
ゲル撮影装置

Printgraph



■ラインナップ

GEL DOCUMENTATION SYSTEM
"PRINTGRAPH"

コード No. 型式 名称 価格

2006066 AE-6932GXES プリントグラフ \900,000

2006067 AE-6932GXES-U プリントグラフ \1,000,000

2006068 AE-6932GXES-S プリントグラフ \1,100,000

2006069 AE-6932GXES-US プリントグラフ \1,200,000

コード No. 型式 名称 価格

2006090 AE-6933FXES プリントグラフ \1,250,000

2006091 AE-6933FXES-U プリントグラフ \1,400,000

2006093 AE-6933FXES-S プリントグラフ \1,450,000

2006094 AE-6933FXES-US プリントグラフ \1,600,000

■構成
AE-6932GXES AE-6933FXES

製品名
( 商品コード )

遮光キャビネット GX 型 / モノクロ CCD カメラ付
(2005020)

遮光キャビネット FX 型 (2007040)
モノクロ CCD カメラ (2007030)

AE-9020　E-shot Ⅱ (2009051)

液晶モノクロビデオモニター (2150101)

UP-X898MD ハイブリッドグラフィックプリンタ (2140202)

フィルター GA セット (2005055) フィルター FA Ⅱセット (2130730)

ゲルトレイ M(2195930) ゲルトレイ L(2195910)

OPTION フラットビュア (2196160)

テーブルタップセット (2190950)

-U WUV-M20 小型卓上照射装置 (3532197) DTB-20MP 卓上照射装置 (3533011)

-S CS Analyzer4 Windows 版 (2110030)

-US
WUV-M20 小型卓上照射装置 (3532197)
CS Analyzer4 Windows 版 (2110030)

DTB-20MP 卓上照射装置 (3533011)
CS Analyzer4 Windows 版 (2110030)



■プリントグラフ用遮光キャビネット
高感度 CCD カメラ内蔵の遮光キャビネットです

「FX 型」と「GX 型」の 2 機種があります。

■紫外線照射装置
エチジウムブロマイドや EzFluoroStainDNA
などの蛍光染色ゲル撮影時に使用します。

■液晶モノクロビデオモニター
撮影中の画像表示が可能です。

■カメラコントローラー
CCD カメラのコントローラーです
USB 接続で PC からの操作も可能です。

■ハイブリッドグラフィックプリンタ
撮影した画像を約 2 秒します。
高品位なプリント像で 1 枚あたりのコ
ストを 14 円程度に抑えました。AE-6932GXES-U

寸法 (mm) 質量 (kg) 電源 消費電力 (VA)

遮光キャビネット GX 型 (CCD カメラ内蔵 ) 340(W) × 280(D) × 500(H) 8.5 AC100V ± 10V 50/60Hz 0.5

遮光キャビネット FX 型 (CCD カメラ内蔵 ) 470(W) × 335(D) × 635(H) 13.3 AC100V ± 10V 50/60Hz 5

AE-9020 E-shot Ⅱ 154(W) × 154(D) × 50(H) 0.9 AC100V ± 10V 50/60Hz 6

液晶モノクロビデオモニター 220(W) × 150(D) × 210(H) 1.1 AC100V ± 10V 50/60Hz 7

ハイブリッドグラフィックプリンタ 154(W) × 240(D) × 88(H) 2.5 AC100V ± 10V 50/60Hz 150

WUV-M20 小型卓上照射装置 350(W) × 275(D) × 95(H) 8.0 AC110V 50/60Hz 50

DTB-20MP 卓上照射装置 470(W) × 332(D) × 107(H) 8.2 AC100V ± 10V 50/60Hz 90

AE-6932GXES-U システム全体 560(W) × 280(D) × 595(H) 21.0 AC100V ± 10V 50/60Hz 213.5

AE-6933FXES-U システム全体 690(W) × 350(D) × 742(H) 26.0 AC100V ± 10V 50/60Hz 258

＊設置にはシステム全体寸法の幅・奥行き・高さ　それぞれ 100mm 程必要です。

■撮影可能なサンプル
■蛍光染色サンプルの撮影
電気泳動後のゲル中のタンパク質や核酸を蛍光色素で染色し、
プリントグラフで蛍光撮影可能です。

■色素染色サンプルの撮影
フラットビュア ( 白色透過光源）を使って
銀染色ゲルや CBB 染色ゲル、X 線フィルムなどの撮影が可能です。

核酸 (DNA/RNA) の蛍光染色色素
・エチジウムブロマイド (EtBr)
・EzFluoroStainDNA　　etc.
タンパク質の蛍光染色色素
・EzLabelFluoroNeo
・SYPRO Ruby　etc.

銀染色 (EzStain Silver) etc.
クマシーブリリアントブルー染色 (EzStain Aqua) etc.

