
ウェスタンブロットイメージングシステム

※実機原寸大

■東日本 〒162-0805東京都新宿区矢来町113番地
 TEL（03）3235-0673　FAX（03）3235-0669
■西日本 〒532-0005大阪市淀川区三国本町2丁目12番4号
 TEL（06）6396-6616　FAX（06）6396-6644    

（販売店）

※  会社名および商品名は、各会社の商標または登録商標です。
● 本価格表記載の規格・仕様は、予告なく変更する場合がありますので御諒承下さい。

※ 本製品は、研究目的以外には使用できません。
 ヒト、動物への医療、臨床診断などには使用しないようご注意ください。

e-mail ;  technosales@technosaurus.co.jp
URL ;    http://www.mstechno.co.jp/

試薬試薬

仕様仕様関連製品 関連製品

ケミルミネッセンス基質
926-80200  
WesternSure™ ECL Chemiluminescent Substrate, 
100mL Kit
　内容量の目安 ：1,000cm2   
　感　度 ：フェムト中域/発光持続時間・20分

926-95000 
WesternSure™ PREMIUM Chemiluminescent Substrate, 
100mL Kit
　内容量の目安 ：1,000cm2   
　感　度 ：フェムト中域/発光持続時間・60分

■カタログ番号
　●3600-00　
■読み取り面サイズ
　●10.0cm×8.5cm
■解像度
　●196μm×196μm
■動作環境
　●15℃～30℃、結露点が25℃を超えないこと
　●100－240VAC, 50-60Hz, 最大１A
■検出
　●低ノイズCCD
■撮影時間
　●約6分（Standard）、12分（High)
■画像フォーマーット
　●16bit floating point tiff
■寸法・重量
　●7.3（H）×22.23（W）×27.94（L) cm、2.18 kg
■ソフトウェア
　●Image Studio for C-DiGit
　●対応OS　Windows, Macintosh 

ODYSSEY® CLx  Imaging
System
近赤外蛍光検出専用スキャナーシス
テムです。
高解像度が必要とされる蛍光免疫染
色などにもお使いいただけます。
4,000以上の文献数を誇り、世界で信
頼される近赤外蛍光専用機です。

ODYSSEY
®
 Fc Imaging

System
メンブレンやゲルの撮影に特化した
CCDカメラタイプのイメージングシステ
ムです。
近赤外蛍光の検出はもちろん、化学発
光検出のチャンネルを標準に備えてお
り、汎用性に優れています。他社製品
に類をみないウェスタンブロットイメー
ジャーです。

HRP標識2次抗体
本製品はケミルミウェスタン用の2次抗体としてお使いいただけますが、
特にC-DiGitとODYSSEY Fcに最適化されております。

926-80010 WesternSure™ Goat anti-Mouse HRP, 1.0 mL

926-80011 WesternSure™ Goat anti-Rabbit  HRP, 1.0 mL

化学発光ペン
926-91000　WesternSure™ Pen
化学発光基質に反応し光るペンです。
メンブレン上のサイズマーカーとしてお使いいただけます。
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超軽量、コンパクト
 新時代のケミルミイメージャー

Blot scanner
LI-CORのC-DiGitケミルミブロットスキャナーは検出感度、使いやすさ、そして価格の面において
究極のバランスを備えたイメージャーです。皆さんの抱えるウェスタンブロット検出の悩みを解消します。

ウェスタンブロット検出の悩み

C-DiGitがこのような悩みを解消します

●感度を良くしたい
●作業を簡素化したい
●定量性の良いデータを取りたい
●プロトコルの最適化に時間がかかる
●暗室、共通機器室まで行くのは煩わしい
●解析ソフトが使いづらい

■暗室、現像機、現像液、フィルムが不要
■撮影後すぐにデジタルイメージとして保存
■露光しすぎる失敗がない

■立ち上がりが早い
■フリーダウンロード版の解析ソフトあり
■価格が既存のイメージャーの1/2～1/5

■個人の実験スペースで解析完了
■ダイナミックレンジが広く、撮影の失敗がほとんどない

フィルム検出と比較したメリット CCDカメライメージャーと比較したメリット

共通するメリット

使いやすさを追求したソフトウェア使いやすさを追求したソフトウェア

スキャン方式の利点スキャン方式の利点

ダイナミックレンジ＋画像調整機能であらゆる露光時間を再現ダイナミックレンジ＋画像調整機能であらゆる露光時間を再現

データデータ

優れた定量性優れた定量性

Image Studio for C-DiGit
Image Studioで本体の制御、画像調整、解析まで行うことが可能です。
フリーダウンロード版の解析ソフトをご用意しておりますので、個人の
PCでお使いいただけます。
また、他のイメージャーで撮影した画像の解析も可能です。
Windows、Macintosh対応。

化学発光は使用する基質によって感度が大きく変わります。
感度を最大限に引き出すためには、適切な検出基質をご選択ください。
高感度基質を使った検出の際には、従来のイメージングシステムや
X線フィルム検出の場合、シビアな露光時間の調節が必須でしたが、
C-DiGitでは不要です。簡単、快適に高感度検出を行うことが可能です。

A. HRP標識抗体を2倍の段階希釈したものを
ドットブロット検出している。SuperSignal® 
West Femtoを基質として使用。

B. 二次抗体量とシグナル強度をブロットした。
 優れた直線性を示している。

Image Studio for C-DiGitの撮影メニュー

基質による検出感度の違いの目安

発光源の近くで検出することで検出効率が高くなります。 ➡ 検出強度は距離の二乗に反比例する。

メンブレン

A. B.

CCDカメラタイプイメージャー
発光源と検出部の距離は遠い

フィルム検出
発光源と検出部の距離は近い

C-DiGit検出
発光源と検出部の距離は近い

メンブレン

B.B

タウタンパク質の希釈系列のウェスタンブロット検出
タンパク質量は左から100ng～0.78ng 
左図はAMRESCO社VisiGlo, 右図はVisiGlo Select 
コントラスト等パラメーターは同じ
お客様のデータより

Image Studio for C-DiGitの画像調整機能

とんどない
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