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サンプルお申込みフォーム、必見のプロトコルNEXT

おかげさまで論文投稿総数 35,000報 を越えました！おかげさまで論文投稿総数 35,000報 を越えました！

Cell Counting Kit-8 の４つのポイントCell Counting Kit-8 の４つのポイント

製品サンプルご提供製品サンプルご提供
Cell Counting Kit-8 （100回用）を無償でご提供Cell Counting Kit-8 （100回用）を無償でご提供

キャンペーン①へのお申込みは本紙裏面をご覧くださいキャンペーン①へのお申込みは本紙裏面をご覧ください
2つのキャンペーンの詳しい内容はこちらから2つのキャンペーンの詳しい内容はこちらから

細胞増殖／細胞毒性測定キット細胞増殖／細胞毒性測定キット
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試薬を直接培養液に加えるだけで、細胞数に応じた培地の色の変化がみられます。 CCK-8（同仁化学） MTS（A社）

試薬添加
3時間後

Cell Counting Kit-8を添加した細胞では、試薬添加 24時間後も細胞形態に
殆ど変化はみられず、極めて細胞毒性の低い試薬であることが分かります。

試薬添加
24時間後

WST-1（B社）

CCK-8を添加 1~4時間インキュベート 吸光度を測定

① 使いやすい簡便な操作性 ③ 低い細胞毒性

② 高い試薬の安定性

世界中で使用されている Cell Counting Kit-8 は、現在も論文数は増え続けて
おり、多岐にわたる細胞種での使用実績があります。

④ 多くの論文実績

長期安定性を実現した Cell Counting Kit-8は、冷蔵で 1年間保存
できます。凍結保存が不要なため、使いたい時にそのままご利用
でき、常に安定したデータが得られます。
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オンライン Zoomにて開催オンライン Zoomにて開催

PCでご覧の方は、
QRコードをクリック
からアクセスできます。

PCでご覧の方は、
QRコードをクリック
からアクセスできます。

同仁化学研究所では細胞死研究のサポートを目的に専門の先生方をお招きし、全 4 回にわたるセミナーを予定して
います。第 1回目の細胞死セミナーでは、発生・成長・老化・再生における細胞死機構の調節など「細胞死」研究を主軸
にご研究をされている東京大学大学院 三浦 正幸 教授より、細胞死についてご解説いただきます。
細胞死に関し知識を深めたい方、これから細胞死に関連したご研究をはじめる方にお勧めの内容です。
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細胞死に関し知識を深めたい方、これから細胞死に関連したご研究をはじめる方にお勧めの内容です。

Google Scholar キーワード："CellCounting Kit-8" Dojindo

製品名

吸光度
450 nm

検出

CK04

製品コード 和光コード容量 希望納入価格

341-07761

347-07621

343-07623

341-07624

341-08001

100回用

500回用

2,500回用

5,000回用

10,000回用

¥ 5,400-

¥ 13,600-

¥ 37,800-

¥ 70,000-

¥ 102,000-

Cell Counting Kit-8

期間：2021年4月1日 ~6月14日期間：2021年4月1日 ~6月14日

Cell Counting Kit-8 Cell Counting Kit-8 Cell Counting Kit-8 Cell Counting Kit-8 ２つのキャンペーン！２つのキャンペーン！２つのキャンペーン！２つのキャンペーン！

利用装置

プレート
リーダー
プレート
リーダー

プレート
リーダー
プレート
リーダー

キャンペーン① はじめてを応援！キャンペーン① はじめてを応援！

細胞解析の

試薬がついてくる
細胞解析の

試薬がついてくる

ミトコンドリア染色試薬
代謝関連製品など
ミトコンドリア染色試薬
代謝関連製品など

キャンペーン② 新規CCK-8ご購入者様へ！キャンペーン② 新規CCK-8ご購入者様へ！
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詳細・お申込み詳細・お申込み

30秒でわかるCCK-8
WEBで公開中
30秒でわかるCCK-8
WEBで公開中 検索同仁 CCK-8

https://dojindo.co.jp/products/contents/cell_death_seminar2021.html?utm_source=paper&utm_medium=qrlink


