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imaging experiments

Alexa Fluor® is a registered trademark of Life Technologies.
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Abcam by Life Technologies.
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? 標識二次抗体の選び方 FAQ
Question

どのような標識物を選べばいいですか？Q

選ぶべき標識物の種類は実験によって異なります。例えばウ
エスタン・ブロッティングやELISAでは、HRPやAPなどを
標識した酵素標識抗体が広く用いられます。高感度が求めら
れる免疫組織染色で、Avidin-Biotin反応を利用した酵素シ
グナル増幅系を行なう場合には、Biotin標識抗体が用いられ
ます。HRP、AP、Biotinにつきましては、中面の解説をご参
照ください。フローサイトメトリーや蛍光細胞染色、蛍光組
織染色の場合には、蛍光色素標識の二次抗体が用いられます。 A

Pre-adsorbedと記載されている 
二次抗体製品がありますが、これは何ですか？
またどのような時に使用するのですか?

Q

「血清吸着処理済み」の二次抗体です。二次抗体を各種動物
由来の血清と反応させることにより、それら血清を反応す
る抗体画分を予め除去しています。血液、あるいは血液を内
在的に多く含むような組織をサンプルとして実験を行った
場合、二次抗体が内在性の抗体と反応する可能性がありま
す。Pre-adsorbed二次抗体を用いれば、そのような非特
異反応を低く抑えることができます。 A

F（ab）およびF（ab’）2フラグメント製品は、 
どのような時に使用するのですか?

Q

F（ab）またはF（ab’）2フラグメントの製品は、抗体（イムノ
グロブリン）分子からFc領域を除いたものです。一次抗体
のFc領域は、サンプル中のマクロファージなどの細胞表面
上のFcレセプターと非特異的に結合する可能性があります
が、F（ab）やF（ab’）2にはこのような反応はありません。ま
た分子のサイズが小さいため、細胞内や組織内に浸透しや
すいという特長もあります。 A
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Alexa Fluor®標識二次抗体は多重染色に 
使用できますか？

Q

波長が互いに十分に離れた色素の標識抗体であれば可能です。アブ
カムのAlexa Fluor® 標識二次抗体は9種類もの色素を取り揃えて
いますので、多重染色の選択に十分です。選択に当たっては下記の
スペクトルをご参照ください。

A

Alexa 
Fluor®

Color in 
vial*

Absorption 
Max (nm)

Emission 
Max (nm)

Emission 
Color**

Matching 
Dyes

405 Colorless 402 421 Bule Cascade Blue

488 Yellow 495 519 Green Cy2®, FITC 
(fluorescein)

555 Pink 555 565 Orange Cy3®, TRITC 
(Rhodamine)

568 Violet 578 603 Orange/ 
Red

Rhodamine 
Red

594 Purple 590 617 Red Texas Red

647 Blue 650 668 Far Red APC, Cy5®

680 Blue 679 702 Near-IR*** Cy5.5®, IR680

750 Cyan 749 775 Near-IR*** Cy7®

790 Cyan 784 814 Near-IR*** IR800

*	 容器中の色素（標識抗体）が示す色調
**	 蛍光顕微鏡等のフィルターを通して励起された色素が示す色調
***	650nmを超えた赤外領域では可視光として観察することは不可能

例えば次のような組み合わせが有効です。

二重染色 Alexa Fluor® 488 / Alexa Fluor® 647

三重染色 Alexa Fluor® 405 / Alexa Fluor® 555 / Alexa Fluor® 647

Alexa Fluor® 405 Alexa Fluor® 488 Alexa Fluor® 555
Alexa Fluor® 568 Alexa Fluor® 594 Alexa Fluor® 647

Alexa Fluor® 750Alexa Fluor® 680 Alexa Fluor® 790
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Wavelength (nm)
300 350 400 450 500 550 600 650 700 750 800 850 900

数あるAlexa Fluor®標識二次抗体の中から、 
アブカムの製品を選ぶ理由はありますか?

Q

はい、5つあります。
❶ 9種類の色素（ 405 488 555 568 594 647 680 750

790 ）と9種類のターゲット動物種（ウサギ・マウス・ラッ
ト・ニワトリ・ヤギ・ヒツジ・モルモット・ハムスター・ヒト）
からなる豊富なラインアップです。

❷ 全製品国内在庫があります。ご注文後お待たせしません。
❸ お求めやすい価格です。
❹ 多くのPre-adsorbed抗体を取り揃えています。
❺ 全製品Abpromiseの対象です。うまくワークしなかっ

た場合は交換します。 A

早い!
安い!