蛍光染色ゲル

銀染色ゲル



AE-6932/6933 PRINTGRAPH SYSTEM
SPECIFICATION

■ 2 種類の遮光キャビネット
プリントグラフには 2 種類の遮光キャビネットがあります。キャビネットの種類によって、撮影可能なサンプル、取り込みサイズなどが
異なります。切り出しを重視する場合は FX 型がお薦めです、またオプションで落射 UV 装置を追加することもできます。GX 型はゲル撮
影から切り出しまでオールラウンドに使えるスタンダードなキャビネットです。

FX 型キャビネット 切り出し優先・庫内が広いキャビネット

GX 型キャビネット 省スペース・高機能キャビネット

スライド式カメラスタンド

大きな切り出し用窓

撮影フィルターの脱着が
容易なフィルターホルダー

オプションで落射 UV ユニットも増設できます。
(Code No.2195402 FX Ⅱ用落射 UV オプションキット \200,000)

カメラを外せば、撮影フィルター越しに
ゲルの観察・切り出しが可能

使いやすい小型のぞき窓

場所を取らない観音開きドア

FX 型 GX 型

使用可能な光源 ( 一部オプション）
庫内照明
透過型 UV
落射 UV( オプション）
白色透過光源

庫内照明
透過型 UV
白色透過光源 ( オプション）

最大撮影サイズ 320(W) × 240(D) mm 220(W) × 165(D) mm
扉の開口部 400(W) × 165(D) mm 300(W) × 160(D) mm
のぞき窓からゲルまでの距離 約 250mm 約 300mm
キャビネットサイズ 470(W) × 335(D) × 635(H) mm 340(W) × 280(D) × 500(H) mm



■カメラコントローラー
プリントグラフのカメラコントロールは「AE-9020 E-shot Ⅱ」でおこないます。E-shot Ⅱは単独で使用できるだけでなく、PC に接続
して使用することも可能です。

→

■スタンドアローンでの利用

■ PC 接続での利用

USB メモリスロット

SAVE ボタン：
撮影画像を USB メモリまたは
WindowsPC へ保存します。

FREEZE ボタン：
撮影画像を固定します。

Expose Time：
シャータースピードを制御します。
1/30 秒 ~4 秒まで可変可能。

14bit/16bit データは PC にライブ表示中に
オートコントラストが可能

●前方つまみでシャッタースピードを 1/30 秒 ~4 秒まで可変
● FREEZE ボタンを押して画像を固定→紫外線照射装置
● SAVE ボタンを押すと、USB メモリにデジタルデータ (8bitTIFF 形式）で保存
●電源 ON-OFF インジゲータ ( 緑 )、FREEZE インジゲータ ( 赤 )、USB メモリインジゲータ ( 緑 / 赤 ) で状態表示
● VIDEO 出力端子はモニターやビデオプリンタの接続が可能

スタンドアローン USB にて WindowsPC に接続

● E-shot Ⅱと WindowsPC を USB ケーブルで接続し、画像データを高速転送
●撮影画像のライブイメージをリアルタイムに PC 画面表示可能
● 14bit/16bit データはオートコントラスト表示が可能
● 8~16bit デジタルデータで撮影画像を保存可能
● E-shot Ⅱ本体または PC ソフトウエア上で FREEZE 操作が可能



AE-6932/6933 PRINTGRAPH SYSTEM
SPECIFICATION

■蛍光の原理
EtBr に代表される核酸の蛍光染色では、紫外線照射により核酸に結合した蛍光色素
が励起され、蛍光を発します。

EtBr などの蛍光色素は核酸に特異的に結合し、その結合量は核酸の分子量、濃度に
依存しています。つまり、分子量が大きく、量が多いバンドはより強く光り、反対
に分子量が小さく、量が少ないバンドは蛍光が弱くなります。

（蛍光検出の基本概念）

■励起光源
蛍光色素を励起させる最適な光の波長は色素によって異なります。

「紫外線照射装置シリーズ」は比較的広範な種類に対応します。
EtBr、EzFluoroStainDNA などでは 250~310nm の紫外線を使用し検出します。

「WSE-5600 CyanoView」は可視 LED を使った安全性の高い励起光源です。
これらの蛍光は、プリントグラフで撮影可能で、遮光キャビネットののぞき窓から
目視することも可能です。

蛍光の原理

WUV-M20 紫外線照射装置■検出感度と紫外線の波長との関係
紫外線照射装置を用いる場合、EtBr、EzFluoroStainDNA などの蛍光色素では
254nm の短波長が最も検出感度が高くなります。

■撮影用フィルター
プリントグラフで蛍光撮影する場合、使用する蛍光色素に適したフィルターを
選択する必要があります。プリントグラフにはYA-3フィルターとOYフィルター
を標準で付属しています。

■検出感度と紫外線の波長との関係
紫外線照射を続けると核酸が分解され、蛍光が徐々に弱
くなり、最終的にバンドが消失します。DNA 量が 1ng 以
下の低濃度のバンドは波長 254nm の紫外線照射を 1 分
程度続けることで消失することがあります。紫外線照射
時間を最小限に抑えるためにプリントグラフにはフリーズ
(FREEZE）機能が搭載されています。

