
高分子用既製ゲル高分子用既製ゲル   
（広域分離）（広域分離）

新規架橋剤により高分子量領域の優れた分離と高い物理的強度を兼ね備え、
ブロッティング効率・保存性もUPした高性能ミニサイズ（約 9 × 8cm）既製ゲル
●500kDaの高分子領域に適応　5%、3～10％ゲル

●5～600kDa広い分画範囲　4～20％グラディエントゲル

●物理的強度アップ　低濃度ゲルでも破れにくい

●使用期限 １年 長期保存可能

●高速・短時間（30min～）泳動可能  

●高分子のブロッティングも良好 

●広い用途　SDS-PAGE、Native-PAGE、DNA PAGE 

●台形になりにくいグラディエントゲル 

●泳動バッファーはトリス-グリシン-SDSでOK 

●名古屋大学大学院工学研究科の竹岡敬和准教授と　

　　との共同研究開発製品 

Available for higher molecular  weight separation

Wide range of molecular weight separation 

Improved physical strength for easy-handling

Improved to prolong shelf life up to 12months

High-speed electrophoretic run within 30 min

High transfer efficiency of Western blotting

Available to SDS-PAGE, Native-PAGE,DNA-PAGE

Less deformed shape of Gradient-gel

Suitable electrode buffer :Tris-Gly.-SDS/Tris-Gly.

A Product of R & D Cooperation between 
Academy and Industry

u-PAGELR H
u・パジェル H

UH-T310 3~10% グラディエントゲル　泳動例

電気泳動と58年

「Ultimate PolyAcrylamide Pre-cast GEL & High Molecular Weight Maker」

「Ultimate PolyAcrylamide GEL for HMW」　
    究極の新しい既製ゲルの登場 ‼

220220 kDa kDa →→

高分子タンパク質もしっかり分離

破れにくい

500500 kDa kDa →→

高分子・広域分子量マーカー高分子・広域分子量マーカー EzStandard HMW
イージースタンダード HMW

★印レーン「EzStandard HMW」　
  高分子・広域対応の分子量マーカー新登場‼
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Precast GEL for High Molecular weight

 泳動データ

SDS-PAGE データ

UH-T420 4~20% グラディエントゲル　泳動例
通電：C.V 300V  35 分　（高速泳動）

UH-T310 3~10% グラディエントゲル　泳動例
通電：C.V 300V  40 分　（高速泳動）

UH-T5 5% 均一ゲル　泳動例
通電：C.V 300V  40 分　（高速泳動）

タンパク質のSDSポリアクリルアミドゲル電気泳動パターンです。高分子量タンパク質（分子量770,000/500,000）も確実に泳動・分離され
ます。SDS-PAGEの一般的なTris-Gly.-SDSバッファーで高速泳動が可能です。

グラディエントゲルは高分子から低分子まで、広い分子量範囲で
シャープに分離します。

2626 kDa kDa → →

ブロッティングデータ

770770 kDa kDa →→

https://www.    atto.co.jp/https://www.    atto.co.jp/

500500 kDa kDa →→

各ゲルの検量線 ( 分子量と相対移動度の関係 )

泳動バッファー：AE-1410 E
イージーラン

zRun (Tris-Gly.-SDS)

CBB 染色液：AE-1340 E
イージーステイン

zSta in A
ア ク ア

Qua

広範囲に分子量と移動度の直線性が得られます

220220 kDa kDa →→

6,56,5 kDa kDa →→

Native-PAGE データ

          
← 1,236 kDa← 1,236 kDa

          
← 20 kDa← 20 kDa

          
← 480 kDa← 480 kDa

UH-T310 3~10% グラディエントゲル　泳動例

泳動バッファーTris-Gly.によるNative（非還元・SDS無）電
気泳動例です。記載分子量はNative用マーカーの値です。

レーン１、2：マーカー  レーン 3、4：筋原線維抽出液

ゲルの CBB 染色
EzStain AQua

膜の CBB 染色
EzStain AQua MEM

抗原抗体反応（発光検出）
EzWestLumi One

 ← Titin　

　約 2,000 kDa

UH-T5 
5%ゲル

UH-T5 5%ゲルからのブロッティング例です。巨大分子タンパク質も良好に
泳動・ブロッティングされました。

PVDF 膜：WSE-4051 クリアブロット・P ＋膜
ゲル CBB 染色液：AE-1340 EzStain AQua
ブロッティング溶液：WSE-7210 EzFastBlot HMW
膜 CBB 染色液：WSE-7160 EzStain AQua MEM
HRP 発光基質：WSE-7110  EzWestLumi One
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220220 kDa kDa →→

