
1. 本製品を安全にご利用いただく為の注意事項 

本製品を安全にお使いいただくために、まず本取扱説明書を

よくお読みください。本取扱説明書の内容を十分に理解され

るまで、操作はお控えください。また本取扱説明書は、本製

品を指定の目的に使用する方法のみ記載しております。本取

扱説明書に記載されていない目的・方法でのご使用はお控え

ください。万が一、本取扱説明書に記載されていない目的、

方法でご使用の場合、必要な安全対策及び不測の事態は全て

操作なさる方の責任となります。また、同時に使用する装置

の取扱説明書も熟読しご理解ください。 

 

2. 使用目的 

本製品はセミドライ式のブロッティング方法で、電気泳動後の

ゲルからタンパク質を膜に転写するためのトランスファー

パックです。転写バッファーで平衡化された膜と、ろ紙の代わ

りのスタックが陽極用と陰極用に分かれてパックされていま

す。通常のブロッティングで必要な膜の平衡化、メタノールや

転写バッファー等の準備は不要です。 

 

3. 本製品の構成 

4. 組成 

本製品にはPRTR法, 毒劇物取締法, 労働安全衛生法の除外規定

量を超える通知対象物は含まれておりません。 

 

5. 保存方法 

● 未開封のGel Wash Buffer は室温で保存してください。 

● 未開封のBottom Stack (PVDF)とTop Stack は2－8℃で水

平にして保存してください。 

● 未開封の状態で使用期限（ラベルに表示）内は安定です。 

● 希釈後のGel Wash Bufferも室温保存可能です。出来るだけ

早くご使用ください。 

 

6. 廃棄方法 

試薬の廃棄は、ご所属機関の廃棄方法に準拠してください。 

● ボトル材質 本体・フタ：ポリプロピレン 

● パック材質 膜：PVDF 

       スタック：不織布 

       袋：ポリプロピレン  
 

７. 本製品以外に必要なもの 

● ポリアクリルアミドゲル  

  対応サイズ：80-90×65-85×1mm厚 

  （e-PAGEL HR 90×83×1mm厚） 

  （e-PAGEL 90×83×1mm厚） 

● セミドライ式ブロッティング装置   

  （WSE-4020 ホライズブロット2M-R） 

  （WSE-4040   ホライズブロット4M-R）  

● 電源装置：最大出力1.5～3Aのもの 

    （WSE-3500 パワーステーションHC） 

● ブロッティング用ローラー 

    ピペットや15mLチューブ等でも代用できます。 

   

８. 使用上のご注意 

● 本製品のGel Wash Buffer は5倍濃度のストック溶液で

す。使用時に蒸留水で  1/5濃度に希釈してください。 

● 本製品のBottom Stack にはPVDF膜が同梱されています。

膜は非常に傷や汚れがつきやすいため、先の尖ったピン

セット等は使用せず、清潔な手袋をした手でお取り扱い

ください。 

● 弊社旧ブロッティング装置には、使用できる最大電流

（アンペア）に制限があります。 

AE-6687 ホライズブロット2M ：1.0Ａ 

AE-6677 ホライズブロット：1.0A 

AE-6688 ホライズブロット4M ：1.2A 

AE-6678 ホライズブロット：1.2A   

上記以上の電流で使用した場合、装置を破損する恐れが

あります。 

 ホライズブロット4Mのロット番号490011以降の   

装置は2.4Aまで電流を流すことができます。 

 他社ブロッティング装置でも最大負荷電流・電圧が  

 ある場合があります。各装置に付属された取扱説明書に

従ってご使用ください。 
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キューブロット キット 

名称 容量 個数 

Gel Wash Buffer 
ゲル洗浄液 

100mL １本 

Bottom Stack (PVDF) 
ボトムスタック（PVDF膜含） 

― 10パック 

Top Stack 
トップスタック 

― 10パック 

名称 主成分 

Gel Wash Buffer 
ゲル洗浄液 

トリス(ヒドロキシメチル)ア

ミノメタン 

（5倍濃度のストック溶液） 

Bottom Stack (PVDF) 
ボトムスタック（PVDF膜含） 

緩衝液含不織布、PVDF膜 

Top Stack 
トップスタック 

緩衝液含不織布 



9. 使用方法 

A．試薬の希釈 

Gel Wash Bufferを蒸留水で 5倍に希釈します。希釈すると1×

Gel Wash Buffer（ゲル洗浄液）となります。 

ゲル1枚あたりに必要な溶液量は50mLです。Gel Wash Buffer 

10mLと蒸留水40mLを混合してください。 

 

