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Ⅰ． 本システムの概要  

 
『組織の』ATP 測定キットは、ホモジナイズされた動物組織から速やかにアデノシン三リン酸(ATP)を抽出し、抽出し

た ATP 量をホタル・ルシフェラーゼ発光法で測定する動物組織用 ATP 抽出・測定システムです。キットに含まれる

ATP 抽出試薬は、動物組織中の ATP を効率よく抽出することができ、さらに、抽出後の pH 調製を行う必要もなく、

ATP 発光試薬で ATP 量を高感度に測定することができます。 

ホタル・ルシフェラーゼ発光反応は、ルシフェラーゼによるルシフェリンの酸化反応を通して光を生じます。ルシフェ

リンは、ルシフェラーゼ、マグネシウムイオン(Mg2+)存在下において、ATP と反応した後、酸素分子(O2)と反応して励起

状態のオキシルシフェリンを生成し、基底状態に戻る際に光を発します。ルシフェラーゼ発光反応は、ATP が必須因

子であるため、ATP を律速にした場合の生じる発光量は、ATP 量に比例します。(図 1) 

 

 

 

 

 

 

図 1. ホタル・ルシフェラーゼ発光反応機構 

 

『組織の』ATP 測定キットに含まれる ATP 抽出試薬は、動物組織からの ATP 抽出に優れ、抽出後の ATP 量変動を

制御し、ATP発光試薬添加後の発光反応の安定にも寄与する試薬構成になっています。(なお、動物組織中からATP

量を測定するためには、ATP を抽出させる前に、ホモジナイズにより細胞を遊離させる必要があります。) さらに、キ

ットに含まれる ATP 発光試薬は、10-11mol から 10-16mol の範囲の ATP 量を測定することができ (発光阻害が無い場

合) 、抽出した ATP を高感度に測定することに優れています。『組織の』ATP 測定キットは、シングルチューブ型のル

ミノメーターに適した少数検体向けの製品です。 

 

Ⅱ． 製品構成 

 

製 品 名 メーカーコード 構成 保存条件 

 

『組織の』ATP 測定キット 

100 回用 

 

TA100 

・ATP 抽出試薬(凍結品) 24ml×1 本 

・ATP 発光試薬(凍結乾燥品)×1 本 

・発光試薬溶解液(凍結品) 12ml×1 本 

・ATP 標準試薬(10-7M) (凍結品) 5ml×1 本 

－20℃ 

遮光 (ATP発光試薬

のみ) 

 

 

Ⅲ． 『組織の』ATP 測定キットの保存方法 

 
１． 『組織の』ATP 測定キットに含まれている試薬は、凍結品および凍結乾燥品です。本試薬を受け取られた後は、 

ただちに-20℃で保存(ATP 発光試薬のみ-20℃遮光保存)してください。  

２． 『組織の』ATP 測定キットの保存は、－20℃にて保存(ATP 発光試薬のみ-20℃遮光保存)し、製品に記載された

使用期限内(未調製時)に使用してください。 

３． ATP 抽出試薬および、ATP 標準試薬は、1 度の測定で使い切らない場合は、最初の試薬解凍時に必要量ずつ

小分けにして、-20℃で保存し、凍結解凍をできるだけ避けることをお勧めします。 

４． ATP 発光試薬(凍結乾燥品)に、発光試薬溶解液を加えて調製された ATP 発光試薬(以下、L/L 試薬)の保存は、

-80℃にて遮光保存してください。また、凍結解凍を繰り返すと、試薬の発光性能が低下することがあります。1度

の測定で使い切らない場合は、最初の試薬調製時に必要量ずつ小分けにして、-80℃で遮光保存し、凍結解凍

をできるだけ避けることをお勧めします。（試薬 1ml は、10 回測定分に相当します。） 

また、検体の測定ごとに、同濃度の ATP 溶液を用いて、試薬の発光活性の確認をすることをお勧めします。(発

光活性の確認方法の詳細は、5 ページⅥ．Ｃ．を参照してください。)  

