
遺伝子機能解析手法の中でも注目度が高く、かつ特に難易度が高いアプリケーションのひとつ
“in situ ハイブリダイゼーション”において、3,500遺伝子以上の解析に成功している高い技術力を
持った会社です。
組織切片作製における卓越した技術力のみならず、新しく開発された画期的な手法を組み込むことにより、
「組織内に発現しているRNAを可能な限り保存した状態」で高感度検出することが可能となりました。

The Zinc Transporter SLC39A13/ZIP13 Is Required for Connective Tissue Development;  Its Involvement in 
BMP/TGF-b Signaling Pathways Fukada T , Civic N , Furuichi T , Shimoda S , Mishima K , Higashiyama H , Idaira Y 
, Asada Y , Kitamura H , Yamasaki S , Hojyo S , Nakayama M , Ohara O , Koseki H , Dos Santos HG , Bonafe L , 
Ha-Vinh R , Zankl A , Unger S , Kraenzlin ME , Beckmann JS , Saito I , Rivolta C , Ikegawa S , Superti-Furga A , 
Hirano T .
PLoS ONE. 2008;3(11):e3642.

UDP acting at P2Y6 receptors is a mediator of microglial phagocytosis. 
Koizumi S, Shigemoto-Mogami Y, Nasu-Tada K, Shinozaki Y, Ohsawa K, Tsuda M, Joshi BV, Jacobson KA, Kohsaka 
S, Inoue K. 
Nature . 2007 Apr 26; 446 ( 7139 ): 1091-5 . 

● in situ ハイブリダイゼーション（ISH） ISHの全てのご要望にお応えします。まずはご相談ください。
 
● カスタム免疫組織化学染色（IHC） ウェスタンブロットから免疫組織化学染色まで一連の試験をお受けします。　　
　　 また、出張解剖もお引き受けいたします。
 
● ウェスタンブロット 組織サンプル調製から電気泳動、検出までお受けします。
 また、出張解剖もお引き受けいたします。
 
● モノクローナル抗体作製 3～4ヶ月での作製が可能です。基本工程一式 ￥900,000-
 約40日時点で抗体産生クローンが得られない場合は無料です。
 
● プロテインシーケンス（N末端アミノ酸配列）解析 1pmol以上のタンパクスポットを解析いたします。5残基￥70,000～
　　 “解析不能”の場合は無料です。
 
● ノーザンブロット 細胞・組織サンプルからお受けします。
　　 RNA抽出から画像データ作成まで ￥150,000（基本料金）＋￥10,000/レーン

● マルチブロットメンブレン（ｍRNA） マウス／ラット組織由来mRNAをブロットしたノーザンブロット用メンブレンです。
 「マウス／ラット組織別」「マウス胎仔・新生仔日齢別」から選択できます。
 5組織￥50,000-　10組織￥80,000-
 
● 1st Strand cDNA マウス／ラットの日齢別、組織別製品です。15反応分￥12,000～
 “脳 部位別”“胎仔 組織別”など豊富なラインナップが特長です。
 
● 組織染色用パラフィン切片 そのまま免疫組織化学染色（IHC）にご使用いただけるマウス/ラットのパラフィン
 切片です。
 マルチ切片（肺・心臓・肝臓・腎臓・膵臓）　スライド10枚　￥20,000-　ほか

GenoStaff

GenoStaff

ジェノスタッフ株式会社

in situ ハイブリダイゼーション 解析受託サービス

蓄積されたノウハウや技術力を活かし、新たなサービスや製品をご提供しております。

受託サービス

製　品

組　　織：マウス脳（海馬）
プローブ：β-actin

独自の手法で作製したパラフィン切片（A）と従来法で作製した（B）の感度比較

（A）発色時間：1.5hr. （B）発色時間：6hr.

