
研 究 用

CT-Pro20
Cell & Tissue Processor

世界最小ロータリー式
キシレンフリーパラフィン包埋装置



5つの特長
❶ 実験台に乗るコンパクト設計
❷ 環境にやさしい専用溶媒『G-NOX』（ドラフト不要）
❸ キシレンフリーにより装置の設置場所を選びません（ドラフト不要）
 オプションの排気ダクトユニット（別売）により、排気を直接ドラフトに引き

込むことも可能です。

❹ 細胞サンプルの包埋も可能
 ツイスト攪拌システムにより、均一かつ細胞にも優しい溶液の浸透を実現
 壊れ易い構造を持つ細胞標本の作製も可能です。

❺ ジェノスタッフ社の全面的なバックアップ (内容詳細はP5をご覧ください。）

 専任の技術者がいなくても、安定したデータの取れる標本の作製が可能です。  

ISH（ in situ ハイブリダイゼーション）専用機としておすすめです！
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世界最小ロータリー式 キシレンフリーパラフィン包埋装置
Cell & Tissue Processor

Cat. No. 価格（税抜）

GSCT-Pro20 一式　 ￥2,600,000

本体サイズ W430×D430×H690mm

重量 約30kg（本体のみ）　　　　　　

電源 100～120V　15A

処理工程数 12槽（有機溶媒槽 9槽，パラフィン槽 3槽）

パラフィン槽温度 ２点選択（55℃または65℃）

処理可能カセット数 最大２０個（２カゴ同時使用時）

入力方式 タッチパネル　

排気処理 活性炭フィルター
（オプションで排気ダクトユニット接続可能）

排気ダクトユニット（１m ～５m）

本体側面の排気ファンからの排気を、外部に漏らさず直接
ドラフトチャンバー内に送ることが可能になります。
本体を設置した後でも容易に接続できます。
価格等に関してはお問い合わせ下さい。

CT-Pro20 オプション
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キシレンフリーの技術革新!

右の図は、G-NOX、キシレン、A社B社代替キシレンを用いて作製したマウス脳
パラフィン切片で、ISHを行った染色像です。
同じ条件でパラフィン包埋、ISHを行ったところ、G-NOXで一番強いシグナル
が得られました。 
G-NOXはその他の組織においても、キシレンと同等以上の染色結果が得られ
ています。
G-NOXは代替キシレンとしてISHの染色性に優れた製品です。