最初の調製時における発光量に対して、相対値が 15%以上低下する場合は、試薬の劣化が考えられます。この

場合は、新しい L/L 試薬を使用してください。                          
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Ⅳ． 『組織の』ATP 測定キットの試薬調製方法 

 
○ATP 抽出試薬 

１． ATP 抽出試薬を 4℃または室温で解凍します。 

２． 解凍後、試薬瓶をゆっくり数回逆さにしてよく混合します。(解凍の過程で生じた試薬成分の偏りを均一化しま

す。)(※１) 

３． ATP 抽出試薬を室温に静置し、検体混合時まで室温に保ちます。(※２) 

 

○L/L 試薬 

１． 発光試薬溶解液を 4℃または室温で解凍し、室温に戻します。(※３) 

２． ATP 発光試薬を室温に静置し、バイアルを室温に戻します。 

４． 室温に戻ったATP発光試薬のバイアルを開封前に軽くたたいて、内容物の凍結乾燥パウダーをバイアルの底に

集めます。 

５． ATP 発光試薬は、陰圧状態で栓をしてあるため、開封時にパウダーが飛散しないように、ゆっくりとゴム栓を持ち

上げ、切り込み部分から空気を入れて、ゴム栓を外します。(※４) 

６． 開封した ATP 発光試薬のバイアルに、室温に戻った発光試薬溶解液を全量(12ml)加えます。（※５） 

７． ゴム栓で再び栓をし、軽く振りながらパウダーを完全に溶解させます。(※１) (※６) 

８． L/L 試薬を室温に 1 時間静置し、試薬を馴染ませます。 

 

 

※注意事項 

※１ 混合の際、ボルテックスミキサーを用いた激しい攪拌は避けてください。 

※２ ATP 抽出試薬への ATP の混入を防ぐために、必要量だけ分取し、使用しない残りの ATP 抽出試薬は、ただちに

-20℃保存してください。また、ATP 抽出試薬を取り扱う際は、手袋およびマスクの着用をお勧めします。 

※３ 発光試薬溶解液は高温に敏感のため、溶解液を解凍する場合は、24℃以上のインキュベートは避けてください。 

※４ L/L 試薬への ATP の混入を防ぐために、プロトコールの全操作に渡って、手袋およびマスクの着用をお勧めします。 

※５ L/L 試薬は光に敏感です。直射日光が当たる所や蛍光灯の真下での作業は控えてください。 

※６ 試薬調製後、使用しない残りの L/L 試薬は、ただちに-80℃遮光保存してください。また、L/L 試薬を解凍する際は、 

24℃以上のインキュベートは避け、使用する前に、バイアルを軽く振ることにより、解凍の過程で生じた試薬成分の

偏りを均一化させてください。 
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Ⅴ． 『組織の』ATP 測定キットのプロトコール 
 

A． 動物組織からの ATP 抽出・測定方法 

 

１．  新鮮な動物臓器 0.1g に、冷えた 10ml(100 倍容)のホモジネートバッファー(0.25M Sucrose 10mM HEPES- 

NaOH pH 7.4 を推奨)を加えて、氷中でホモジナイズします。(※１) (※２) 

２．  ホモジネートを遠心分離(1,000g 4℃ 10 分)します。(※３) 

３．  上清をパスツールピペットできれいなチューブに分取し、氷中に静置します。(※３)  

４．  ボルテックスミキサーで懸濁した上清 1ml に、冷えた 7ml(8 倍容)のホモジネートバッファーを加えて、氷中に静 

置します。 

５．  希釈した上清をボルテックスミキサーで懸濁し、上清と室温に戻した ATP 抽出試薬を等量混合します。(基本必   

要量は、上清 100μl＋ATP 抽出試薬 100μl) 

６．  4、5 回転倒混和を行い、上清と ATP 抽出試薬を混合します。(※４) 

７．  室温に 30 分間静置し、ATP を抽出させます。必要に応じて、タンパク量測定のための検体として使用すること 

もできます。(※５) (※６) (※７) 

８．  検体を数回転倒混和し、濃度を均一化させた後、キュベットに検体 100μl を分注します。 

９．  キュベットに、室温に戻した L/L 試薬 100μl を添加します。(※８) （※９） 

１０． 素早くキュベットを 2、3 度振り、ルミノメーターで 1 検体ごと測定を行います。(※１０)  