Cell Counting Kit-8 キャンペーン
キャンペーン① 製品サンプルご提供 お申込み用紙

1）記載価格は本体価格のみで、消費税等は含まれておりません。
2）記載価格はこのパンフレット編集時（2021年3月）における希望納入価格です。予告なしに変更する場合がございますのでご注意ください。
3）試験・研究用のみに使用するものです。医療用その他の目的には使用できません。
4）本紙にご記入いただいたお客様の情報は、小社の定める個人情報の取扱いを遵守し、その他の目的に利用することはございません。
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製造元・国内問合せ先

国内販売元 取扱店

210518-1（S）Ⓒ Dojindo Laboratories. All Right Reserved.

検索製品コード　同仁

論文・技術情報を随時更新中！

    キャンペーン① 製品サンプルご提供お申込みフォーム *必須項目

キャンペーンの詳しい
内容はこちらから
キャンペーンの詳しい
内容はこちらから

   お申込み方法
下記のフォームおよびアンケートを記載頂き、富士フイルム和光純薬㈱の販売店・特約店へ本紙をお渡し下さい。

お名前 *・お役職

大学名／会社名 *

所属学科／所属部署 *

E-mail *

ご住所 *

お電話番号

販売店 *／担当者 * 販売店：　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ご担当者：

お役職：

1. 今回の CCK-8サンプルの案内はどのように知りましたか？ *

　□ 販売店からの紹介　□ 同仁化学 DM　□ インターネット検索　□ 知人の紹介　その他 （　　　　　　　　　　　　　　

1. 細胞増殖／毒性試験で現在ご使用の試薬はありますか？ *

　□ ない　□ MTT　□ MTS　□ WST-1　□ Cell Titer Glo　その他 （　　　　　　　　　　　　　　

2. なぜ CCK-8に興味をお持ちになられましたか？ *

　□ 簡便性　□ 安定性　□ 価格　□ 論文実績　□ 感度　□ 低毒性　□ サンプルだから　その他 （　　　　　　　　

3. ご研究の対象をお教えください。*

　□ がん　□ 糖尿病　□ 神経疾患　□ 骨系統疾患　□ 肺疾患　□ 遺伝子疾患　□ 感染症　□ 高血圧

　□ 生殖　□ 免疫　□ 口腔　□ 老化　□ 代謝　□ 再生医療　その他 （

4.  使用したことがある同仁化学研究所の製品（カテゴリー）をお教え下さい。*　　□ 未だ使用したことはない

　□ 細胞増殖 /毒性　□ 細胞内代謝　□ ミトコンドリア関連　□ 細胞染色　□ 細胞老化　□ 酸化ストレス　□ オートファジー

　□ 脂肪滴　□ Caイメージング　□ 抗体標識　□ 微生物　□ キレート試薬　□ タンパク質架橋剤　□ 界面活性剤　□ バッファー 

　その他 （　　　　　　　　　　　　　　

   サンプルご提供の適用条件
 ・はじめて CCK-8をお使いの方に、期間中（4月1日 ~6月14日）の申込みで 1研究室 /部署に対し、CCK-8(100回用 )1setをご提供いたします。

細胞増殖毒性測定試薬（Cell Counting Kit-8、LDH Assay Kit-WST他）と細胞染色試薬
を用いた測定方法を、図解と写真で基礎からわかりやすく解説したプロトコルです。
また、操作上の注意点やコツの他、これまで寄せられたお問合せを元に「よくある質
問」や「トラブルシューティング」も掲載しています。ぜひ実験にお役立てください。

（期間：2021年 4月1日 ~ 6月14日）（期間：2021年 4月1日 ~ 6月14日）

実験をされるすべての方へ実験をされるすべての方へ

の販売店・特約店へ 本紙をお渡しくださいの販売店・特約店へ 本紙をお渡しください

この一冊に集約
操作上のコツや注意点、測定の原理、
トラブルシューティングなど情報満載

この一冊に集約
操作上のコツや注意点、測定の原理、
トラブルシューティングなど情報満載

必見の 「細胞増殖測定 細胞染色プロトコル」
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