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ELISA Plates
イムノアッセイ用マイクロテストプレート
特定物質検出のための広範囲にわたる分析は、研究、開発、診断などの際に重要となります。
もっとも一般的に利用されている分析法の
一つにEnzyme-Linked Immunosorbent Assay
（ELISA）
があります。
この方法では低濃度の物質（タンパク質、
ペプチド、抗体、
ホル
モンなど）
でも複合溶液より検出・定量することが可能です。
ELISA法ではマニュアルでも自動化による処理でもポリスチレン製のテストプ
レートがよく利用され、
ウェル面に自動的に吸着させるために生体分子固有の特性を利用します。
ただし、
その吸着の強さは分子量や電
荷など分析物の分子特性で変わります。

ザルスタットは幅広い範囲の免疫分析に対応できるように2種類の吸着タイプを用意しました。
¡ 中吸着タイプ―疎水性
疎水性の大きくフレキシブルな分子の吸着に適しています。
¡ 高吸着タイプ―親水性
親水性もしくは小さくインフレキシブルな分子の吸着に適しています。

図1. はInsulin ELISA(a)とHuman IgG ELISA(b)の評価において、
異なる特性を有するタンパク質の吸収を示している。
グラフに示され
ているように、高吸着タイプは特にインスリンのような低分子の結合に適している。
またIgGは濃度にもよるが、両タイプで検出することが
可能。
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図1．a) ヒトインスリンを中吸着・高吸着の両タイプに分注。吸着量は間接ELISA法により確認した。 b) ヒトIgGを中吸着・高吸着の両タイプに分注。吸着したIgG量はダイレク
トELISA法で立証した。
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図2. はIL8 Sandwich ELISAの結果を示している。
ザルスタットの高吸着タイプは他社の高吸着タイプと比較して同等の吸着性能を有
していることがわかる。
同時にザルスタットの両タイプで比較したとき、
このアプリケーションには高吸着タイプが向いていると言える。
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図2．IL8検出のために、
キャプチャー抗体を、
ザルスタットの中吸着と高吸着、
そして他
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社高吸着ELISAプレートの表面に吸着させた。検出されたIL8の量は、吸着した機能的
なキャプチャー抗体の量に依存する。
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ザルスタットでは新しいELISAの手順を確立する際には分析物の多様性を考慮し、事前に両タイプでテストすることを推
奨しています。

材質、保証
安定したウェル表面の品質は、ELISA実験における再現性を確保するために基本的な必要条件となります。
ザルスタットのELISAプレー
トは高品質のポリスチレン製で、以下の品質を保証します：
¡ Non-pyrogenic
医療機器のFDAガイドラインに基づくLAL試験に準拠 検出限界値 ＜0.06EU/ml
¡ Non-cytotoxic
DIN EN ISO10993に準拠
医療機器の生物学的評価–part.5のin vitro条件下における細胞毒性に対するテストを実施
トレーサビリティを強化し、
ロット番号・使用期限・表面の種類
（”Medium”と”High”）
が全てのプレートに印刷されています。

オーダーインフォメーション
Art. No.

吸着タイプ

ベース
シェイプ

数量
（枚）

包装形態
（枚）

希望小売価格
（円）

82.1581.100

中吸着

LI

50

25/袋

16,000

82.1581.200

高吸着

LI

50

25/袋

18,000

82.1582.100

中吸着

U

50

25/袋

16,000

82.1582.200

高吸着

U

50

25/袋

18,000

82.1583.100

中吸着

V

50

25/袋

16,000

82.1583.200

高吸着

V

50

25/袋

18,000

フタ

−

100

25/袋

15,000

82.1584

You might also be interested in the following products…
下記のような分野別リーフレットの他、総合カタログもご用意しています。
Cell and tissue culture

Inner sub-heading 14pt

Cell Cultivation, Cryogenic Storage, Filtration, Liquid Handling

PCR & Molecular Biology

Screw Cap Micro Tubes

Certified High-Quality Products for PCR, Molecular Biology and Research

For transport, storage and sample preparation

Liquid Handling

Reliable quality and versatility
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Forensic Swab
in a transport tube with ventilation membrane

英語版
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Microbiology

Low Binding Micro Tubes
NEW!

Sampling, processing and cultivation

Low DN

A Bind

ing

Maximum purity for optimal safety in preanalytics
The new Forensic Swabs from Sarstedt are suited for the collection of both reference samples and evidence of DNA
traces at crime scenes. Apart from Forensic Swabs with polystyrene stem, our range also includes a wooden stem
option. The Forensic Swab L has an extended handle for the hygienic collection of reference samples. The Forensic
Swab XL with extended stem is ideal for the collection of evidence in sexual assault cases.
The ventilation membrane in the tube base enables self-drying of the swab within the tube. Drying of the swab in
the open, i.e. outside the tube, as in standard systems is unnecessary, thereby excluding the risk of mix-up and
contamination.
Stringent purity conditions in the production process and a special EtO sterilisation method developed by Sarstedt
to comply with the requirements of forensic analysis ensure the absence of DNA contamination.

Large writing space on frosted,
flat lid

• Low Protein Binding Micro Tubes
Minimizes protein loss
SafeSeal locking cap design
Centrifugation up to 20,000 x g*

• Low DNA Binding Micro Tubes

• DNA-free

Minimizes DNA loss
SafeSeal locking cap design
Centrifugation up to 30,000 x g*
(2ml up to 25,000 x g*)

• EtO sterilised
• Self-drying within the tube
• Identification code* for correct matching

*Filled to nominal volume with double deionized water (low surface tension), 20°C, 90 min. fixed angle rotor

• Individually wrapped, sterile, or with tamper-proof closure

PCR Performance Tested Quality

* Global article ID number + serial number (SGTIN)/GS1 Germany. The code is printed on the label both in plain script and in a GS1 DataMatrix
format on the tube and swab for a correct match (Art. Nos. 80.630 and 80.634 only).

日本語版 / 英語版

✓ DNA-free

英語版

✓ DNase/RNase-free

✓ PCR inhibitor-free

日本語版 / 英語版
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