 

※注意事項 

※１ ホモジネートバッファーに、ルシフェラーゼ発光反応に阻害を与える溶液を使用しないでください。お使いのホモジネ 

ートバッファーが、ルシフェラーゼ発光反応に阻害を与える溶液かどうかの確認は、4 ページⅤ．B.を参照してくださ 

い。 

※２ 検体および試薬への外部からの ATP の混入を防ぐために、プロトコールの全操作に渡って、手袋およびマスクの着 

用をお勧めします。  

※３ ホモジネートを加える遠沈管や、上清を分注するチューブは、使用する前に氷中で冷やしておいてください。 

※４ 混合の際、ボルテックスミキサー等を用いた激しい攪拌は避けてください。 

※５ 必ず室温に静置してください。氷中だと、ATP の抽出が不十分になることがあります。 

※６ 抽出した ATP は、室温にて 30 分以内が特に安定のため、室温 30 分静置後から 30 分以内に測定を終了されること 

をお勧めします。 

※７ ATP 抽出試薬には界面活性剤が使われています。よって、タンパクアッセイを行う際は、界面活性剤耐性のタンパク

アッセイキットを使用してください。 

※８ L/L 試薬をキュベットに分注する操作は、測定ごとに 1 本ずつ繰り返し行ってください。 

※９ L/L 試薬は光に敏感です。直射日光が当たる所や蛍光灯の真下での作業は控えてください。 

※１０ L/L 試薬を添加した後は、素早く測定してください。また、L/L 試薬を添加してから測定するまでのタイムラグは、毎

回そろえてください。タイムラグの差異は、発光量の減衰により、測定値の誤差の原因となります。 

 

測定結果に関する対処方法は、5 ページⅥ．測定結果に関して、および、7 ページⅧ．トラブルシューティングを参照

してください。 

 

 

B． ホモジネートバッファーのルシフェラーゼ発光反応への阻害確認方法 

 

１． ATP 標準試薬(10-7M)を 4℃または室温で解凍します。 

２． 解凍後、試薬瓶をゆっくり数回逆さにしてよく混合し、室温に戻します。 

３． 10 倍希釈液である ATP 溶液(10- 8M)を、ホモジネートバッファーと ATP 抽出試薬の等量液で調製したもの、およ

び、滅菌水と ATP 抽出試薬の等量液で調製したものの 2 種類を準備します。 

４． キュベットにそれぞれの ATP 溶液(10- 8M)を 100μl ずつ分注します。 

５． キュベットに L/L 試薬 100μl を添加します。(測定ごとに 1 本ずつ行います。) 

６． 素早くキュベットを 2、3 度振り、ルミノメーターで 1 検体ごと測定を行います。 

７． 両者の発光量を比較して、顕著な差異が認められなければ、用いたホモジネートバッファーによるルシフェラー

ゼ発光反応への阻害はないと判断できます。 
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Ⅵ． 測定結果に関して 

 
A． 発光量が低い場合 

 

非常に少量の ATP を測定する場合は、測定した検体の発光量からバックグラウンドシグナルを差し引くことが重要

となります。バックグラウンドシグナルは、以下の操作から求めてください。 

 

１． チューブに、ホモジネートバッファーと ATP 抽出試薬を等量添加し混合します。 

２． キュベットに 100μl を分注します。 

３．  キュベットに L/L 試薬 100μl を添加します。(測定ごとに 1 本ずつ行います。) 

４．  素早くキュベットを 2、3 度振り、ルミノメーターで 1 検体ごと測定を行います。 

 

 

  バックグラウンドシグナルは、「０」と測定されることはありません。正確に測定を行うためには、毎回測定ごとに、バ

ックグラウンドシグナルを測ることをお勧めします。 

 

※ 測定条件、測定方法は、実際の検体を測定する場合と同一にしてください。 

 

B． 発光量が高い場合 

 

