
 
  
 
 
 
 
 

細胞内を素早く色鮮やかに染色しませんか？  

CytoPainter はミトコンドリアやリソソーム、アクチ

ンフィラメントなどの細胞内の小器官を簡単に染色で

きる便利なキットです。 
 

製品の特長 
 

 簡単な操作： 細胞を用意したら染色液を加え、インキュベート培養するだけです。 
 多重染色に適用： 蛍光標識二次抗体、核染色色素、GFP 発現細胞など、さまざまな蛍光との組み合わ

せが可能です。 
 アクチンフィラメント、リソソーム、ミトコンドリアが即時に可視化でき、共局在性の研究に最適です。 
 生細胞ラベルが可能： 細胞の運動性など、細胞の空間的・時系的追跡に利用できます。 

 

 

 

CytoPainter F-Actin Staining kits 

アクチンフィラメントを 30 分で可視化 

 

細胞の種類や環境の違いによるアクチンフィラメントを染色して観察し、比較することは、細胞極性や小胞運動、

細胞分裂などの研究に有用です。アクチンフィラメントの染色は、特異的に結合する物質ファロイジンの蛍光標識

体で行います。 

 

特長と利点: 

 アクチン単量体やアクチン二量体は染色せず、アクチンフィラメントにのみ特異的に染色。 

 安定性の高い蛍光色素で標識。 

 4 種類の色を用意。 

 一般的な蛍光顕微鏡のフィルターで検出可能。 

 固定済あるいは固定前の組織切片、細胞培養、無細胞系など多くの実験に適用可能。 

 

 

製品名 サンプル 励起波長/蛍光波長 色調 製品番号 

F-actin Staining Kit - 

Blue Fluorescence 

Fixed tissue sections, fixed 

cells or cell-free experiments 

350/450nm  ab112124 

F-actin Staining Kit - 

Green Fluorescence 

Fixed tissue sections, fixed 

cells or cell-free experiments 

500/520nm  ab112125 

F-actin Staining Kit - 

Orange Fluorescence 

Fixed tissue sections, fixed 

cells or cell-free experiments 

550/575nm  ab112126 

F-actin Staining Kit - 

Red Fluorescence 

Fixed tissue sections, fixed 

cells or cell-free experiments 

594/610nm  ab112127 

 

 

細胞内染色キット 

CytoPainter 

 



 
 
 

CytoPainter Lysosomal/Mitochondrial Staining Kits 

リソソームとミトコンドリアを生細胞で可視化 

 

特徴的な専用蛍光色素は特定の細胞小胞に選択的に入るようにデザインされています。 

リソソームおよびミトコンドリアの染色色素は濃度転移型の物質で、リソソームの pH 勾配によってリソソーム内

に、ミトコンドリアの膜電位勾配によってミトコンドリア内に、それぞれ蓄積し染色します。どちらの染色も生細

胞において起こるため、空間的のみならず経時的な観察と研究にも有効です。 

 

特長と利点: 

 安定性の高い専用の蛍光色素を利用。 

 3 種類の色素を用意。 

 一般的な蛍光顕微鏡のフィルターで検出可能。 

 浮遊細胞、付着細胞などの生細胞に最適 （固定細胞には適さない）。 

 

Lysosomal staining kits 
 

蛍光標識タンパク質を用い、特定のタンパク質の細胞内における局在の変化を観察するという手法が行われていま

す。この手法にアブカムのリソソーム染色キットを併用すれば、エンドサイトーシスや食作用を経た蛍光標識タン

パク質のリソソームへの移動や処理といった、リソソーム活性の経時的観察や実験がさらに容易になります。 

 

製品名 サンプル 励起波長/蛍光波長 色調 製品番号 

Lysosomal Staining Kit - 

Blue Fluorescence 

Live adherent & 

suspension cells 

360/445nm  ab112135 

Lysosomal Staining Kit - 

Green Fluorescence 

Live adherent & 

suspension cells 

490/525nm  ab112136 

Lysosomal Staining Kit - 

Green Fluorescence 

(large stokes shift) 

Live adherent & 

suspension cells 

405/480nm  ab112138 

Lysosomal Staining Kit - 

Orange Fluorescence 

Live adherent & 

suspension cells 

540/560nm  ab138895 

Lysosomal Staining Kit - 

Red Fluorescence 

Live adherent & 

suspension cells 

540/590nm  ab112137 

Lysosomal Staining Kit - 

Deep Red Fluorescence 

Live adherent & 

suspension cells 

590/620nm  ab138896 

 

Mitochondrial Staining Kits 
 

細胞内におけるエネルギー産生の中心的役割を担っているミトコンドリアは、細胞増殖や細胞周期、アポトーシス

などにも幅広く、また深く関与していることが知られています。生細胞を染色できるアブカムのミトコンドリア染

色キットは上記分野に加え、細胞接着、走化性、細胞生存などの様々な分野の実験に利用できます。 

 

製品名 サンプル 励起波長/蛍光波長 色調 製品番号 

Mitochondrial Staining Kit - 

Green Fluorescence 

Live adherent & 

suspension cells 

490/520nm  ab112143 

Mitochondrial Staining Kit - 

Orange Fluorescence  

(large stokes shift) 

Live adherent & 

suspension cells 

405/550nm  ab138897 

Mitochondrial Staining Kit - 

Orange Fluorescence 

Live adherent & 

suspension cells 

545/575nm  ab112144 

Mitochondrial Staining Kit - 

Red Fluorescence 

Live adherent & 

suspension cells 

580/600nm  ab112145 

 