500500 kDa kDa →→

770770 kDa kDa →→

770770 kDa kDa →→500500 kDa kDa →→

220220 kDa kDa →→

★印レーン「EzStandard HMW」分子量マーカー　

★

★

★

「EzStandard HMW」



u-PAGEL H と他社比較データ DNA 泳動デー タ

各種検出データ
電気泳動後の各種染色法において、いずれもゲル変形等無く、低いバックグランウンドで検出ができます。
左ページの泳動データはCBB染色（AE-1340 EzStain AQua）の検出結果です。その他、以下のような検出方法が適応可能です。

銀染色「AE-1360 E
イージーステイン

zSta in S
シルバー

ilver」 蛍光検出「WSE-7010 E
イ ー ジ ー ラ ベ ル フ ロ ロ ネ オ

zLabelFluoroNeo」

　対応泳動槽

電源搭載型泳動装置「PageRunAce」
WSE-1150P パジェランAce
高速仕様電源搭載(既製ゲル仕様)
最大ゲル2枚泳動可能
バッファー容量 約500mL

泳動槽　「ラピダス ミニスラブ」 シリー ズ

AE-6530P ラピダス ミニスラブ
最大ゲル2枚泳動可能(既製ゲル仕様)
バッファー容量 約500mL

WSE-1165 ラピダス ミニスラブ
最大ゲル2枚泳動可能　
バッファー容量 400~650mL

ネガティブ染色「AE-1310 E
イージーステイン

zSta in R
リ バ ー ス

evese」

DNAもシャープなバンドで高分離のデータが得られます。

泳動装置は下記以外に、アトー「パジェラン」「ラピダス ミニスラブシリーズ」など、従来品でも使用可能です。

高感度検出が可能な銀染色において、液交換
過程が多い操作でもゲルの変形が無く、バッ
クグラウンドの低いデータが得られます。
操作時間約 55 分

バンド部分が透明になりバックグラウンドが
白濁するネガティブ（リバース）染色において、
きれいなバックグラウンドのデータが得られ
ます。操作時間約約 20 分

（黒い板にゲルを載せて撮影しています）

電気泳動前の試料をラベル化し、泳動後ガラスプレートか
ら外さずに励起光を照射し検出が可能な蛍光検出法におい
て、バックグラウンドの低い高感度データが得られます。

（柔らかい低濃度ゲルをガラスプレートから外さず検出可能です）

泳動バッファー
を注ぐ

試料のアプライ

泳動時間
 　High mode　20 ～ 40min (4-20%)
　                　30 ～ 50min (5%.3-10%)

u・パジェル H（既製ゲル）とパジェランAce

泳動槽への
ゲルのセット

泳動スタート

電源部のセット
AC接続

u･パジェル H の開封

パジェラン Ace での操作例

https://www.    atto.co.jp/https://www.    atto.co.jp/

T社３～８％ゲル

u-PAGEL H は高速泳動でも他社ゲルと比較しきれいな泳動結果が得られます。
　泳動バッファー：Tris-Tricin-SDS　　　　　　　　　　Tris-Gly.-SDS
　通電：C.V 150V  約60分                                          C.V300V　約35分

ATTO 3～10%ゲル UH-T310 u-PAGELH

泳動バッファー：
　WSE-7055 EzRunTG
   (Tris-Gly.)