解析されたデータは、既に以下の論文にて公表されております。

ジェノスタッフの方法 従来の方法

「β-actinの検出」でさえ、
圧倒的な感度の差が認められました。

※他にも多くの文献に採用されております。

解析受託サービス＆関連製品



受託サービス

GenoStaff

in situ ハイブリダイゼーション
遺伝子機能解析受託サービス

ISHの全てのご要望にお応えします。まずはご相談ください。

研 究 用

当社の in situ ハイブリダイゼーション受託サービスは、製薬企業や産官学の研究機関等で幅広くご利用い
ただいております。また、その解析された数は3,500遺伝子以上に及んでおり、品質ならびに信頼性は高
い評価を得ております。

動物の解剖および組織の固定
●貴施設にて当社技術担当者が解
剖いたします。（出張解剖）
●当社にて動物を解剖いたします。
●お手持ちの組織をご送付下さい。

1 組織ブロックの作製
独自の手法により in situ ハイブリ
ダイゼーションに適した高品質な組
織ブロックを作製いたします。

2 切片の作製
注目部位や薄切方向（冠状断・矢状
断）など、ご要望に応じて切片を作
製いたします。

3

RNAプローブの作製
●コース1
Gene Accession Numberもしく
は、Sequence Text Dataからの
設計と作製 
●コース2
クローニングさ
れたcDNA（ベ
クターに挿入ず
み）からの設計
と作製 

4 ISHの実施
RNAプローブとNBT/BCIPを用い
て、各種条件検討を行います。また
切片や試薬の品質、染色の有効性
を確認するために、当社ポジティブ
コントロール及びネガティブコント
ロールプローブ
によるチェック
も同時に行い
ます。

5 結果報告書の作成
発色部位の画像と発色部位について
の報告書を作成し、発色スライドと
共に納品いたします。

6

in situ ハイブリダイゼーション（ISH)に関わる一連の作業をお引き受けするサービスです。
◆納期及び価格 ご依頼内容を確認させて頂いたのちにご回答差し上げます。
◆秘密保持契約 ご提示いただいた情報の機密、及び試験の実施後、知り得る機密については、秘密保持契約を結んでおります。

※本受託解析サービスは、試験研究を目的として頂き、臨床診断等には使用できません。

組　　織：マウス脳（海馬）
プローブ：β-actin

独自の手法で作製したパラフィン切片（A）と従来法で作製した（B）の感度比較

（A）発色時間：1.5hr. （B）発色時間：6hr.

ジェノスタッフの方法 従来の方法

「β-actinの検出」でさえ、
圧倒的な感度の差が認められました。
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GenoStaff解 析 例

マイクロアレイでは 分からない目的遺伝子の発現の局在を解析することが可能です。 
発現組織（細胞）を知ることにより、お手持ちの遺伝子群から研究対象となる遺伝子の候補を絞り込むことができます 。

DNAマイクロアレイからのISHスクリーニング解析例1

ISHと免疫組織細胞化学染色による二重染色解析例2 機能性RNAの局在解析解析例3

マウス　胎仔 16.5 日齢

細胞種のマーカーとなる抗体と二重染色をすることにより、 ISH 
でシグナルの確認できた細胞種を特定することができます。 ま
た、目的遺伝子と他の蛋白質との関連を調べるためのアプリケー
ション としてもご利用いただけます 。 
市販されている抗体のほか、貴施設で作製された 自家製抗体の評
価にもご利用いただけます。

miRNA は遺伝子の発現制御や安定性に関与する低分子RNAで、
一般的に局在の解析が非常に難しいとされてきました。
当社では 、独自のISHノウハウに加えて最新の技術を用いてmiRNA 
の特異的な検出に成功しました。

microRNAの検出 ─mouse E17.5─

RNA研究の新しい分野として注目されている
非翻訳性RNAの局在解析を始めました。

The Zinc Transporter SLC39A13/ZIP13 Is Required for Connective Tissue Development;  Its Involvement in BMP/TGF-b Signaling Pathways Fukada 
T , Civic N , Furuichi T , Shimoda S , Mishima K , Higashiyama H , Idaira Y , Asada Y , Kitamura H , Yamasaki S , Hojyo S , Nakayama M , Ohara 
O , Koseki H , Dos Santos HG , Bonafe L , Ha-Vinh R , Zankl A , Unger S , Kraenzlin ME , Beckmann JS , Saito I , Rivolta C , Ikegawa S , 
Superti-Furga A , Hirano T . PLoS ONE. 2008;3(11):e3642.

