
WSE-7422 EzSubcell Fraction
動物細胞から核・ミトコンドリア・
細胞質を分画

☻ 核とミトコンドリアを分画

WSE-7420 EzRIPA Lysis kit
動物細胞および組織から全タンパク質を
抽出するための RIPA 可溶化バッファー

☻ 一万円をきって新発売

WSE-7421 EzSubcell Extract
動物細胞から細胞質・膜・核・不溶
性タンパク質を分離して抽出

☻ 超遠心は不要です

WSE-7430 EzPBS(-)
リン酸緩衝生理食塩溶液（滅菌済）

☻ PBS buffer もご用意

実験コストダウンをアトーの高性能・高品質試薬で！



細胞内のタンパク質には細胞質や核、ミトコンドリア
などある特定の領域に局在するものがあります。これ
らのタンパク質は、刺激に対する応答や細胞周期など
の影響を受けて局在が変化し、さらに活性化／不活性
化したり、機能が変化する場合などもあります。この
ようなタンパク質の局在や輸送を調べることは、タン
パク質の機能を知る上で重要な情報の一つとなってい
ます。

例えば・・・タンパク質の局在と輸送の解析ができます

細胞質 核 膜

細胞質 核 膜

例えば・・・オルガネラを分離するとターゲットが見つかりやすくなります

例えば・・・クロマチン免疫沈降（ChIP）アッセイなどの核タンパク質
の調整が簡単です

                      

WSE-7420 EzRIPA Lysis kit       
細胞の全タンパク質の抽出液です。
プロテアーゼインヒビターとホス
ファターゼインヒビターが添付さ
れています。

アプローチを変えて、誰よりも早く、新しい発見に
到達できるよう、私たちアトーは研究者をサポート
しています。

二次元電気泳動で見えにくかったスポットがオルガネラを分離する＝試
料をセレクトすることでターゲットが見つかりやすくなります

細胞質

核

ターゲットタンパク質がWBの結果により
細胞質から核へ移動しているのがわかります

Introduction

核 核タンパク質

タンパク質の局在・輸送、創薬ターゲットの探索、ストレス応答、エピジェネティクス解析、
シグナルパスウェイ解析、などの研究に

 動物 ( 培養 )細胞および組織から分画・抽出
アプローチを変えて新しい発見へ！

一方で、細胞全体には非常に多くのタンパク質が存在
するため、ターゲットタンパク質の同定や単離・精製
が難しい場合があります。このような場合、細胞を細
胞小器官ごとに分けて解析することで、タンパク質の
種類が少なくなり、バックグラウンドの影響も受けに
くくなるため、ターゲットタンパク質の同定・機能解
析をより簡単に行うことができます。

                            

WSE-7421 EzSubcell Extract  
細胞小器官（細胞質・膜分画・核・
不溶性タンパク質）を抽出する試
薬です。混ぜて遠心するだけで各細
胞小器官の抽出液が調整できます。

                            

WSE-7422 EzSubcell Fraction
細胞小器官（ミトコンドリア・核・
細胞質）を分画する試薬です。各細
胞小器官は膜を傷つけることなく調
整できます。

これら 3種類の動物細胞の可溶化試薬を実験の目的によって使い分けていただくことで、より簡単に、再現性良く、
精度の高いデータを得ることが可能になります。

DNA

免沈へ・・・

                           

WSE-7430 EzPBS(-)
細胞実験用の滅菌済緩衝液です。
Ca++、Mg++ を含まないリン酸
緩衝生理食塩溶液です。



WSE-7420 EzRIPA Lysis kit

動物細胞および組織から全タンパク質を抽出するためのRIPA 可溶化バッファーです。

✔　電気泳動・免疫沈降・ELISA・酵素活性実験等のサンプル調整に
✔　プロテアーゼインヒビターとホスファターゼインヒビターが添付
✔　アミノ基、リン酸基のないHEPESバッファーのためにラベル（標識）
　　実験にも使用可能
✔　１時間以内で操作終了
✔　１回約￥90 の低コスト