B．ブロッティング 

１. 電気泳動が終了したゲルを1×Gel Wash Buffer（50mL/枚）

が入った容器に入れます。表面を軽くすすぎ（数分以

内）、微細なゲル片やSDSの泡などを除きます。ゲルを長時

間浸漬や振とうしないでください。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

２. 上図を参考にして、Bottom Stack（PVDF膜含）、ゲル、Top 

Stackを順番に重ねます。箱にはBottom StackとTop Stackの

パックが交互に入っています。ゲル1枚につき1組ずつ取り

出してください。 

① ラベル面を上にした状態で、（＋）Anodeと書かれた

パッケージを開けます。 

② 中に入っているBottom StackとPVDF膜を同時に取り出し

ます。PVDF膜はラベル側にあります。膜を傷つけない

ように注意しながら、清潔な手袋をした手で取り出して

ください。 

③ 下部電極板の上にBottom StackをPVDF膜

を上にして置きます。この時ラベルに記

載されたマーク（右図）をどの方向に向

けたかを確認しておきます。 

④ 1×Gel Wash Bufferで濡らしたブロッティング用ロー

ラーで丁寧に気泡を取り除きます。 

⑤ パックのラベルに記載されたマーク（上図）と同じ向き

で、PVDF膜の上にゲルを重ねて置きます。 

⑥ ブロッティング用ローラーで丁寧に気泡を取り除き、密

着させます。 

⑦ 次にラベル面を上にした状態で、（－）Cathodeと書か

れたパッケージを開けます。 

⑧ 中に入っているTop Stackを清潔な手袋をした手で取り出

します。 

⑨ ゲルの上にゲルの向きとパックのラベルに記載された

マークの向きを合わせ、Top Stackを重ねて置きます。 

⑩ ブロッティング用ローラーで丁寧に気泡を取り除き、密

着させます。 

⑪ 上部電極板をTop Stackの上に静かにおろし、ブロッター

と電源をリード線で接続します。ブロッターおよび電源

の使用方法は、各装置に付属された取扱説明書に従って

ください。 

３. QBlot kitの通電条件は下表の通りです。 

定電圧12Vで15～30分間または定電圧24Vで5～10分間通電

してください。この時、ゲル1枚あたりの最大電流値は12V

では約0.8A、24Vでは約1.6Aに達します。最大電流値が

1.5A以上出力できる電源をご使用ください。電源の使用方

法は、各装置付属の取扱説明書に従ってください。 

電源付きブロッティング装置PoweredBlot Ace（WSE-

4115）をご使用の場合は、Standard（12V）は『STD』、

High Speed（24V）は『RAPID』に設定します。装置付属

の取扱説明書も合わせてご覧ください。 

旧型のホライズブロット AE-6677/6678およびAE-

6687/6688は上限1.0Aおよび1.2Aです。上限値を超えない

範囲で通電してください。600mA/ゲルの定電流の場合、

10～15分通電します。 

 

１０. 参考資料 

QBlot kit の操作動画は、右記QRコードを 

読み取ると、アクセスすることができます。 

 

 

また、ウエスタンブロッティングについては、アトーホーム

ページより様々な「実験のコツ」や「アプリケーションノー

ト」がダウンロードできますので、ご一読ください。下記QR

コードを読み取ると簡単にアクセスできます。 

上部電極(－) 

下部電極(＋) 
下部電極板 

PVDF膜※ 

上部電極板 

Top Stack 

Bottom Stack 

ゲル 

※ＰＶＤＦ膜はBottom Stackに同梱されています 

通電条件  
転写時間  （分） 電流/電圧値目安  

1枚 2~4枚 

Standard 
12V 

0.6A/gel 

15~30 

15~30 

15~30 

15~30 

約0.3~0.8A/gel 

10~30V 

High 

Speed 24V 5~10 N/A 約1~1.6A/gel 

関連製品 

ブロッター 実験のコツ 
アプリケーション

ノート 


