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ほぼ A4 サイズ ・ わずか 2.2 kg ！　メンブレンを置いてスタートボタンを押すだけの簡単操作

撮影はブロット置いてモードを選んでスタートボタン

を押すだけです。 また、 使いやすさを追求した解析

ソフト 「Image Studio™ for C-DiGit®」 を標

準付属しています。

C-DiGit® を使えば、 研究室内のわずかなスペー

スで、 簡単にデジタル画像の取得ができます。 個人

の実験スペースで解析が完了します。

定量的ウェスタンブロッティングを行いたい方には、 Odyssey™ イメージングシステムによる近赤外蛍光ウェスタンブロットがおすすめです。

詳細についてはお問い合わせください。

ウェスタンブロッティングの様々なお悩み……

C-DiGit®化学発光スキャナーで解決しませんか？

もっと簡単にデジタル画像化したい

CCD カメラが冷えるのを待てない

露光し過ぎてしまった

暗室での作業はしたくない

共通機器室の予約が煩わしい

共通機器室が遠い

他のラボの装置を借りるのは気が引ける

大きな装置を置くところがない

……ほか



スキャナー方式の利点

露光時間の調整は不要です

優れた定量直線性

光の強度は距離の二乗に反比例します。 C-DiGit® は、 メンブレンと検出器の距離が近いため、 その検出効率は通

常の CCD カメライメージャーの 100 ～ 400 倍です。 短い時間で効率的にシグナルを取得できるため、 高価な冷

却 CCD カメラは不要です。

フィルムでの検出は露光時間の調整が難しく、 最適なシグナルを得るために何度も露光のやり直しが必要でした。

C-DiGit® は独自のラインスキャン方式により、 1 回のスキャンで常に最適な画像を得ることができます。 従来の

CCD カメライメージャーのような複雑な撮影条件設定は不要。 標準モードと高感度モードの 2 つから選ぶだけです。

フィルム検出と異なりダイナミックレンジが広く、 定量直線性も優れています。

露光の失敗や白抜けの心配はありません。

また、 バンドの境界が明確なため、 近接したバンドをはっきりと見分けることができます。

　A431 細胞抽出液でリン酸化 EGFR を検出した。

　フィルム検出ではバンド境界が不明瞭なことがわかる。

A431 細胞抽出液で ERK1 と ERK2 を検出した。

フィルム検出では分子量が近接したバンドを見分けるのが難しい。 フィルム検出と C-DiGit® の直線性の比較
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試薬・消耗品

化学発光基質
フェムトグラム中域の感度を持つ発光持続時間の長いケミルミ基質です。

　926-95000  WesternSure® PREMIUM 化学発光基質キット （100mL）

　926-95010  WesternSure® PREMIUM 化学発光基質キット （20mL）

HRP 標識二次抗体
WesternSure® PREMIUM に最適化された HRP 標識二次抗体です。

　926-80010  WesternSure® HRP anti-Mouse IgG （1mL）

　926-80011  WesternSure® HRP anti-Rabbit IgG （1mL）

化学発光 分子量マーカー
化学発光だけでなく目視でも見える 8-260 kDa の分子量マーカーです。

二次抗体やストレプトアビジン標識 HRP なしで光るので最適が不要です。

メンブレン転写の確認も可能です。

　926-98000  WesternSure® 染色済み 化学発光タンパク質ラダー （250μl）

化学発光ペン
有色分子量マーカーの上をなぞることで化学発光基質で光ります。

 926-91000  WesternSure® ペン （1 本）

インキュベーションボックス
ブロッキングや抗体とのインキュベーションに最適なプラスチックボックスです。

各種のサイズを取り揃えています。 詳細はお問い合わせください。

ソフトウェア

本体仕様（製品番号：3600-00、品名： C-DiGit® 化学発光スキャナー）

Image Studio™ for C-DiGit®

C-DiGit® に標準付属するソフトウェ

アです。  C-DiGit® 本体の制御機能

とバンド強度の定量機能を備えます。

Windows® と Mac® の両 OS に対

応しています。

Image Studio™ Lite

無償でダウンロード可能な定量解析用ソ

フトウェアです。 C-DiGit® で撮影した

画像を用いて、 個人のパソコンでバンド

強度の定量を行っていただくのに便利

です。 Windows® と Mac® の両 OS

に対応しています。 Image Studio™ 
Lite には C-DiGit® 本体の制御機能

はございません。

★ Image Studio™ Lite の無償ダウンロードは

　　下記よりアクセスしてください。

https://www.licor.com/bio/products/software/

image_studio_lite/download.html

代理店

■ イメージングエリア 10.0 x 8.5 cm

■ 検出器 低ノイズ CCD アレイ

■ 解像度 196 x 196 μm

■ 画像取得時間 約 6 分 （標準）、 約 12 分 （高感度）

■ 画像フォーマット 16 bit TIFF

■ 本体サイズ W22.23 x D27.94 x H7.3 cm

■ 本体重量 2.18 kg

■ 動作環境 15–30 ℃ （露点温度 25℃以下）

■ 本体の必要電源 電圧 100-240 VAC （50/60 Hz）、 最大電流 1A

■ コンピューター 別途必要 （Windows® あるいは Mac®） ※ 1

■ 接続 USB あるいは LAN （10BASE-T/100BASE-TX） ※ 2

■ 付属ソフトウェア Image Studio for C-DiGit® ソフトウェア

※ 1. 必要とされる仕様の詳細についてはお問い合わせください。

※ 2. USB ケーブルと LAN ケーブルは本体に付属します。  

定量的ウェスタンを
行いたい方はこちら！

www.licor.com/bio/products/

imaging_systems/cdigit/

※本装置は試験研究用です。 医療や診断目的にはご使用いただけません。

※価格、 外観、 仕様などは、 予告なしに変更することがあります。

※それぞれの商標や登録商標、 製品名は各社の所有する名称です。
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