G-NOX

キシレン

A社代替キシレン

B社代替キシレン

β-actin ‒ mouse Brain 発色：NBT/BCIP（青）

in situ Hybridization: ISH 染色比較

免疫組織化学染色: IHC 染色の例

染色比較データ

キシレンと G-NOX の毒性データ比較表

G-NOX は IHC の染色性にも優れています。 発色：DAB（茶）

Iba1 ‒ rat Brain CD163 ‒ rat Kidney nNOS ‒ rat Liver

Cathepsin K-mouse_Femur CCK ‒ mouse Small intestine NeuN ‒ mouse Spinal cord

Ki67 ‒ marmoset Large intestine

CD31 ‒ human Large intestine 
            cancer

環境にやさしい専用溶媒「G-NOX」。染色性に優れており低毒性・低臭性です。

● 　 ● 　 ● 　 ● 　 ● 　 ● 　 ●

ジーノックス

 キシレン G-NOX

芳香族・ハロゲン族 含む 含まない

悪臭防止法 該当（悪臭物質） 非該当

 危険物 危険物

消防法 第四類 第四類

 第二石油類 第二石油類

 危険等級　III 危険等級　III

労働安全衛生法 
第二種 非該当

有機溶剤中毒予防規則  

毒物劇物取締法 劇物 非該当

PRTR法 第一種 非該当

組織のパラフィン包埋工程における
中間剤として、CT-Pro20専用に開
発しました。

項目 G-NOX キシレン

外観 無色透明 無色透明

沸点範囲 150 ～165℃ 139 ～142℃

引火点 31℃ 29℃

芳香族・ハロゲン族 含まない 含む

● 物性  ※キシレンとの比較参照データ

● 適用法令 ※ キシレンとの比較参照
項目 G-NOX キシレン

消防法
第四類 第二石油類

危険等級 Ⅲ
第四類 第二石油類

危険等級 Ⅲ

労働安全衛生法
有機溶剤中毒予防規則

非該当 第二種

PRTR 法 非該当 第一種

毒物劇物取締法 非該当 劇物

悪臭防止法 非該当 該当（悪臭物質）

Cat. No. 容量 価格（税抜）

GSGN04 　4L ￥7,000
GSGN08 4L×２本 ￥13,000

低臭・低毒性で安全性が高い
有機溶剤中毒予防規則 ： 非該当　
PRTR 法 ： 非該当

環境対応型キシレン代替剤
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浮遊細胞および杯盤胞の解析

iPGell®を使用して、CT-Pro20でパラフィン包埋しています。

iPGell®を使用して、CT-Pro20でパラフィン包埋しています。

カルチャーインサート*内で培養した細胞や 3D培養皮膚の解析

CT-Pro20 を用いることで、繊細な構造を壊さずにパラフィン包埋することができます。

＜HE染色:形態観察＞

＜in situ Hybridization: 遺伝子A＞ ＜免疫組織化学染色（IHC）: 抗体B＞＜HE染色＞

＜in situ Hybridization: TypeⅡ collagen＞

＊ 組織切片を作製し断面を観察することによって、胚様体の一部に軟骨組織が誘導されたことが確認されました。

＜HE染色:形態観察＞

＊ 連続組織切片を作製し、一定枚数おきにHE染色を行いました。

Anti-Sense probe

Sense probe

強制発現細胞

正常細胞

mouse Blastocyst

カルチャーインサート* カルチャーインサート* 内で共培養
（上皮細胞＋スフェロイド）＜HE 染色＞

a b

a b

＊２種類の細胞が接着している様子を観察
　することができます。（矢印）

3D 培養皮膚＜HE 染色＞ マウスES 細胞＜HE 染色＞

＜in situ ハイブリダイゼーション＞

Left to Right：
β-Actin, Oct-4, Nanog, 
Negative control

マウス細胞由来の胚様体を解析（ 3D培養細胞の解析）解析例1

解析例2

解析例3

CT-Pro20でパラフィン包埋した培養細胞を切って解析！
培養細胞に優しいCT-Pro20

＊カルチャーインサート：コーニング社のTranswell®を使用しております。

斬！



揮発防止蓋
運転中の溶液の揮発を抑えます。

セーフティ･トレイ
もし溶液がこぼれても装置に回らずドレインに排出されます。

液ダレ防止カバー
液ダレ防止カバーによりカゴ移動時の液ダレを
防ぎ、装置の汚れを抑えます。 カゴ移動中の液ダレ

PP センサー
PP センサーにより、パラフィ
ンが溶けていない場合は事前
に検出し、自動停止

ツイスト攪拌システム

ツイスト攪拌システムに
よる上下左右の動きで
溶液をしっかり攪拌し、
素早く均一に浸透させ
ます。

安心 安全

安心

安全

組織染色の経験や特別な技術がなくても心配いりません。
ジェノスタッフがバックアップし、トータルソリューションをご提供いたします。
ISH で 4000 遺伝子以上、IHC では 800 抗体以上の解析実績があります。

CT-Pro20をご購入いただいた施設において、組織染色に関するセミナーを実施いたします。
ご希望の内容や技術レベルに合わせて実施させていただきます。（機器納入後　年１回　合計３回迄）

【セミナーの内容】
　• コース１．動物の解剖方法 （試験対象の動物、組織をお知らせください。）
　• コース２．免疫染色の基礎
　• コース３．ISH 用プローブ設計作製

無料技術セミナー

専門スタッフによる技術相談サポート

特別価格での受託サービスのご提供

CT-Pro20をご購入いただいたお客様だけの特典

特典

1

特典

2

特典

3

組織別の解剖方法から、固定、ブロック作製まで
のサンプリング方法に関わるご相談を承ります。

• 灌流固定が必要なのはどの組織か？
• 固定液は何を使えばいいの？
• 組織のトリミングの向きは？
• 適切なのはパラフィンそれとも凍結？

IHCの抗体選択について、メーカーや染色条件など特
異性に関するご相談を承ります。

• どこのメーカーのどの品番の抗体がおすすめなの？
• 目的とする動物種では使えるの？マウスでは？ヒ
トでは？サルでは？
• どんな条件検討が必要なの？
• ネガティブコントロールの取り方は？

