
　Mini PAGE 用 ポリアクリルアミドゲル電気泳動槽

「高速ハイレゾ電気泳動」は高速短時間分離 High Speed Separation と高精細分離能 High Resolution を併せ持つ電気泳動法です

高速泳動例
電気泳動装置：WSE-1165 ラピダス・ミニスラブ
電源装置　　：WSE-3200 パワーステーションⅢ
　　　　　　　C.V　250V　30min

既製ゲル　　：EHR-T12.5L e-PAGEL HR 
　　　　　　　（5~20% ポリアクリルアミドゲル）
泳動バッファー：WSE-7065 EzRun MOPS
染色　　　　：WSE-1430 EzStainAQua （CBB 染色）

泳動時間
最短
25分

高速ハイレゾ電気泳動（SDS-PAGE）を実現！
✔ 高速ハイレゾ電気泳動が可能
　　両面恒温仕様で高速仕様でもスマイリングを防ぎ
　　　きれいな泳動パターンが得られます
✔ 既製ゲル でも自作ゲルでも使用可能
　　既製ゲル「e-PAGEL HR」
　　ゲル作製用バッファー「EzGelAce」による自作ゲル
　　「くさび形プレート押え」採用でどちらのガラスプレートにも対応　　　

✔ 通常の泳動バッファーでも可能 ( 上記ゲル使用時 )
　　「EzRun」トリス - グリシン -SDS バッファー
　　「EzRunMOPS」分画分子量範囲の広いバッファー

　　　「高速ハイレゾ電気泳動」
　の詳細については、アトー Web サイト http://www.atto.co.jp/ へ。または弊社までお問合せください。
　「高速ハイレゾ電気泳動」は、放熱性に優れた泳動槽と 300V・200mA を出力できる電源装置と高性能のポリアクリルアミドゲルと SDS-PAGE 用泳動バッファー
　にて実施します。本システム以外でも高速化が可能です。是非ご相談ください。
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ＡＥ -6500 型を引き継ぐミニスラブ泳動槽のレジェンド ！　
　　　　　　　　　　永年の実績からさらに次世代へ ！ 

このきれいな泳動パターンが
　　約 30 分で！

ＷＳＥ - １１６５型 ラピダス ・ ミニスラブ泳動槽

WSE-1165 ラピダス・ミニスラブ
　特長・仕様は裏面へ→



多連ミニスラブゲル作製器 WSE-
1190  (2393031)

ミニスラブゲル作製キット
 AE-6401 （2393010）

ゲルサイズ 90mm(W)×80mm(L)　厚み 1mm 90mm(W)×83mm(L)　厚み 1mm

プレートサイズ 120mm(W)×102mm(L)
　トータル5mm厚（泳動槽P型仕様）

120mm(W)×102mm(L)　 
トータル7mm厚（泳動槽M型仕様）

同時作製ゲル数 最大４枚（2枚可能） 2枚分（２セット）

サンプルアプライ スマイリングレス・ミニコウム(1mm厚/12検体/PP成型）

標準構成品

本体１セット、ガラスプレート
4組（MAB-12,MB-02）、
スマイリングレス・ミニコウム
4枚、スペースプレート6枚、
ダミープレート1枚

ガラスプレート2組（MAB-10,
MB-00）、スマイリングレス
・ミニコウム2枚、シール
ガスケット２枚、ラピダス
マグネクリップミニ２組

価格  \46,000 \16,000

WSE-1165 ラピダス・ミニスラブ 　(2322197)　　

対応泳動プレート
100mm(W)×100mm(L) ～120mm(W)×102mm(L) 
トータル5mm厚（既製ゲル、自作ゲル仕様）～7mm厚（自作ゲル仕様）

ゲルサイズ 90mm(W)×83mm(L)×1mm(T)

同時泳動ゲル数 最大2枚 （１枚でも泳動可能）

プレート装着 くさび形プレート押え方式

プレート恒温 上下部緩衝液により両面恒温

緩衝液容量 400～650mL   

泳動槽部極性 極性自動切換機能（電源接続方向に関わらず上部:陰極、下部:陽極）

安全対策 リード線付き安全カバー

本体寸法・質量 泳動槽部：165mm(Ｗ)×99mm(D)×134mm(H)（突起物、リード線除く）　
0.9kg（泳動プレート類、リード線を除く）

標準構成品 本体（泳動槽部、プレート押え、安全カバー、リード線)、DP-5ダミープレート、取扱説明書

価格  \73,000

既製ゲル（既製ゲル使用の場合）

試 薬

電気泳動槽

ゲル作製器（ゲルを自作する場合）

EHR-　  e-PAGEL HR 
        　ｅ･パジェル HR

ゲルサイズ 90mm(W)×83mm(L)×1mm(T)