UDP acting at P2Y6 receptors is a mediator of microglial phagocytosis. 
Koizumi S, Shigemoto-Mogami Y, Nasu-Tada K, Shinozaki Y, Ohsawa K, Tsuda M, Joshi BV, Jacobson KA, Kohsaka S, Inoue K. 
Nature . 2007 Apr 26; 446 ( 7139 ): 1091-5 . 

解析されたデータは、既に以下の論文にて公表されております。

※他にも多くの文献に採用されております。

他にも数多くの解析事例があります。
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受託サービス

お客様からのご要望に応じて、動物の解剖～切片作製～染色条件の検討～
画像ファイル（報告書）の作成まで一連の作業をお引き受け致します。
■　組織切片を用いたタンパク質の局在解析
■　貴研究室で作製された自家製抗体について、組織切片での染色性試験

カスタムIHCサービスは、組織切片上でのタンパク質の局在解析、および目的の抗体が
組織染色において特異的に反応するかを確認するサービスです。
組織切片を用いた染色のため、細胞レベルでのタンパク質の分布を調べることができ、
ウェスタンブロットの次の解析方法の一つとしてご検討頂けます。

■ご依頼の際にご用意いただくもの
●　1次抗体
●　抗体情報（抗体名・メーカー・品番・免疫動物種・濃度）
●　タンパク質の発現情報
●　サンプル（パラフィン包埋ブロック、摘出臓器など）
　　＊正常マウス・ラットにつきましては、弊社でもご用意できますので、ご希望の臓器などをお知らせ下さい。
　　＊サンプルの処理方法につきましては、お問い合わせ下さい。

ご報告時には、染色スライド・画像ファイル（報告書)をご提出致します。
*染色検討の際はネガティブコントロールの染色も同時に実施致します。

1：脳, 2：心臓, 3：肺, 4：肝臓, 5：脾臓, 6：腎臓, 7：胃,
8：膵臓, 9：小腸, 10：大腸

染色例：抗体A

実施例

マウス脾臓 マウス小腸 マウス大腸

GenoStaff

カスタム免疫組織化学染色(IHC)
受託サービス

研 究 用

ウェスタンブロットから免疫組織化学染色までの一連の試験を全てお受けします
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受託サービス

GenoStaff

ウェスタンブロット
受託解析サービス

ゲルサイズ ：90mm(W)×83mm(H) 
電気泳動法 ：SDS-PAGE 
検出 ：化学発色　→　X線フィルムに感光 
転写法 ：セミドライブロッティング 

仕　様

ウェスタンブロットの全てをお引き受けいたします。

■ 目的タンパク質の臓器別での発現の確認 
■ 目的タンパク質の発現量の変化（半定量） 
■ 抗体のウェスタンブロットでの適用確認

研 究 用

TgやKOマウスなどの解析も、組織を凍結してご送付いただくだけ！！

実施例：抗体A

正常マウス（C57BL/6）8w　　　　
各50ug total protein

■ご依頼時にお知らせ下さい
●タンパク分子量
　　（150kDa以下の分子量のタンパク質についての対応となります。 ）
●目的とするタンパク質の生化学的情報
　　　1)目的タンパク質の細胞内局在（細胞質タンパク／膜タンパク質／核内タンパク質など） 
　　　2)目的タンパク質の分子量
●使用する抗体に関する情報
　　　抗体作製動物種
　　　抗体の力価・特異性（ELISA等での検討データ）
　　　市販抗体の場合（製造メーカー・製品番号）

  6：肺 
  7：胃
  8：膵臓
  9：小腸
10：大腸

1：脳 
2：心臓 
3：肺 
4：肝臓 
5：脾臓

組織サンプルの調製～電気泳動～検出までの一連の作業をお引き受けするサービスです。 
お客様からのご要望に応じて、動物の解剖（出張解剖）から画像ファイルの作成まで

一貫してお引き受けいたします。

マウス脾臓 マウス小腸 マウス大腸

更に免疫組織化学染色の
受託も可能です。
（詳細は裏面をご覧下さい）

5



受託サービス

GenoStaff

モノクローナル抗体作製
受託サービス

受託価格：基本工程一式  90万

1. 免疫動物
マウスBalb/c、ラットはWistar系を使用します。
タンパク抗原の免疫にはTiter-MAX(アジュバンド)を最初に選択します。
　
2. 細胞融合
PEG法によりマウスミエローマ細胞P3U1と細胞融合を行います。
　
3. ELISAでのスクリーニング
この時点で、24wellのプレートにて培養した選択クローンの培養上清サンプルを送付させて
頂きますので、お客様による抗体の選択（評価）をお願いいたします。（10クローンまで）
また、成功報酬制については、この時点での確認となります。

