを分離するので、移動度を比較するRFLPや、DNA断片（バンド数）

の多い電気泳動、試料(検体)数が多いスクリーニングやPCR産物の確認などにお薦めです。

価格

目的 ・ 用途

特長

●新型形状サンプルコウム採用で各バンドがシャープに

●両刃タイプの新型サンプルコウムで、

検体数 ・バンド幅の選択自由

●８連ピペットの間隔に対応

●新型ダムによるゲル作製で準備操作も簡単

●ゲル保持グルーブ （溝） の有無選択も可能

●紫外線透過ゲルラック採用

●泳動槽本体には緩衝液循環用ノズルを標準装備

●泳動パターンに影響を与えず、 ムラなくゲルを

つつみ込むように全体を循環

●ＴＡＥ （トリス･酢酸･EDTA） やＭＯＰＳ緩衝液、

温度コントロール時等に使用

●水平調整用脚および水準器 （標準付属） で

きれいなゲル作製と泳動パターンを

両刃タイプ

3mm幅

6mm幅

新型形状

ダム

ダム

ラック

ポンプより

ポンプへ

ゲル

RFLP、スクリーニングやPCR産物の確認泳動に



サブマージ ・アガロース
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※AE-6110用アクリスサンプルコウムをAE-6111でご使用いただくには、別売サンプルコウム

固定台(2393315)とバインドクリップが必要です。

※これらは旧AE-6110型サブマージ・アガロース泳動槽に対応します。

型式・名称 AE-6111 サブマージ・アガロース電気泳動装置

泳動方法 サブマリン方式（緩衝液ゲル浸漬泳動方式）

ゲルサイズ 120mm(W)×160mm（L) 8mm厚(Max)

サンプルコウム
標準26/13検体両刃型 1.0mm厚
(ウエル幅3/6mm、8連ピペット間隔対応)

ゲル作製方法 ダム固定方式

緩衝液容量 700～1200mL (ゲル厚、緩衝液循環の有無により変化)

緩衝液循環 可能（循環用ノズルあり）

安全対策 リード線付安全カバーロック付

主な材質
ゲルラック：紫外線透過型硬質アクリル （透過率：80%/300nm）
泳動槽：透明アクリル サンプルコウム：ポリプロピレン
ダム：シリコン 安全カバー：ポリカーボネート

本体寸法・質量
286mm(W)×150mm(D)×83mm(H) (突起物含まず)
1.5kg

標準構成品
泳動槽本体、安全カバー、ゲルラック、サンプルコウム、ダム１組、
サンプルコウム固定台（ネジ付）、ノズルキャップ2ｹ組、六角レンチ、
安全リード線セット（赤黒組キャップ・ネジ付）、取扱説明書