測定する検体の ATP 量が多い場合は、前もってルミノメーターで直線性が得られる範囲を確認してください。ルミノ

メーターが持つ測定可能範囲は、ATP 標準試薬の検量線を用いて決定することができます。(検量線の作成方法の

詳細は、5 ページⅥ．Ｃ．を参照してください。) 検量線を作成し、直線性が失われ頭打ちになった値の桁数を確認し

てください。検体を用いた測定において、直線性が失われた桁数の数値が表示されている場合は、ルミノメーターで

直線性が得られる範囲を超えている場合が考えられます。この場合は、上清をホモジネートバッファーでさらに希釈し

て、再抽出、再測定してください。 

 

C． ATP 標準試薬の検量線作成方法および、試薬の発光活性の確認方法 

 

１． ATP 標準試薬(10-7M)を 4℃または室温で解凍します。 

２． 解凍後、試薬瓶をゆっくり数回逆さにしてよく混合し、室温に戻します。 

３． ATP 標準試薬の 10 倍希釈系列(10－7M～10－12M)をホモジネートバッファーと ATP 抽出試薬の等量液で調製し

ます。試薬の発光活性の確認をする場合は、10- 8M ATP 溶液のみ調製します。 

   検体の ATP 量を算出する場合は、ATP 標準試薬 (1.E-7M) からの 2 倍希釈系列を調製することをお勧めしま

す。 

４． キュベットに段階希釈した ATP 溶液を 100μl ずつ分注します。 

５． キュベットに L/L 試薬 100μl を添加します。(測定ごとに 1 本ずつ行います。) 

６． 素早くキュベットを 2、3 度振り、ルミノメーターで 1 検体ごと測定を行います。 

９． ATP 量と発光量の対数グラフまたは、相関グラフを作成します。 

試薬の発光活性を確認する場合は、最初の試薬調製時における発光量に対しての相対値を計算します。 

 

※ 測定条件、測定方法は、実際の検体を測定する場合と同一にしてください。 
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Ⅶ． 参考データ 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A． ATP 量と発光量の相関 

C．発光キネティクスと発光安定性  

図 2. シングルチューブ型ルミノメーターによる ATP 定量 
0.25M Sucrose 10mM HEPES-NaOH(pH7.4)と ATP 抽出

試薬の等量混合液で、ATP 標準試薬の 10 倍希釈系列を調

製し、キュベットに 100μl ずつ分注し、L/L 試薬を等量加えた

後、素早くルミノメーターで測定(n=2)。 
1.E-11mol～1.E-16mol の ATP 量と発光量の相関係数は、

0.999 以上 

図 3. 各臓器における抽出後の ATP 量経時変化 

各臓器からプロトコールに従って、上清の希釈サンプ

ルを調製し、ATP 抽出試薬を等量添加し、室温に静

置。タイムコースで、キュベットに検体 100μl を分注

し、L/L 試薬を等量加えた後、素早くルミノメーターで

測定(n=2)。 

各グラフは、抽出試薬添加後の室温静置 30 分後の

発光量を 100 とし、発光量相対値(%)で表示。 

 

 

図 4. 各臓器における発光キネティクス 

各臓器からプロトコールに従って、上清の希釈サンプル

を調製し、ATP 抽出試薬を等量添加し、室温に 30 分間

静置。キュベットに検体 100μl を分注し、L/L 試薬を等

量加えた後、素早くルミノメーターで測定(n=2)。 

各グラフは、L/L 試薬添加後の 60 秒間の発光キネティ

クスを表示。 

 

図 5. 各臓器 1g 当たりの ATP 含量の一例 

各臓器からプロトコールに従って、上清の希釈サンプル

を調製し、ATP 抽出試薬を等量添加し、室温に 30 分間

静置。キュベットに検体 100μl を分注し、L/L 試薬を等

量加えた後、素早くルミノメーターで測定(n=3)。ATP 含

量は、同時に作成した ATP 検量線より算出。 

各臓器は、8 週令以上のラット冷凍市販臓器を使用。 
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Ⅷ． トラブルシューティング 

 
原因の順番に関しては、『組織の』ATP 測定キットのプロトコールの順序に従い記載しています。まず、試薬や使用

機器に起因する問題を確認し、次に、お客様による検体調製方法などの実験条件の最適化を行ってください。 

 