きれい!
二次抗体に蛍光標識抗体を用いた手法で
す。HRP/化学発光検出系よりも定量性
に優れ、また2種類の蛍光標識抗体を用
いれば、マルチカラー解析も可能です。
マルチカラー解析を行う場合には、二次
抗体としてAlexa Fluor®680とAlexa 
Fluor®790標識抗体を用い、赤外線イ
メージング機器で検出するのがお勧めで
す。詳しい情報はこちらをご覧ください。
www.abcam.co.jp/JP_Alexa_FWB A

蛍光ウエスタン・ブロッティングという技術があるのですか？Q



鮮明な画像を得るなら

アブカムのAlexa Fluor®標識二次抗体
シグナル検出なら

アブカムの多彩な標識二次抗体
antibody antibody

Target 
antibody Host Pre-

adsorbed
Alexa 

Fluor® 405
Alexa 

Fluor® 488
Alexa 

Fluor® 555
Alexa 

Fluor® 568
Alexa 

Fluor® 594
Alexa 

Fluor® 647
Alexa 

Fluor® 680
Alexa 

Fluor® 750
Alexa 

Fluor® 790

Rabbit  
IgG H&L

Donkey

ab175651 ab150073 ab150074 ab175470 ab150076 ab150075 ab175772 ab175731 ab175780

✓ ab175648 ab150061 ab150062 ab175692 ab150064 ab150063 ab186692 ab175728 ab186693

✓ ab175649 ab150065 ab150066 ab175693 ab150068 ab150067 ab175729

Donkey 
F(ab')2

✓ ab181346 ab150070 ab175694 ab150072 ab181347 ab175730

Goat

ab175652 ab150077 ab150078 ab175471 ab150080 ab150079 ab175773 ab175732 ab175781

✓ ab175653 ab150081 ab150082 ab175695 ab150084 ab150083 ab186696 ab175733 ab186697

✓ ab175654 ab150085 ab150086 ab175696 ab150088 ab150087 ab175734

Rabbit IgG Fc Goat
ab175655 ab150089 ab150090 ab175697 ab150092 ab150091 ab175735

✓ ab175656 ab150097 ab150098 ab175698 ab150100 ab150099 ab175736

Rabbit IgM Goat ab150093 ab150095

Mouse  
IgG H&L

Donkey
ab175658 ab150105 ab150106 ab175472 ab150108 ab150107 ab175774 ab175738 ab175782

✓ ab175659 ab150109 ab150110 ab175700 ab150112 ab150111 ab186698 ab175739 ab186699

Donkey 
F(ab')2

ab175699 ab175737

✓ ab150101 ab150103

Goat
ab175660 ab150113 ab150114 ab175473 ab150116 ab150115 ab175775 ab175740 ab175783

✓ ab175661 ab150117 ab150118 ab175701 ab150120 ab150119 ab186694 ab175741 ab186695

Rabbit ✓ ab175663 ab150125 ab150126 ab175703 ab150128 ab150127 ab186701 ab175743 ab186702

Rabbit 
F(ab')2

ab169345 ab175718 ab169348 ab175762

Mouse IgM Goat ab175662 ab150121 ab175702 ab150123 ab175742

Rat IgG H&L

Donkey ✓ ab175670 ab150153 ab150154 ab175475 ab150156 ab150155 ab175777 ab175750 ab175785

Donkey 
F(ab')2

✓ ab150149 ab150150 ab175708 ab150152 ab150151 ab175749

Goat
ab175671 ab150157 ab150158 ab175476 ab150160 ab150159 ab175778 ab175751 ab175786

✓ ab175673 ab150165 ab150166 ab175710 ab150168 ab150167 ab175753

Goat 
F(ab')2

✓ ab150162 ab150164 ab175752

Rabbit 
F(ab')2

ab169346 ab175719 ab169349 ab175763

Rat IgG Fc Goat 
F(ab')2

✓ ab150161 ab150163

Goat  
IgG H&L

Donkey
ab175664 ab150129 ab150130 ab175474 ab150132 ab150131 ab175776 ab175744 ab175784

✓ ab175665 ab150133 ab150134 ab175704 ab150136 ab150135 ab175745

Donkey 
F(ab')2

✓ ab150137 ab150138 ab175705 ab150140 ab150139 ab175746

Rabbit
ab175667 ab150141 ab150142 ab150144 ab150143 ab175747

✓ ab175668 ab150145 ab150146 ab175707 ab150148 ab150147 ab175748

Rabbit 
F(ab')2

ab169344 ab175717 ab169347 ab175761

Chicken  
IgY H&L Goat

ab175674 ab150169 ab150170 ab175477 ab150172 ab150171 ab175779 ab175754 ab175787

✓ ab175675 ab150173 ab150174 ab175711 ab150176 ab150175 ab175755

Sheep  
IgG H&L

Donkey ab175676 ab150177 ab150178 ab175712 ab150180 ab150179 ab175756

Rabbit ab150181 ab150182 ab175713 ab150184 ab150183 ab175757

Guinea pig IgG 
H&L Goat ab175678 ab150185 ab150186 ab175714 ab150188 ab150187 ab175758

