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多検体リアルタイム計測システム　

本製品は科学技術振興機構の A-STEP プログラムによる産業技術総合研究所との共同開発成果です。

コードNo. 型式・名称 数量 価格

3510140
WSL-1565 Kronos HT
Kronos HT本体・パソコン・CO2混合ユニット・ボトルヒーター
24ウェルプレート用アダプター

1式 5,800,000円

多検体処理で研究効率大幅アップ︕

「WSL-1565 Kronos HT」（クロノス HT）

・多検体生細胞リアルタイム計測
・恒温加湿による細胞培養機能（CO2 導入可能）
・24・96 ウェルのマイクロプレートでの計測に対応
・1 時間～ 30 日間にわたる長時間計測
・検出器が駆動するので、静置培養状態で計測
・検出器の冷却による低ノイズ・高感度検出
・マルチカラールシフェラーゼ対応色分離機構内蔵
・WindowsPC 制御

名称 WSL-1565 Kronos HT

検出器 光電子増倍管（10℃冷却）× 2 ユニット　　倒立型　XY 駆動方式

計測方式 フォトンカウンティング方式による微弱発光計測

測定時間 積算時間 1 ～ 60 秒 / ウェル　測定期間 1 時間（hour）～ 30 日間（day）

計測容器 クリアボトム 24 ウェルプレート（標準）
クリアボトム 96 ウェルプレート（オプション）　35mm ディッシュ（オプション）

測定プレート枚数 2 枚（2 つの検出器で 2 枚を測定）

検体数
48 検体（24 ウェルプレート× 2 枚）︓24 ウェルプレート用アダプター使用（標準）
192 検体（96 ウェルプレート× 2 枚）︓96 ウェルプレート用アダプター使用（オプション）
12 検体（35mm ディッシュ× 12 枚）︓35mm ディッシュ用アダプター使用（オプション）

培養槽温度制御 室温 20 ～ 30℃環境下において、室温 +5℃～ 45℃（0.1℃ステップ）

培養槽 CO2 制御 CO2 ガス混合ユニットで 5％に CO2 ガスを調整して庫内導入

培養槽加湿 注水ケースを庫内に設置 / 加湿ユニットに 5％ CO2 ガスを通して断続導入
湿度 90％ RH 以上を維持

色分離計測 2 色を分離計測

PC 動作環境 OS︓Windows 10 /8.1 / 7 各 64/32bit　　メモリ︓4GB 以上　　HD︓20GB 以上の空容量

PC 接続 USB 2.0

寸法・質量 650(W) × 520(D) × 340(H)mm　・　40kg

電源 AC100 ～ 240V　50/60Hz　消費電力 400W（最大）

CO2 ガス混合ユニット 加湿用ユニット

（別途 据付調整費が必要です。）

Kronos HT 本体 パソコン



測定試料︓
　下記の２色のルシフェラーゼを発現する A9 安定株／ 96 ウェルクリアボトムプレート
　　・NF-kB response element - TK promoter - SLG ( 緑色発光ルシフェラーゼ ) 
　　・TK promoter - SLR ( 赤色発光ルシフェラーゼ ) 
上記細胞を 96 ウェルクリアボトムプレートで培養し、0.2mM Luciferin と各濃度の TNF- αを添加して２色の発光を Kronos HT で
48 時間測定し、NF- κ B とコントロール (Thymidine Kinase) の転写活性を経時的にモニタリングした（A,B）。
NF- κ B の測定値をコントロール (TK) の測定値でノーマライズし（C）、さらに TNF- αを添加しない場合のノーマライズ値との比を
計算して、TNF- α添加による誘導倍率の経時変化を求めた（D）。

時計遺伝子 mPer2 の転写活性を６日間測定
測定試料︓
　mPer2 promoter-Eluc(PEST) 発現 A9 安定株／ 24 ウェ
ルクリアボトムプレート
上記細胞を 24 ウェルクリアボトムプレートで培養し、
100nM Dexamethasone/ 無血清 DMEM で 2 時間処理して
リズムを同調させた後、0.2mM Luciferin( 発光基質 ) を含
む培養液に交換して Kronos HT で発光を 6 日間測定した。

コードNo. 型式・名称 数量 価格
3510146 24ウェルプレート用アダプター 1個 600,000円
3510147 96ウェルプレート用アダプター 1個 600,000円
3510148 35mmディッシュ用アダプター 1個 600,000円

クロノス HT データ例

オプション

名称 Kronos HT 用 CO2 ガス導入セット

CO2 制御 CO2 ガス混合ユニットで 5％濃度に混合して培養槽へ導入

加湿 加湿ユニットを経由して CO2 ガスを Kronos HT 培養槽へ導入

寸法・質量 CO2 ガス混合ユニット　160(W) × 300(D) × 200(H)mm・4.8kg
加湿ユニット　 170(W) × 140(D) × 115(H)mm・1.6kg

電源 CO2 ガス混合ユニット　AC100 ～ 240V　50/60Hz　消費電力 100W（最大）
加湿ユニット　 AC100 ～ 240V　50/60Hz　消費電力 24W（最大）

転写因子 NF- κ B の薬剤刺激（TNF- α）による誘導を 48 時間２色発光測定

時計遺伝子発現のリズム測定

CO2 ガス混合ユニット 加湿用ユニット

転写因子の薬剤刺激応答のリアルタイム測定
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