※

※

※

※

コードNo. 名称 数量 価格

2393382 ｹﾞﾙﾗｯｸ(120mmW×160mmL) 6111用 1個 ¥14,400

2393383 ｻﾝﾌﾟﾙｺｳﾑ･両刃型 (26/13検体)1mm厚 1個 ¥2,400

2393384 ｻﾝﾌﾟﾙｺｳﾑ固定台(120mm幅固定ﾈｼﾞ付) 1個 ¥4,000

2393385 ﾀﾞﾑ･ｻﾌﾞﾏｰｼﾞ型(120mm幅)2ｹ組 1個 ¥3,400

2393330 ﾉｽﾞﾙｷｬｯﾌﾟ 2ヶ組 1個 ¥700

2393092 配管ﾁｭｰﾌﾞ(φ11-7mm)1m 1個 ¥2,400

2393207 ON-OFFｺｯｸ(AE-6300系用) 1個 ¥1,800

2392172 水準器 1個 ¥3,400

2393332 ﾏﾙﾁｻﾌﾞﾏｰｼﾞ/ﾃﾝﾌﾟｺﾝ接続配管ｾｯﾄ 1個 ¥8,000

2398193 ﾊﾞｲﾝﾄﾞｸﾘｯﾌﾟ(5ヶ組) 1セット ¥1,200

2398315 ｻﾝﾌﾟﾙｺｳﾑ固定台(120mm幅別売品ｱｸﾘﾙｻﾝﾌﾟﾙｺｳﾑ用) 1個 ¥4,000

2398319 ｱｸﾘﾙｻﾝﾌﾟﾙｺｳﾑ (9検体)1mm厚(AE-6110用) 1個 ¥6,900

2398317 ｱｸﾘﾙｻﾝﾌﾟﾙｺｳﾑ(15検体)1mm厚(AE-6110用) 1個 ¥7,800

2398318 ｱｸﾘﾙｻﾝﾌﾟﾙｺｳﾑ(22検体)1mm厚(AE-6110用) 1個 ¥10,100

2398313 分取用ｻﾝﾌﾟﾙｺｳﾑ (90mm幅・ﾘﾌｧﾚﾝｽ付･1.5mm厚)(AE-6110用) 1個 ¥4,700

仕様

オプション ・ 部品 ・ 消耗品
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型式・名称 AE-6380 バッファ・サーキュレーター

最大吐出量 380mL/min

使用温度範囲 4～50℃

接液部の材質 フッ素系樹脂

本体寸法・質量 97mm(W)×207mm(D)×110mm(H) ・ 1.3kg

電源・消費電力 AC100V 50/60Hz ・ 17VA

型式・名称 AE-6370 テンプコン（熱交換機）

最大吐出量 650mL/min(コックによる調節可能)、タイマー付

使用温度範囲 5～750℃

接液部の材質 硬質ガラス、ポリプロピレン、エチレンプロピレンゴム、シリコン

本体寸法・質量 138mm(W)×200mm(D)×274mm(H)（突起除く） ・ 3.2kg

電源・消費電力 AC100V 50/60Hz ・ 22VA

型式・名称 AB-1650 ス＾パースタットミニPID

使用温度範囲 －20℃から80℃

温度調節精度 ±0.05℃～±0.1℃、 最小設定単位 0.1℃

温度表示 デジタル表示 （設定温度・実測温度同時表示）

温度制御 デジタルPID制御 （P:比例制御、Ｉ:積分制御、D:微分制御による自動温度制御）

循環ポンプ能力 最大流量：4L/min（50Hz） 最大揚程：3.5ｍ マグネットシールポンプ

水槽寸法・容量 150mm(W)×120mm(D)×150mm(H) 、 約3.5L

材質
水槽：SUS、ネオプレン 配管：ネオプレン、黄銅 冷却コイル：銅 ヒーター：SUS
循環ポンプ：黄銅 フロート：SUS、ポリプロピレン 外装：SPCメラミン焼付け塗装

電源 AC100V 50/60Hz Max約8.5A

寸法・質量 198mm(W)×431mm(D)×436mm(H) ・ 約22kg

コードNo. 型式 名称 数量 価格

2322157 AE-6380 バッファー・サーキュレーター 1台 OPEN

2322218 AE-6370 テンプコン 1台 ¥149,000

3521215 AB-1650 スーパースタットミニPID 1台 ¥398,000

AE-6370型テンプコン AB-1650型スーパースタットミニPID

バッファー･サーキュレーター
テンプコン

AE-6380バッファー・サーキュレーターはpHの偏りや温度ムラを防ぐ為の緩衝液循環用の小型ポンプです。

AE-6370テンプコンは一定温度で電気泳動する為の熱交換器（ポンプ）です。循環恒温装置（スーパースタット

ミニ）と接続して緩衝液を任意の温度にすることで一定温度での電気泳動が可能です。

AE-6380型バッファー・サーキュレーター

価格

目的 ・ 用途

注:受注生産品になります。

仕様

pHの偏りや温度ムラの防止に、一定温度の緩衝液を循環するためのポンプ

関 連 製 品
（循環ポンプ）