 
 
 

Cytopainter Cell Tracking Kits 

退色なしに生細胞を可視化 

 

色素は疎水性分子で、細胞膜を通って細胞内部に取り込まれます。取り込まれた後も数時間は安定で、強い蛍光を

発します。光に対する安定性が高い蛍光色素なので、長時間光に暴露される可能性のある細胞、実験にも適用でき

ます。細胞の走化性、生死判定などにおける優れたツールとなります。 

 

特長と利点 

 光に対する安定性が高く、退色しにくい色素です。 

 5 種類の異なった波長の色素を用意しています。遺伝子導入細胞など多くの種類の細胞を用いる場合にも適

用できます。 

 一般的な蛍光顕微鏡フィルターに適合します 

 浮遊細胞と接着細胞の両方に使用できます。 

 

 

製品名 サンプル 励起波長/蛍光波長 色調 製品番号 

Cell Tracking Staining Kit - 

Blue Fluorescence 

Live adherent & 

suspension cells 

359/461nm  ab138890 

Cell Tracking Staining Kit - 

Green Fluorescence 

Live adherent & 

suspension cells 

490/520nm  ab138891 

Cell Tracking Staining Kit - 

Orange Fluorescence 

Live adherent & 

suspension cells 

540/560nm  ab138892 

Cell Tracking Staining Kit - 

Red Fluorescence 

Live adherent & 

suspension cells 

575/600nm  ab138893 

Cell Tracking Staining Kit - 

Deep Red Fluorescence 

Live adherent & 

suspension cells 

637/650nm  ab138894 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ab138890 Blue ab138891 Green 

ab138892 Orange ab138893 Red ab138894 Deep Red 

Product Highlight 

Cytopainter Cell Tracking Kits 
 
Blue, Green, Orange; 
Fluorescence Microscopy Images of U2OS 
cells stained with 2 µM CytoPainter Cell 
Tracking Staining Kit - each Fluorescences 
in a black wall/clear bottom 96-well plate. 
 
Red, Deep Red; 
Hela cells stained with CytoPainter Cell 
Tracking Staining Kit - each Fluorescences 
in a Costar black wall/clear bottom 96-well 
plate. 



 
 
 

Other cellular staining reagents 
 

アブカムでは CytoPainter 以外にも細胞骨格や細胞内小器官、核などを染色する各種蛍光染色試薬を取り揃えてい

ます。実験系に合わせて製品をお選びください。 

 

製品名 サンプル 励起波長/蛍光波長 色調 製品番号 

CFSE - Cell Labeling Kit Adherent cells, 

suspension cells 

492/517nm  ab112143 

CyTrack Orange - nuclear & 

cytoplasmic staining 

Adherent cells, 

suspension cells 

457-488-549/615nm  ab109203 

DRAQ5 - nuclear staining Adherent cells, 

suspension cells 

644/697nm  ab108410 

DRAQ7 - nuclear staining Fixed adherent and 

suspension cells, 

fixed tissue sections 

644/697nm  ab109202 

Fluoroshield Mounting 

Medium with DAPI 

Fixed adherent and 

suspension cells, 

fixed tissue sections 

359/461nm  ab104139 

Propidium Iodide Fixed adherent and 

suspension cells, 

fixed tissue sections 

536/617nm  ab14083 
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販売店・取扱店 

DRAQ5™ (ab108410) 
DRAQ5™ (ab108410) は細胞内の二本鎖 DNA を特異的に染色
する蛍光色素です。生細胞と固定細胞の両方に適用が可能です。 
DRAQ5™とは 

 遠赤色蛍光を発するアントラキノン系色素です。分子量
は 412.54Da です。 

 光退色がなく、光学的・化学的に安定です。 
 DNA の定量的な解析が可能です。 
 定量的に DNA と結合するため、細胞周期の分析が可能

です。 
HeLa cells were stained with Lamin B1 antibody - Nuclear Envelope 
Marker (ab16048) and alpha Tubulin antibody [DM1A] - Loading Control 
(ab7291). The cells were 100% methanol fixed (5 min) and then 
incubated in 1%BSA in 0.1% PBS-Tween for 1h to permeabilize the cells 
and block non-specific protein-protein interactions. The cells were then 
incubated with the primary antibodies (ab16048 & ab7291) at 1µg/ml 
overnight at 4C.. The secondary antibodies were Goat polyclonal 
Secondary Antibody to Rabbit IgG - H&L (DyLight® 488), pre-adsorbed 
(ab96899) (green) and Goat polyclonal Secondary Antibody to Mouse 
IgG - H&L (DyLight® 594), pre-adsorbed (ab96881) (red) used at 1/250 
dilution for 1h at room temperature. 5µM DRAQ5 was added to the 
secondary antibody mixture to label nuclear DNA (pseudocolor purple). Immunocytochemistry/ Immunofluorescence - 

DRAQ5™ 50 µl (5mM) (ab108410) 

Product Highlight 

その他、IHC （免疫組織染色）、ICC （免疫細胞化学）、IF 
（免疫蛍光法）、ライヴ・セル・イメージング、電子顕微鏡な
ど、イメージングに用いる標識二次抗体製品や蛍光色素製品は 

www.abcam.co.jp/imaging をご覧ください。 