動物培養細胞および組織からの
全タンパク質抽出溶液キット

WSE-7420 EzRIPA Lysis kit  （イージーリパ ライシス キット）

※ IGEPAL® CA630　はNonidetP‒40 と同等品。Rhone‒Poulenc AG Co. の商標登録です。

仕様など

データ例
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実験例１

EzRIPA Lysis kit により調整した細胞抽出液の IP/WB

EzRIPA Lysis kit により抽出したHela 細胞抽
出液を COX IV 抗体により免疫沈降（IP）し、
さらにウェスタンブロッティング（WB）に
より同抗体を使用して COX IV を検出した。
レーン 1は全細胞抽出液、レーン 2は COX 
IV 抗体により免疫沈降したサンプル、レーン
3は LSD １抗体により免疫沈降したサンプル
である。
＊は免疫沈降で使用した抗体由来のバンドを
示している。

動物（培養）細胞

回収して遠心

氷上で 15分間インキュベーション

Inhibitorを加えた RIPA Lysis buff er を添加

沈殿　     上 清
（抽出タンパク質）

 WSE-7420 EzRIPA Lysis kit  (2332336)

キ ッ ト 内 容

① EzRIPA Lysis buff er: 100mL
　　20mMHEPES(pH7.5)、 1%IGEPAL® CA630、0.1%SDS、
　　0.5% デオキシコール酸ナトリウム、150mM 塩化ナトリウム
② Protease inhibitor (100x): 1mL
　　アプロチニン、ペプスタチン A、ロイペプチン
③ Phosphatase inhibitor (100x): 1mL
　　フッ化ナトリウム、βグリセロリン酸ナトリウム、
　　活性型オルトバナジン酸 (V) ナトリウム

容 量 100 サンプル分

サ ンプ ル 容量
1 サンプル :∼ ２× 10 7 細胞 ( φ 10cmディッシュコンフルエント )
　　　　　 50 ～ 100mg

保 存 冷蔵、インヒビターは ‒20℃（輸送時冷蔵可）、　１年間

価 格 9000 円

操作概要
組織

ホモジェナイズ



WSE-7421 EzSubcell Extract

動物細胞から細胞質・膜・核・不溶性タンパク質を分離して抽出するための試薬キットです。

W. 全タンパク質 １．細胞質分画

２．膜分画

３．核分画

４．不溶性分画
(主に細胞骨格）

✔　タンパク質の局在と輸送・装薬ターゲットの探索・ストレス応答・エピジェネティクス解析などに
✔　電気泳動・免疫沈降・ELISA・クロマチン免沈・酵素活性実験等のサンプル調整
✔　１～４の抽出液を順番に混ぜて遠心するだけの簡単操作
✔　必要な装置はマイクロチューブ用の冷却遠心機（∼10,000×g)だけ
✔　全分画の抽出操作は 3時間以内で終了
✔　動物組織から回収した細胞や凍結保存した細胞からも分離OK

動物細胞＊

抽出液３を添加

氷上で 30分間インキュベーション

抽出液２を添加

氷上で 10分間インキュベーション

抽出液１を添加

氷上で 60分間インキュベーション

抽出液４に溶解
4．不溶性タンパク質（細胞骨格等）

上清　1．細胞質分画

上清　2．膜分画

上清　3．核分画

WSE-7421 EzSubcell Extract (2332337)

キ ッ ト 内 容

① Extraction buff er 1: 50 mL     
② Extraction buff er 2: 50 mL
③ Extraction buff er 3: 25 mL         
④ Extraction buff er 4: 25 mL
⑤ Protease inhibitor(100X): 1.25 mL        
⑥ DNase I: 0.25mL

容 量 50 サンプル分

サンプル容量
1 サンプル :∼ ２× 10 7 細胞
                ( φ 10cmディッシュコンフルエント*)
　　　　　 50 ～ 100mg

保 存 ①～③冷蔵、④室温、⑤⑥ ‒20℃　　１年間
輸送時冷蔵可

価 格 38000 円

仕様など

動物細胞からの
オルガネラ分画・抽出キット

WSE-7421 EzSubcell Extract  （イージーサブセル エキストラクト）

操作概要

※細胞の種類・培地・環境などによって細胞数は異なります

＊組織（50 ～ 100mg）は、ハサミ等で細断後トリプシン
処理などにより細胞に分散したものを使用します。植物はプ
ロトプラストであれば可能です。



0.00

0.10

0.20

0.30

0.40

0.50

0.60

0.70

SW480 細胞から抽出した各分画を、ウェスタンブロッティングにより解
析した結果を示した。それぞれの分画に特異的なマーカータンパク質の発
現が確認された。
このように EzSubcell Extract は他のオルガネラタンパク質が混入すること
なく分離・抽出することができる。