EtBr 用 EzFluoroStainDNA 用

→

紫外線照射

■紫外線照射によるバンドの消失防止「フリーズ機能」
プリントグラフにはフリーズ (FREEZE) 機能があります。露出時間
など条件が決まったら、FREEZE ボタンを押し ( 画像を固定）照射
を止めます。これで紫外線の照射時間を最小限に抑えることができ
ます。



　 AE-6933FXES-U プリントグラフ AE-6932GXES-U プリントグラフ

カメラ 38 万画素 モノクロ CCD カメラ

レンズ F1.0 高感度 6 倍ズームレンズ F1.0 6 倍ズームレンズ

画角 60 × 45 ～ 320 × 240mm 40 × 30 ～ 215 × 165mm

撮影制御
E-Shot Ⅱカメラコントローラ（シャッタースピード・保存）

USB 経由で PC 接続可能
画像保存は USB メモリまたは、PC のハードディスク

保存形式 USB メモリ：8bit TIFF
PC：14bit CCD/16bit TIFF/8bit TIFF/JEPG/BMP

対応 OS Windows 10(64/32bit) /Windows 8.1/8(64/32bit) / Windows 7(64/32bit) （制御：ImageSaver6）

寸法・質量 690mm(W) × 350mm(D) × 742mm(H)・26kg 560mm(W) × 280mm(D) × 595mm(H)・21kg 

電源 AC100V ± 10V　50/60Hz　258VA AC100V ± 10V　50/60Hz　213.5VA

構成

プリントグラフ本体（カメラ・レンズ内蔵）、E-Shot Ⅱカ
メラコントローラ、液晶モニター、ビデオプリンタ、紫外
線照射装置、フラットビュア ( 白色透過光源）、蛍光フィ
ルター、USB ケーブル、AC ケーブル、AC アダプター、
ImageSaver6 ソフトウエア、取扱説明書

プリントグラフ本体（カメラ・レンズ内蔵）、E-Shot Ⅱカ
メラコントローラ、液晶モニター、ビデオプリンタ、紫外
線照射装置、蛍光フィルター、USB ケーブル、AC ケーブル、
AC アダプター、ImageSaver6 ソフトウエア、
取扱説明書

■仕様

■オプション品・消耗品

WSE-5600 CyanoView

● ピーク波長 505nm シアン LED 光源
● 透過型光源
● 撮影装置の庫内で使用可能
● EtBr のほか、各種蛍光検出試薬に対応

UV 312nmCyanoView

DNAのアガロース電気泳動ゲルをEtBr(エチジウムブロマイド)染色を用い、紫
外線照射装置(312nm)とWSE-5600 CyanoViewで検出した結果、CyanoView
はUVと同等の検出パターンを得られました。

←励起光→

UV検出と同等！

しかも安全!!

「CyanoView」と紫外線照射装置の検出感度比較

コード No. 型式・名称 数量 価格

2008150 WSE-5600 CyanoView 本体レールあり 1 台 \200,000

2008155 CyanoView 用電源 BOX（12V/2A) 1 個 \10,000

2006122 切り出し用オレンジカバー 1 枚 \15,000

■ LED 光源を利用した安全な蛍光撮影に



AE-6932/6933 PRINTGRAPH SYSTEM
OPTION

■オプション品・消耗品

＊１

コード No. 型式・名称 数量 価格

2196160 フラットビュア (FLAT-VFLAT-Viewer) 1 台 \78,000

2196161 フラットビュア用 AC アダプタ 1 個 \7,000

2130432 ND-13 フィルター 50mm 角型  1 枚 \15,000

■ CBB 染色ゲルや銀染色ゲルなど色素染色ゲルの撮影に

＊１

＊２

＊１　AE-6933FXES では標準品です
＊ 2　AE-6933FXES ではキャビネット内の電源に接続可能なので必要ありません

コード No. 型式・名称 数量 価格

2195402 FX Ⅱ用落射 UV オプションキット  1 式 \200,000

■ TLC プレートの蛍光撮影に

コード No. 型式・名称 数量 価格

2140913 UPP-110HG プリンタ用紙 10 巻  1 組 \28,000

■プリンタ用紙

コード No. 型式・名称 数量 価格

2195910 ゲルトレイ L（300 × 250mm） 1 枚 \15,000

2195930 ゲルトレイ M（192 × 215mm） 1 枚 \15,000

2195931 ゲルトレイ S（194 × 164mm）  1 枚 \15,000

■撮影用ゲルトレイ　色素が沈着したり、傷ついた場合の交換用に

< フラットビュア >
白色透過光源、GX 型には AC アダプタを接続して使用

コード No. 型式・名称 数量 価格

2130414 YA-3 フィルター 50mm 角型 1 枚 \15,000

2130419 OY フィルター 50mm 角型 1 枚 \15,000

■撮影用フィルター　破損・紛失などの場合に