プレートサイズ 120mm(W)×102mm(L) トータル5mm厚

ウェル数 14検体（EHR-T）、18検体（EHR-R）

ゲル濃度
5～20%、10～20%グラディエント　
7.5%、10%、12.5% 、15%均一　

ポリアクリルアミドゲル（濃縮ゲル有）

使用期限 1年（製造より、冷蔵保存下）

材質 プレート：ガラス　　コウム：PP

枚数 10枚／箱

価格 \18,800

型式・品番 ゲル濃度
　分画分子量範囲
タンパク質 核酸

EHR-T7.5L      2331950
EHR-R7.5L    2332050

7.5% 40-400 
kDa

200-3000 
bp

EHR-T10L       2331955
EHR-R10L     2332055

10% 20-300 
kDa

100-2000 
bp

EHR-T12.5L   2331960
EHR-R12.5L  2332060

12.5% 10-250 
kDa

  70-1800 
bp

EHR-T15L       2331965
EHR-R15L     2332065

15%   2-200 
kDa

  50-1500 
bp

EHR-T520L     2331970
EHR-R520L    2332070

5-20%   5-400 
kDa

  30-2500 
bp

EHR-T1020L   2331975
EHR-R1020L  2332075

10-20%   2-300 
kDa

  30-2000 
bp

WSE-7310 EzGelAce (2332327)      
                  イージーゲルエース 

ゲル作製用バッファー（濃縮・分離ゲル用）
４倍濃縮　250mL（ミニゲル約100枚分）
\7,500

WSE-7065 EzRunMOPS (2332326)      
                  イージーランモップス

高性能 泳動バッファー（SDS-PAGE用）
20倍濃縮　250mL（ミニ泳動槽約10回分）
\7,500

AE-7065 EzRun (2332310)      
               イージーラン

Tris-Gly.-SDS 泳動バッファー（SDS-PAGE用）
粉末　10L分（ミニ泳動槽約20回分）
\4,800

AE-1430 EzStainAQua (2332370)      
               イージーステインアクア

酢酸・アルコールフリー CBB染色試薬
Ready-to-use　1L分（ミニゲル約20～30枚分）
\9,800
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電源装置

WSE-3200 パワーステーションⅢ(2311145)

出力
電圧：10～1000V（表示1000＝Full)(最大200W)
電流：0～500mA（表示0～)（最大200W）
電力：0～200W  （表示0～）

タイマー 1～999min、連続1minステップ  終了時アラーム

条件記憶 プリセット：23　フリー：21　チェーン：10

寸法・質量 96(W)x325(D)x195(H)mm、　2.4kg

価格  \170,000

AE-8135  マイパワーⅡ300 (2311175)

出力 電圧：1～300V 　  1Vステップ 　 (最大50W)
電流：0～400mA　1mAステップ  (最大50W)

タイマー 1～999min、連続1minステップ  終了時アラーム

寸法・質量 74(W)×170(D)×170mm(H)、　0.74kg

価格 \79,000

※既製ゲルは下記の他に
「e-PAGEL」「PAGEL」、
  高分子用・低分子用ゲル、
 ２D電気泳動用ゲルなども
 ございます。

★ アトーのこだわり ★　
✔ 重厚な安心感「厚アクリル素材」
　　厚めのアクリル素材で安定・安心　RI 遮断効果もあり

✔ 抜群の放熱効果「ガラスプレート両面恒温」
　　上部 / 下部バッファーによる両面恒温で脱スマイリング
　　下部バッファー節約仕様（片面恒温）も可能

✔ 脱ボンミス「極性自動切換え機能」
　　リード線の＋－に関わらず下部が必ず＋陽極に

✔ コーポレートカラー「濃紺」採用

✔ 試料のアプライが容易「前面オープン」
　　泳動槽正面がクリア

✔ ゲルプレートの「簡単セッティング」
　　くさび型プレート押えを差し込むだけ

✔ ゲルプレートサイズ「広く対応」
　　サイズ 100mm(W) × 100mm(L) ～ 120mm(W) × 102mm(L) 
　　厚み 5mm ～ 8mm
✔ 安心の「しっかりシールパッキン」
　　専用のシールパッキンでバッファー漏れなし

ＷＳＥ - １１６５型 ラピダス ・ ミニスラブ泳動槽

「くさび型プレート押え」
を差し込むだけの簡単な
ゲルプレートセッティング

/

AE-6500 型の永年のご愛顧に感謝申し上げます。その実績を継続しつつ次世代へ進んで行きます。