Armenian 
Hamster  
IgG H&L

Goat ab175680 ab173003 ab175716 ab173004 ab175760

Syrian Hamster 
IgG H&L Goat ab175679 ab180063 ab175715 ab180117 ab175759

Human IgM Rabbit ab150189 ab150191

：¥ 24,000 ：¥ 29,000 ：¥ 30,000

Target antibody Host Pre-
adsorbed 非標識 HRP AP Biotin

Rabbit IgG H&L

Donkey
ab6701 ab16284 ab97061 ab6801

✓ ab7078 ab7083 ab7084 ab7082

Donkey F(ab')2 ✓ ab98486 ab98493 ab98487

Goat
ab6702 ab6721 ab97048 ab6720

✓ ab7085 ab7090 ab7091 ab7089

Rabbit IgG Fc Goat
ab97196 ab97200 ab97197 ab97198

✓ ab98460 ab98467 ab98461

Rabbit IgM Goat
ab97191 ab97195 ab97192 ab97193

✓ ab98451 ab98459 ab98452 ab98453

Mouse IgG H&L

Donkey
ab6707 ab205724 ab97027 ab208001

✓ ab7056 ab7061 ab7062 ab7060

Goat
ab6708 ab97023 ab97020 ab207996

✓ ab7063 ab97040 ab7069 ab7067

Rabbit
ab6709 ab6728 ab6729 ab6727

✓ ab7070 ab7075 ab7077 ab7074

Mouse IgM Goat
ab97226 ab97230 ab97227 ab97228

✓ ab98671 ab98679 ab98672 ab98673

Rat IgG H&L

Donkey
ab102178 ab102182 ab102179 ab102180

✓ ab102257 ab102265 ab102258 ab102259

Goat
ab97053 ab205720 ab6846 ab207997

✓ ab7092 ab7097 ab7098 ab7096

Goat F(ab')2 ✓ ab98393 ab6120 ab6121 ab98395

Rabbit 
ab6703 ab6734 ab102169 ab6733

✓ ab7099 ab7104 ab7103

Rabbit F(ab')2 ✓ ab6116 ab6250 ab6251 ab6249

Rat IgG Fc Goat F(ab')2 ✓ ab6252 ab98410 ab6258 ab98404

Goat IgG H&L

Donkey
ab6880 ab6885 ab97107 ab6884

✓ ab7120 ab7125 ab7126 ab7124

Rabbit
ab6697 ab6741 ab6742 ab6740

✓ ab7127 ab97105 ab7133 ab7131

Rabbit F(ab')2 ✓ ab102346 ab102354 ab5756 ab5753

Chicken IgY H&L Goat
ab6872 ab6877 ab6878 ab6876

✓ ab7113 ab7118 ab7119 ab7117

Sheep IgG H&L
Donkey ab6895 ab6900 ab97122 ab6899

Rabbit ab6704 ab6747 ab6748 ab6746

Guinea pig IgG H&L
Goat

ab6903 ab6908 ab97152 ab6907

✓ ab7134 ab7139 ab7140 ab7138

Rabbit ab6698 ab6771 ab102357 ab6770

Armenian Hamster  
IgG H&L Goat ab5738 ab5746 ab5744

Syrian Hamster  
IgG H&L Goat

ab6887 ab6892 ab102305 ab6891

✓ ab102314 ab7146 ab7147 ab7145

Human IgG H&L Goat
ab97161 ab6858 ab97162 ab6857

✓ ab7148 ab97175 ab7154 ab7152

Human IgM Goat
ab97201 ab97205 ab97202 ab97203

✓ ab98541 ab98549 ab98542 ab98543

：¥ 25,000 ：¥ 29,000 ：¥ 30,000

Horseradish 
Peroxidase

● 	安価、安定性が高い、反応
が早いといった特長がありま
す。

● 	標識酵素の中で最も多用さ
れており、ウエスタン・ブロッ
ティング、ELISA、免疫組織
染色などで幅広く用いられて
います。

● 	免疫組織染色の場合、内在
性ペルオキシダーゼの影響を
受けるため、ブロッキングの
処理が必要です。

● 	水溶性の発色基質としては
TMB、ABTS、不溶性の発
色基質としてはDAB、AEC
などがあります。

HRP

Alkaline Phosphatase

● 	サンプル由来の内在性物質
の影響を受けにくく、特異性
が高いのが特長です。

● 	ELISAや免疫組織染色など
で用いられます。

● 	水溶性の発色基質はpNPP、
不溶性の発色基質としては
BCIP/MBTなどがあります。

AP

Biotin

● 	アビジンまたはストレプトアビ
ジンと非常に強固に結合し、
多数の酵素を含む複合体を
形成します。

● 	形成された複合体はシグナル
を増幅できます。そのため発
現量の少ないタンパク質でも
検出する事が可能となります。

Biotin

・2016年6月現在の価格です。	・価格は予告なしに改定される場合があります。予めご了承ください。	・表示価格に消費税は含まれておりません。 ・2016年6月現在の価格です。	・価格は予告なしに改定される場合があります。予めご了承ください。	・表示価格に消費税は含まれておりません。