実験例１

オルガネラマーカータンパク質の発現

ミトコンドリア
Cytochrome b

細胞質
GAPDH

核
Lamin A/C

実験例２

オルガネラ分画の酵素活性の確認

HeLa 細胞から抽出した各分画のクエン酸合成酵素活性を計測した結果を
示した。クエン酸合成酵素はミトコンドリアに局在するタンパク質である。
2の膜分画特異的に酵素活性が確認された。活性を保持したまま抽出可能
なことを示している。

㊟　酵素によっては失活するものもあります。

実験例３

抽出液２で処理した遠心沈渣（核）のトリパンブルー染色像

Extraction buff er ２で処理した後の遠心沈渣をトリパンブルー染色して観察した結果である。核の形状に異常がなく、核膜が保持
された状態で単離されていることが判る。この単離核はクロマチン免沈用のタンパク質の調整や、DNA の抽出等に使用できる。

表１

各抽出液のタンパク質濃度

EzSubcell Extractにより、コンフルエントになった１枚の培養ディッシュ（φ10cm、細胞数は 1∼2×107個）から各細胞株のオ

ルガネラ抽出液を調整した。Whole cell の抽出液は EzRIPA Lysis kit により、同様にコンフルエントの培養ディッシュ１枚から調整
した。タンパク質濃度は BCA法により定量した。

データ例

HeLa細胞の単離核 HEK293細胞の単離核 Jurkat 細胞（浮遊）の単離核



　細胞質分画
（その他のオルガネラを含む）

核分画 ミトコンドリア分画WSE-7422 EzSubcell Fraction

動物細胞から核・ミトコンドリア・細胞質を分画するための試薬キットです。

✔　タンパク質の局在と輸送・装薬ターゲットの探索・ストレス応答・エピジェネティクス解析などに
✔　電気泳動・免疫沈降・ELISA・クロマチン免沈・酵素活性・生理活性実験等のサンプル調整
✔　再現性＆精製度の良いオルガネラ分画の簡単調整
✔　必要な装置はマイクロチューブ用の冷却遠心機（∼10,000×g)だけ
✔　全分画の分画操作は約２時間で終了
✔　界面活性剤の使用・不使用が選択可能

動物細胞

分画用溶液２を添加

氷上で 10分間インキュベーション

分画用溶液１を添加

上清核

ピペッティング /ホモジェナイズ

細胞質ミトコンドリア

動物培養細胞からの
核＆ミトコンドリア分画単離キット

WSE-7422 EzSubcell Fraction  （イージーサブセル フラクション）

仕様など

WSE-7422 EzSubcell Fraction (2332338)

キ ッ ト 内 容

① Fraction buff er 1: 50 mL　　　　　 
② Fraction buff er 2: 50 mL
③ RIPA Lysis buff er: 20 mL 　　　　　
④ Detergent mix (50x): 1 mL 
⑤ Protease inhibitor (100x): 0.7 mL

容 量 50 サンプル分

サンプル容量 1 サンプル :∼ ２× 10 7 細胞
　　　　　　　( φ 10cmディッシュコンフルエント *)

保 存 冷蔵、④⑤は ‒20℃（輸送冷蔵可）、　　１年間

価 格 38000 円

操作概要

※細胞の種類・培地・環境などによって細胞数は異なります



界面活性剤不使用 界面活性剤使用

核

ミトコンドリア

実験例１

核とミトコンドリアのトリパンブルー染色像

HeLa 細胞から単離した核とミトコンドリアのトリパン
ブルー染色結果を示した。界面活性剤の使用・不使用に
関わらず、核とミトコンドリアが精製度よく形状を保持
した状態で単離されている様子が観察できる。