 

問題 原因 解決法 

臓器中のATP が分解し

ている。 

新鮮な臓器を使用してください。または、臓器摘出後、すぐに液体窒素などで

急冷凍結した臓器を使用してください。 

臓器中の ATP 量が少

ない。 

測定した検体の発光量から、バックグラウンドの値を差し引いてください。(5

ページⅥ．A．を参照) 

ホモジネートおよび、上

清調製中に ATP が分

解している。 

①ATP 抽出試薬を加えるまでの操作は、氷中および 4℃で行ってください。 

②ホモジネートバッファーおよび、使用する器具は、使用する前に氷中で冷

やしておいてください。 

ホモジネートバッファー

が、ルシフェラーゼ発光

反応に阻害を与えてい

る。 

①ATP 標準試薬を用いて、ホモジネートバッファーのルシフェラーゼ発光反

応への阻害確認を行ってください。(4 ページⅤ．B．を参照) 阻害が認めら

れた場合は、阻害が認められないホモジネートバッファーを使用すること

をお勧めします。 

②0.25M Sucrose 10mM HEPES-NaOH(pH7.4)をホモジネートバッファーに使

用する。 

ホモジネート溶液が、

ルシフェラーゼ発光反

応 に 阻 害 を 与 え て い

る。 

濃度の高いホモジネート溶液は、発光反応を阻害します。よって、ホモジネ

ートする臓器は、必ず、ホモジネートバッファーで 800 倍以上希釈して、発光

量測定を行ってください。 

試薬が劣化している。 

 

試薬保存状態により、試薬の劣化が起こっている場合があります。 

①ATP 標準試薬を用いて、L/L 試薬の発光活性を確認してください。(5 ペー

ジⅥ．Ｃ．を参照) 

②凍結解凍を繰り返さないでください。最初の解凍時に、必要量ずつ分注し

ておくことをお勧めします。(2 ページⅢ．を参照) 

組織からのATPの抽出

が不十分である。 

①ATP 抽出試薬は必ず室温に戻してください。 

②上清に ATP 抽出試薬を添加する際は、必ず上清と等量加えてください。

等量以外では、抽出効率が低下する場合があります。 

③上清と ATP 抽出試薬を混合した後、必ず室温にて 30 分間静置してくださ

い。混合後、すぐ測定した場合や、氷中に静置した場合は、ATP の抽出が

不十分の場合があります。 

L/L 試薬が室温に戻っ

ていない。 

ルシフェラーゼ発光反応は、温度によって大きく影響されます。L/L 試薬を添

加する前に、L/L 試薬が室温に戻っていることを確認してください。 

L/L 試薬をまとめてキュ

ベットに分注している。 
L/L 試薬をキュベットに分注する操作は、測定ごとに 1 本ずつ繰り返し行って 

ください。複数のキュベットにまとめて分注すると、測定までの間に発光量の 

減衰が起こります。 

発光しない。

または、発光

量が低い。 

1 検体あたりの測定時

間(積算時間)が短い。 

 

測定感度は、使用しているルミノメーターに依存します。1 検体あたりの測定 

時間（積算時間）を長く設定してください。 
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問題 原因 解決法 