通電：C.C 20mA  90分

染色：WSE-7130
　EzFluoroStainDNA

検出：WSE-6300
         ルミノグラフⅢ
　      Blue LED 励起

Weｂサイトで動画配信中！

UH-T310 u-PAGEL H

　 　 
← 245 ← 245 kDakDa

35 35 kDakDa →→

イージーラン

イージーフロロステイン
1057bp →1057bp →

210bp →210bp →

495bp →495bp →

1500bp →1500bp →

2000bp →2000bp →
3000bp →3000bp →

3535 kDa kDa →→

500 500 kDakDa →→

500 500 kDakDa →→

　 　 
← 245 ← 245 kDakDa

　 　 
← 770 ← 770 kDakDa



名称  UH-T　 u-PAGEL H  　　u･パジェル H  UH-R　 u-PAGEL H  　　u･パジェル H

ゲルサイズ 90mm(W)×83mm(L)　厚み 1mm

プレートサイズ 120mm(W)×100mm(L)　　厚み（トータル）5mm　※1

検体数 14ウェル
4.2mm幅、最大アプライ量24μL

18ウェル 
2.9mm幅、最大アプライ量18μL

ゲル濃度 5%均一、  3～10%グラディエント、 4～20%グラディエント　ポリアクリルアミドゲル

型式・製品コード 
分画範囲

主な材質 ゲル：ポリアクリルアミド、　プレート：ガラス、　コウム：PP成型

保存・使用期限 5～10℃※2　　1年間（製造より、冷蔵※2 保存下）　／輸送  10℃～室温※2 

容量 10枚／箱

価格  \25,000／箱　　　　
まとめ買い　2～4箱 \22,000／箱　 5～9箱 \19,500／箱 　10箱 \18,500／箱　

既製ゲル「ATTO PAGEL  シリーズ」、試薬「ATTO Ez シリーズ」、電源装置については別途カタログ・Webサイトご参照ください

2022.４.1

Ultimate GEL

　仕様・価格

型式 コード ウェル数 
（検体数） ゲル濃度

　　　　分画範囲

タンパク質 核酸

UH-T5 2331300 14
5% 75-1000 kDa 500-5000 bp

UH-R5 2331310 18

UH-T310 2331302 14
3-10% 35-1500 kDa 200-5000 bp

UH-R310 2331312 18

UH-T420 2331304 14
4-20%  5-600 kDa   30-2500 bp

UH-R420 2331314 18

※タンパク質の分画分子量範囲は、EzRun （25mM トリス、 192mM グリシン、0.1%SDS）の泳動バッファーによる泳動です。
※ DNA の分画分子量範囲は、EzRunTG （25mM トリス、192mM グリシン）の泳動バッファーによる泳動です。
※泳動バッファーの組成が異なると移動度が変化します。

※ 1：泳動装置はアトー「パジェラン」「ラピダス　ミニスラブ」シリーズの既製ゲル（PAGEL）仕様をご使用ください。　前頁参照
※ 2：保存は 5~10℃の冷蔵を推奨します。（注意：冷気の吹き出し口や 4℃以下での保存によりゲルが凍結すると使用できなくなります。）
　　　短時間の室温輸送は品質に問題ありません。

● CBB 染色液　「AE-1340 EzStain AQua 」 
　 タンパク質検出用の CBB 染色溶液です。

一般的なPAGE後のタンパク質検
出用のCBB染色溶液です。
高感度、調製不要、酢酸・アルコ
ールを含みません。電子レンジ法
による短時間染脱色も可能です。
容量 AE-1340：1L、AE-1340L：
５L、AE-1340LL：10L

模式図（分子量マーカー分離例）

 5% 4～ 20%3～ 10%

　関連製品
パジェル イージー

型式・名称・コード WSE-7035 EzStandard HMW 　ｲｰｼﾞｰｽﾀﾝﾀﾞｰﾄﾞHMW　（2332343）

主成分 タンパク質　11種、SDS、グリセリン、BPB／buffer 
11本のバンド（770,270,220,170,140,116,97,77,66,45,29 kDa）

容量 400μL（100μL×４本／Tube）　3～5μL／ウェル 約100回分（CBB染色時）

保存・使用期限 冷凍　1年（未開封）／ 輸送　冷凍

価格 ￥28,000

各製品 Web サイトもご覧ください（資料ダウンロード可能）

既製ゲル u-PAGEL H     　試薬 EzStandard HMW
※ 泳動パターンは表紙をご覧ください

●泳動バッファー　
　「AE-1410 EzRun ( 粉末 )」「AE-1411 EzRun ( 溶液 )」
　SDS-PAGE 用の泳動バッファーです。

一般的なSDS-PAGE用の
トリス-グリシン-SDSの
泳動バッファーです。
AE-1410は10L分の粉末
で蒸留水に溶解して使用
します。AE-1411は溶液
で調製不要です。

●高分子用ブロッティング溶液
　「WSE-7210 EzFastBlot HMW 」 

セミドライ式ブロッティング用
高分子適応のブロッティング溶
液です。
200kDa以上のタンパク質も高速
（30分）ブロッティングが可能
です。メタノール、界面活性剤
フリーです。