実験例２

オルガネラマーカータンパク質の発現

細胞質
GAPDH

ミトコンドリア
Cytochrome b

核
LSD1

ミトコン
ドリア核 細胞質

界面活性剤不使用 界面活性剤使用
ミトコン
ドリア核 細胞質

HeLa 細胞から抽出した各分画を、ウェスタンブロッティ
ングにより解析した結果を示した。他オルガネラの若干
の混入が認められたが、界面活性剤の使用・不使用に関
わらず、それぞれの分画に特異的なマーカータンパク質
の発現が確認された。

表１

各抽出液のタンパク質濃度

EzSubcell Fraction によりコンフルエントになった培養ディッシュ（φ10cm）１枚から各細胞株のオルガネラ分画を調整し

た。細胞数は 1∼2 × 107個であった。分画後のオルガネラとWhole cell の抽出液（コンフルエントの培養ディッシュ１枚分）は
EzRIPA Lysis kit により調整した。タンパク質濃度は BCA法により定量した。

実験例３

様々な細胞からのオルガネラ分画

EzSubcell Fraction により様々な細胞株から、各オルガネラ分画を界面活性剤を添加した条件で分画し、トリパンブルー染色して
観察した結果である。細胞の接着性に関わらず、浮遊細胞でも同様にオルガネラの形状を保持したまま分画できることを示して
いる。また他オルガネラ分画のコンタミがほとんどないことが分かる。

SW480 細胞HEK293細胞 Jurkat 細胞（浮遊）

上段：単離した核分画
下段：単離したミトコンドリア分画

データ例

界面活性剤は実験の用途により使い分けます。界面活性剤を使用すると細胞が均一壊れやすく、再現性よく分画できます。
分画したものを生理活性、膜電位実験などに使用する場合には、界面活性剤を使用しない方法で回収してください。



      
　  WEB 登録で Festa にご参加ください！　優待特価（対象製品）やプレゼント（抽選）などご用意しています。
　ATTO ホームページから是非ご登録ください。　

関連製品 　　実験コストダウンを高性能・高品質試薬で！

電気泳動、ブロッティング関連の試薬をいろいろ取り揃えています

   ATTO Ez シリーズ
　例．電気泳動（SDS‒PAGE）用バッファー「EzRun」、分子量マーカー「EzStandard」、

　　　CBB 染色液「EzStainAQua」、ウエスタンブロッティング用溶液「EzFastBlot」、

　　　ブロッキング溶液「EzBlock シリーズ」、発光基質「EzWestLumiplus」、

　　　リプロービング溶液「EzReprobe」　など

各製品の詳細はアトーまでお問い合わせください。

2013.4.1

ウエスタンブロッティングなどに使用するTBSバッファー＆ Tween です。

WSE-7430 EzPBS(-)

細胞調製などに使用する一般的な PBS バッファーです。

✔　細胞を扱う実験、ELISA・免疫組織染色・ウエスタンブロッティング等に　

✔　滅菌済、DNase Free

✔　カルシウム、マグネシウムを含みません

✔　10 倍濃縮溶液　希釈時に Tween や EDTA 等を加えて調製可能　

☻ 安価に新発売

細胞を扱う実験に
PBS(‒) リン酸緩衝生理食塩水

WSE-7430 EzPBS(-) （イージーピービーエス）

WSE-7230 EzTBS
✔　ウエスタンブロッティングの膜洗浄に　

✔　滅菌済、DNase Free

✔　ELISA、免疫組織染色などの実験に　　Tween を含んでいません

☻ 5000 円でリニューアル発売(イージ－ティービーエス)

WSE-7235 EzTween
✔　ウエスタンブロッティングの膜洗浄に　　

✔　10%溶液なのでピペッティングなど液量精度・操作性向上

(イージ－トゥイーン)

※「AE‒1480 EzWash」のリニューアル品です

☻ 使いやすく低価格で新発売

WSE-7230 EzTBS(2332625)

内容 ×10TBS　　１L
終濃度（25mMﾄﾘｽ‒塩酸 pH7.5  150mMNaCl）

価格 5000円

WSE-7235 EzTween(2332626)

内容 10％Tween20溶液　　100mL

価格 2600円

ATTO 50th Anniversary Festa 開催

WSE-7430 EzTBS(2332380)

内容 ×10PBS(‒)　pH7.4　１L　
終濃度（1.76mMKH2PO4、10mMNa2HPO4･12H2O、  
              2.7mMKCl 137mMNaCl）

価格 5000円