使用する器具および、

溶液に ATP が混入して

いる。 

きれいな器具を使用してください。また、滅菌できる器具および溶液は、滅菌

してから使用してください。 

ホモジネートバッファー

に ATP が混入してい

る。 

ホモジネートバッファー100μl に、L/L 試薬 100μl を添加し、発光量を測定し

てください。L/L 試薬のみを加えた発光量に対し、顕著に発光量が高い場合

は、ホモジネートバッファーに ATP が混入していると考えられます。この場合

は、新しいホモジネートバッファーに取り換えてください。 

ATP 抽出試薬に ATP

が混入した。 

ATP 抽出試薬 100μl に、L/L 試薬 100μl を添加し、発光量を測定してくださ

い。L/L 試薬のみを加えた発光量に対し、顕著に発光量が高い場合は、ATP

抽出試薬に ATP が混入したと考えられます。この場合は、新しい ATP 抽出

試薬を使用してください。 

L/L 試薬に ATP が混入

した。 

L/L 試薬 100μl のみを添加し、発光量を測定してください。キュベットのみを

測定した発光量に対し、顕著に発光量が高い場合は、L/L 試薬に ATP が混

入したと考えられます。この場合は、新しい L/L 試薬を使用してください。 

キュベットに ATP が混

入した。 

キュベットのみの発光量を測定し、明らかにバックグラウンドが高い場合は、

キュベットに ATP が混入したと考えられます。この場合は、未開封のキュベッ

トを使用してください。 

バックグラウ

ンドが高い。 

ルミノメーターの自動分

注機および、分注チュ

ー ブ 、 試 薬 ボ ト ル に

ATP が残存しており、

L/L 試薬に ATP が混入

した。 

 

ルミノメーターに装着された自動分注機を使用しており、ATP を多量に含む

ルシフェラーゼアッセイ用試薬などと共通にお使いの場合は、ATP が分注チ

ューブ内などに残存することがあります。 

①使用機器の取扱い説明書に従い、洗浄操作をやり直してください。 

②分注チューブや試薬ボトルなどは、新しい物に交換してください。 

③分注チューブや試薬ボトルなどは、ルシフェラーゼアッセイ用試薬などと、

共用しないでください。 

発 光 量 が 高

い。または、

ル ミ ノ メ ー タ

ー の 測 定 可

能範囲を超 

えている。 

1 回の測定に用いる組

織中の ATP 量が多い。 

 

 

 

①ホモジネートに用いる臓器量を減らしてください。 

②上清をさらにホモジネートバッファーで希釈してから、発光量の測定を行 

ってください。 

③発光強度が高いと、ルミノメーターで直線性が得られる範囲を超えている

場合があります。ATP 標準試薬を用いて、ルミノメーターで直線性が得ら

れる範囲を確認してください。(5 ページⅥ．Ｂ．を参照) 
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問題 原因 解決法 

臓器種が異なる。 臓器種が異なると、組織中の ATP 量および、抽出後の ATP 安定性が異なり 

ます。再現性を得るためには、同一の臓器種で実験を行ってください。 

同種の臓器において、

ATP 量の個体差があ

る。 

同種の臓器においても、個体差により、ATP 量に差異が認められます。再現 

性を得るためには、同一の臓器で実験を行ってください。 

 

同一の臓器において、

臓器部位における ATP

量の差異がある。 

同一の臓器においても、臓器部位における ATP 量の差異が認められます。 

再現性を得るためには、できるだけ同条件で毎回実験を行ってください。 

組織中の ATP 量が少

ない。 
発光量が低い場合は、バックグラウンドとの S:N 比が取り難く値がばらつきま 

す。測定時間を長くするなどの測定条件を検討してください。 

ホモジネートから上清

調製までの実験条件が

毎回異なる。 

①ホモジネートバッファーは、ATP 抽出効率および発光反応に影響を与えま

す。毎回同じ溶液でホモジネートを行ってください。 

②ホモジネート条件(臓器量、ホモジネートバッファー量、ホモジネートのスト

ローク回数や温度条件など)を毎回統一してください。 

③遠心分離の設定条件や行う回数を毎回統一してください。 

④ホモジネートの希釈倍率は必ず一定にしてください。 

試薬が劣化している。 試薬保存状態により、試薬の劣化が起こっている場合があります。 

①ATP溶液を用いて、L/L試薬の発光活性を確認してください。(5ページⅥ．

Ｃ．を参照) 

②凍結解凍を繰り返さないでください。最初の解凍時に、必要量ずつ分注し

ておくことをお勧めします。(2 ページⅢ．を参照) 

ATP 抽出試薬添加から

室温静置までの実験条

件が異なる。 

①ATP 抽出試薬は必ず室温に戻してください。 

②上清に ATP 抽出試薬を添加する際は、必ず上清と等量加えてください。

等量以外では、抽出効率が低下する場合があります。 

③上清と ATP 抽出試薬を混合した後、必ず室温にて 30 分間静置してくださ

い。混合後、すぐ測定した場合や、氷中に静置した場合は、ATP の抽出が

不十分の場合があります。 

④上清と ATP 抽出試薬の混合後の静置時間は、毎回統一してください。(抽

出試薬添加 30 後から 60 分以内を推奨) 

