
電気泳動
泳動装置：WSE-1710 サブマージ・ミニ
試料：WSE-7030 EzDNA Ladder 
　　　２、１、0.5、0.25、0.125 μL/レーン
          （172ng/ μ L）
ゲル：1.5% アガロース
　　　　       /WSE-7050 EzRunTAE
泳動バッファー：WSE-7050 EzRunTAE

UV

EtBr EzFluoroStainDNA 

BlueLED

サンプルあるよ
Webサイトへgo!

電気泳動と５１年

「ATTO Ez シリーズ」試薬

確実な泳動！ 高速泳動！
　シャープなバンド！安全で高感度の検出 ！
　　　DNA電気泳動の革命

試薬を変えるだけで、速く・きれい・安全・操作性よく、実験が進みます

イージー

蛍光検出
染色：WSE-7130 EzFluoroStainDNA
         EtBr(Ethidium Bromide）
撮影：WSE-5200A プリントグラフ２M
         Cyan LED 光源、　UV 光源      

Ames 試験にて EtBr より低値を示しました。
< 右記グラフ参照 >
また、国際がん研究機関 (IARC) による発が
ん性リスク物質を含んでいません。

染色：EzFluoroStainDNA 
検出：Cyan LED 励起

染色：EtBr(EthidiumBromide)
検出：UV（紫外線）励起

試料ローディングダイ　WSE-7040 EzApplyDNA  イージーアプライDNA

赤色色素で視認性がよく、ほぼ泳動先端の目標になります。
アプライしやすくバンドがシャープな 6 ×ローディングダイです。

　視認性の良い赤色・青色色素
　泳動先端に近い移動度
　　　（オレンジ G よりも先端側）
　バンドがシャープ　(Ficoll ベース）
　粘性が低くアプライしやすい

分子量マーカー　WSE-7030 EzDNA Ladder  イージーDNAラダー

広い分画分子量範囲をカバーした
シャープなバンドのラダーマーカー！

　分子量範囲 100bp ～ 10kbp 広範囲をカバー
　19 本のシャープなバンド
　500bp と 1.5kbp、3kbp は太いバンドで指標に
　Ready-to-use  （調製不要）
　3 色のローディング色素含、
　　　泳動中の移動度の目安に

ゲル・泳動バッファー　 WSE-7050 EzRunTAE
　　　　　　　　　　 WSE-7051 EzRunTBE
　　　　　　　　　　 WSE-7055 EzRunTG
TAE（トリスｰ酢酸）、TBE（トリスｰホウ酸）、TG

（トリスｰグリシン）バッファーを滅菌してご提供し
ます。アガロースゲル、ポリアクリルアミドゲル
の核酸の電気泳動に利用できます。　

　高品質で低価格
   滅菌済み、DNase フリー
　濃縮ストック溶液
　室温保存　

蛍光染色試薬　WSE-7130 EzFluoroStainDNA  イージーフロロステイン

眼にも環境にもやさしく、EtBr
よりも高感度・安全に検出できる
DNA 用蛍光染色剤です。

　高感度検出　（~0.1ng)
　低いバックグラウンド
　UV（紫外線）検出可能
　　BlueLED 励起でさらに高感度
　染色は 5~10 分で脱色不要　
　高い安全性（Ames 試験値は水と同等）
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※各製品の価格は裏面をご覧ください。



ATTO Ez series の新製品 

各製品の詳細はアトー株式会社までお問い合わせください。

2015.4.14

DNAの電気泳動

製品番号・型式 製品名 用途・仕様 容量・保存 価格

2332394 WSE-7040  イージーアプライ

EzApplyDNA
DNAの電気泳動用のローディングダイ（6x、滅菌済み）
赤色・青色色素（泳動指標）、Ficollによる比重

10 mL
冷蔵保存・1年 5,000円

2332391 WSE-7050  イージーラン

EzRunTAE
DNA用アガロースゲル作製・泳動バッファー
トリス-酢酸ｰEDTAバッファー（50x、滅菌済み）

500 mL
室温保存・1年 8,500円

2332392 WSE-7051  イージーラン

EzRunTBE
DNA用アガロース・アクリルアミドゲル作製・泳動バッファー
トリス-ホウ酸ｰEDTAバッファー（10x、滅菌済み）

500 mL
室温保存・1年 4,500円

2332323 WSE-7055  イージーラン

EzRunTG
PAGELシリーズでDNAを分離する際の泳動バッファー
トリスｰグリシンバッファー（10x、滅菌済み）

500 mL
室温保存・1年 5,000円

2332342 WSE-7030  イージーDNAラダー

EzDNA Ladder
DNAのラダーマーカー (100bp~10kbp、19本のバンド）1~5μL/lane
Ready-to-use  （調製不要）　3色の色素含（泳動指標）

0.5 mL
-20℃保存・１年 15,000円

2332395 WSE-7130  イージーフロロステイン

EzFluoroStain DNA

高感度で安全なDNAの蛍光染色試薬 (10,000x)
　励起光：260~370 nm（UV）、440~500nm（青色LED ）                                                   
          　  （吸収極大 270nm, 370 nm、497 nm）
　蛍   光：ピーク波長 522nm

0.5 mL
-20℃遮光保存

１年
18,000円

関連製品
ゲル撮影装置「プリントグラフ 2M」

タッチパネル式モニタ搭載
ゲル撮影装置

カメラ：高感度モノクロCCD
データ：2メガピクセル
　　　　無線LAN機能搭載
励起光源：紫外線照射装置
　 　　  　NEW CyanRed光源
               白色透過光源
プリンタ：感熱プリンター

価格：1,400,000円
　　　　⇒ 1,100,000円 　会員価格

ゲルトレイ：紫外線透過、耐熱性、ライン入
　　　　 Ｓ 54×60 mm (4枚)、Ｌ 110×60 mm (2枚)
サンプルコウム：ウェル幅3mm/5.8mm
              Ｓ ９検体×2 / 5検体×2、Ｌ 22検体/ 12検体  
出力：C.V50V/100V/150V
タイマー：0～99 分（0分:フリー、終了時アラーム）

価格：43,000円 ⇒ 39,800円 　ご愛顧感謝価格

電源搭載型泳動装置「サブマージ・ミニ」
WSE-1710 Submerge-Mini  WSE-5200A Printgraph 2M

高電圧出力、タイマー付泳動装置

安全にシャープで高感度な泳動結果を目指して
 EzApplyDNA  & EzRunTAE & EzFluoroStainDNA    操作概略

 →  電気泳動・終了  →   染色準備  →   ゲル染色（10~20 分）  →  撮影装置へ 

撮影データ例

EzRunTAE を希釈してゲルを作製・泳動バッファーを調製

EzRun TAE EzRun TBE EzRun TGEzDNA Ladder EzFluoroStainDNAEzApplyDNA

ゲル作製　→     EzApplyDNA を mix     
       　 　　　　   ゲルにアプライ 　

EzFluoroStainDNA

※ 会員はアトーWebサイトよりご登録ください。

人気製品
新高性能光源