ISH、IHC やその他の組織染色に関わるご相談を承
ります。 

• 骨や歯の硬組織を染めたいがどうすればいいの？
• 切片が剥がれないようにするにはどうすればいい
の？
• プローブの設計ってどうするの？
• TUNEL 染色のおすすめのキットは？

出張解剖サービスを特別価格にてお引き受けいた
します。
ジェノスタッフ社の専門の技術者が、目的に応じた
固定方法（灌流固定の有無）でサンプリングします。
固定液や解剖器具なども用意します。
詳しくはお問い合わせください。

切片作製（薄切）サービスを、１枚からでも基本
料金無しの特別価格にてお引き受けいたします。
目的組織とご希望の断面などをお知らせいただ
ければ、技術者が切片を作製します。
詳しくはお問い合わせください。

プローブ作製（遺伝子のクローニング～）サービ
スを特別価格にてお引き受けいたします。
ジェノスタッフ社のこれまでの経験をもとに、目
的遺伝子の配列からISH 用のプローブを設計、作
製します。
詳しくはお問い合わせください。

　• コース４．ISH の方法
　• コース５．組織染色のトラブルシューティング
　• その他ご希望の内容をお知らせください。
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CT-Pro20

世界最小ロータリー式
キシレンフリーパラフィン包埋装置

iPGell®

各種染色

細胞を、非加熱かつ迅速に“生きたまま”ゼリー状に固めるキットです。
そのまま固定液に浸漬することができるので、組織と同じ感覚でブロックおよび切片が作製できます。
パラフィンブロックおよび既固定凍結ブロックの作製に適しています。

初代培養細胞、ES細胞、胚様体、スフェロイド、iPS細胞、浮遊細胞、血球細胞
セルソーターで分取した特定細胞集団
微小組織、微小生物など（1mm以下）

• 細胞（塊）の断面を組織切片として観察
• 遺伝子やタンパク質の発現解析（in situ ハイブリダイゼーション、免疫組織

化学染色）
• 微小サンプルの取り扱いを容易に

Q. シャーレで培養している状態のまま固めることは可能ですか？
Q. どの程度の大きさ（上限）のサンプルまで使えますか？
Q. iPGell で固めたサンプルはそのままでどの程度保存できますか？

Q. ゼリー中の細胞は生きていますか？
Q. 既に固定した細胞を固めることは可能ですか？
Q. ゼリー状に固めたサンプルを溶かして取り出せますか？

サンプル

用　途

使用方法

細胞浮遊液 　A液を添加 　固定液を添加 　ブロック作製

　切片作製

　B液を添加

形態観察

In situ 
ハイブリダイゼーション

免疫組織化学染色

直ちに
ゼリー状に
固まります

固定終了後

1 2 3 4

6

5

A液、B液を混ぜるだけ １チューブで
固定まで可能

※ トライアルキットは初めてご注文いただくお客様限定のキットにつき、1講座1キットのみの販売とさ
せていただきます。

簡単な操作で細胞をゼリー状に固めることができます。

Cat.No. 価格（税抜）

GSPG20-1 20テスト ￥43,000

GSPG-trial 5テスト ￥5,000トライアルキット※

キット構成

保存条件

• A-solution（−20℃保存） 
• B-solution（−20℃保存） 
• サンプルチューブ（室温保存）

−20℃で6ヶ月間

iPGell  FAQ

操作方法を分かりやすく説明した動画をWEBでご覧いただけます

弊社WEBサイト内で検索 iPGell 検索

簡単・迅速！
細胞・細胞塊を生きたまま固定し、切片を作製

動画あり

アイピージェル

WEBでご覧いただけます

本製品はライフサイエンス分野における研究での使用を目的としています。仕様は2015年9月現在のものです。製品は改良のため予告なく変更する場合があります。 C0040

http://www.n-genetics.com　
info@genetics-n.co.jp

〒112-0004  東京都文京区後楽1-4-14 後楽森ビル18階
Tel. 03（3813）0961   Fax. 03（3813）0962