L/L 試薬が常温に戻っ

ていない。 
ルシフェラーゼ発光反応は、温度によって大きく影響されます。L/L 試薬を添

加する前に、L/L 試薬が室温に戻っていることを確認してください。 

L/L 試薬と検体がよく

混ざっていない。 

①必ず、検体 100μl に対し、L/L 試薬 100μl を添加してください。 

②検体を数回転倒混和し、濃度を均一化させた後、キュベットに分注しま 

す。 

③測定前に L/L 試薬のバイアルを軽く振り、よく混合してください。 

④キュベットに添加する L/L 試薬のスピードはできるだけそろえてください。 

⑤L/L 試薬は検体に直接加えてください。(キュベットの壁伝えに添加しない 

でください。) 

⑥ルミノメーターで測定する前に、素早くキュベットを 2、3 度振ってください。 

L/L 試薬添加後から測

定開始までのタイムラ

グが毎回異なる。 

 

L/L 試薬を添加した後は、素早く測定してください。 

また、L/L 試薬を添加してから、測定するまでのタイムラグは、毎回そろえて 

ください。タイムラグの差異は、発光量の減衰により、測定値の誤差の原因 

となります。 

L/L 試薬をまとめてキュ

ベットに分注している。 
L/L 試薬をキュベットに分注する操作は、測定ごとに 1 本ずつ繰り返し行って 

ください。複数のキュベットにまとめて分注すると、測定までの間に発光量の 

減衰が起こります。 

測 定 値 が ば

ら つ く 。 ま た

は、再現性が

とれない。 

測定機器の測定条件

が異なる。 

ルシフェラーゼの発光反応（最大発光量＆発光継続時間）は、温度によって

大きく影響されます。高い再現性を得るためには、ルミノメーターの設定温度

および測定条件を毎回同一にしてください。 
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Ⅸ． 保証について 

 
 製造元では、本製品に不具合があった場合、代替の製品を提供することを保証しますが、それ以外の保証は致しま

せん。製造元は、特別な、若しくは結果として生じる損害または、本製品の使用から直接的または間接的に生じる費

用を含むいかなる損害にも責任を負いません。 

 

Ⅹ． 使用上のご注意 

 
●ご使用前に必ず製品安全データーシート(MSDS)をお読みください。 
●本製品を研究用途以外には使用しないでください。 

●日本国内のみで使用してください。 

●使用期限と保存条件を必ず守ってください。 

●本製品を火気に近づけないでください。 

●本製品の廃棄は、お客様の施設の廃棄ルールに従って処分してください。 

●本製品に使用する他の試薬・器具・機械は、使用前に必ず各々の使用説明書をよく読み、その指示に従って調整・

準備を行ってください。 

●本製品に使用する他の試薬・器具は必ず滅菌してください。 

●材質によっては、試薬の付着により腐食・変色する場合がありますので、試薬が付着した器具・機械は蒸留水でよ 

く洗浄してください。 

●試薬類を誤って飲み込んだ場合は、応急処置として水を飲ませ、直ちに医師の診断を受けてください。 

●手袋、保護用メガネ等により適切な身体保護を施し、試薬類の身体への接触を避けてください。万一、試薬類が目 

に入ったり、皮膚に付着した場合は、応急処置として水で洗い流し、直ちに医師の診断を受けてください。 
●その他、ご不明な点がございましたら、下記問い合わせ先までご連絡ください。(9:00～17:30) 

 
 

 

 

 

 

お問い合わせ先 

 

東洋ビーネット（株）バイオプロダクツ部 

〒104-0031 東京都中央区京橋 2-3-13 

TEL:03-3272-1954  FAX03-3272-8276 

E-mail: bio@toyo-b-net.co.jp 

HP: http://www.toyo-b-net.co.jp/ 


