組織透明化試薬
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キット

表面下 500 マイクロメートルまでの内部構造を観察
生体組織標本を蛍光顕微鏡や共晶点顕微鏡にて観察する際、グリセロールベースの封入剤を用いると、表面
下 100 〜 150 マイクロメートル程度の内部構造しか観察する事ができません。

TM

は、生物組織の

透明性を高めるための水溶性の透明化試薬です。光透過性が向上した組織標本は、蛍光と非蛍光のどちらに
おいても表面下約 500 マイクロメートルまでの内部構造を観察することができます。

特
●

構成内容（サイズ、品番等詳細は裏面をご参照下さい。）

長

ハイブリダイゼーション、免疫組織化学、蛍光
タンパク質等の顕微鏡観察に有用できます。

TM

●

で透明化処理したサンプル専用の封入剤です。自家
蛍光がなく、消光を抑えながらサンプルを素早く封入できます。
TM

● マウス、昆虫、植物、他様々な生体試料や細胞に使用

可能です。

TM

●

●

● 液体のため、混合・遠心・凍結などの操作は不要です。
● Dil、DiD、NBD-Celamide

等の脂溶性蛍光色素で染色
したサンプルをバッファーやアルコール等から直接
TM
に浸漬する事ができます。

TM
用に屈折率を調整した浸漬液です。油浸と液浸のど
ちらの対物レンズにも使用可能で、高解像度レンズでの観察にお
いて、像の変形を抑えます。

使用例

図1

約 500μm の厚さのゴキブリ（

、成虫、雌）の脳組織

1A 生理食塩水中では脳は不透明であった。
1C
™ 溶液中で完全に透明になった。
（Liu and Chiang, 2003）

図3
図2

昆虫の脳の光透過
2A コントロール：グリセロール中では、Z＞100 µm で蛍光シグナルが減少
2B
™ 溶液中では、蛍光シグナルがクリアで、共焦点画像の 3D 解析が可能
（Liu and Chiang, 2003）

生体組織、バイオマテリアルでの

™ の使用

A マウス脳切片
B ショウジョウバエ視覚神経細胞（Chiang
, 2011）
C コラーゲンスキャフォールド（Tseng
, 2009）
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品番

包装

F101-KIT

1 kit (5 mL each)

¥76,000

F102-KIT

1 kit (50 mL each)

ご照会

FC-101

5 mL

¥35,000

FC-102

50 mL

¥281,000

IS-502

5 mL

¥6,000

IS-503

50 mL

¥47,000

MC-301

5 mL

¥35,000

MC-302

50 mL

¥281,000

CelExplorer Labs Co.

メーカー略号：CLX

● 希望販売価格 ･･･「希望販売価格」は参考であり、販売店様からの販売価格ではございません。
記載の希望販売価格は２０１3 年 10月１日現在の希望販売価格です。
予告なしに改定される場合がありますので、ご注文の際にご確認下さい。消費税は含まれておりません。
● 使 用 範 囲 ･･･ 記載の商品は全て、「研究用試薬」です。
人や動物の医療用・臨床診断用等としては使用しないよう、十分ご注意ください。
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