　
4. クローニング
選択されたクローンに対しクローニングを行います。
抗体産生能が脱落するクローンも存在しますので作製途中でのクローンの保証は
ございません。何卒、ご了承下さい。

・凍結ハイブリドーマバイアル　
　1クローンにつき3本以上
　（3～5×106個細胞／バイアル）
・培養上清
・サブクラスデータ
・残り抗原など

納品内容

こちらのオーダーフォームに
必要事項を記入頂きまして、
ご依頼下さい。

抗体産生クローンが得られない場合、条件等を変更して再度作製を行います。

成功報酬制
抗体産生クローンが得られない場合は費用はいただきません。成功条件は事前打合せのもとに決定させていただきます。

※抗体作製に失敗した抗原や難易度の高い抗体作製の場合でも是非ご相談ください。

短期間 3～4か月での作製が可能です。（免疫～ハイブリドーマ樹立）

ウェスタンブロット無料
ご要望に応じまして抗体のウェスタンブロットの検討を無料にて承ります。　
※検討内容の詳細につきましては、ご相談下さい。 

基本内容　〈可溶性の蛋白抗原の場合〉

免疫動物4匹へ2～3回
の免疫と最終Booster

1

納品

7
ハイブリドーマ凍結（樹立）

6
サブクラス測定

5
クローニング

4

個体毎の細胞融合
2

ELISAを用いた抗体
スクリーニング

3

研 究 用

＜ペプチド抗原、部分リコンビナント抗原の場合＞
　ELISAによるスクリーニングで陽性ウェルが確認できた時点となります。
＜精製抗原、リコンビナント抗原の場合＞
　基本的にウェスタンブロットで確認できた時点となりますが、使用目的によっては他の条件に変更させていただくことが
　ございます。詳細は事前打ち合わせのもとに決定させていただきます。

＜ペプチド抗原、部分リコンビナント抗原の場合＞
　ELISAによるスクリーニングで陽性ウェルが確認できた時点となります。
＜精製抗原、リコンビナント抗原の場合＞
　基本的にウェスタンブロットで確認できた時点となりますが、使用目的によっては他の条件に
　変更させていただくことがございます。　
　詳細は事前打ち合わせのもとに決定させていただきます。

6



マウス　　　　　・　　　　　ラット

〒

液体　　　　　　・　　　　　　粉末　

mg/ml

ml

令和　　年　　　月　　　日

※サンプル名は匿名などで結構でございます。

モノクローナル抗体作製受託サービス

会社名または所属先

部署名

お名前

メールアドレス

ご住所

電話番号

FAX番号

免疫動物

サンプル名

サンプル状態

濃度

量

分子量

防腐剤

溶液組成（液体の場合）

動物への毒性情報

ご希望代理店

代理店電話番号

代理店担当者

本オーダーフォームに必要事項をご記入頂きまして、当社までFAX送信下さい。
また、試料をご提供いただく際に本フォームを同封いただきますようお願い申し上げます。

WEBサイトでもオーダーフォームをご用意しております。www.genostaff.com

GenoStaff

FAX：03-3824-5851

オーダーフォーム
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受託サービス

N末端アミノ酸配列分析

プロテインシークエンス
解析サービス

受託価格 高感度解析 5残基 ￥70，000（税別）

 高感度解析 10残基 ￥120，000（税別）

■サンプル形態

・PVDF膜片に1pmol以上固定させたもの
　　※0.2pmolから検出可能ですので、サンプル量が少ない場合もご相談ください。
　　　目的バンド≪スポット≫を切り出す前のPVDF膜またはゲルの画像をご用意下さい。
・GE ヘルスケアバイオサイエンスの「Hybond P」 は分析に使用できません。  
・推奨染色方法 : CBB-R250染色, ポンソーS染色, アミドブラック染色 

＊10残基以上の解析、N末端修飾のデブロック、サンプル量が少ない場合は別途ご相談下さい。 

■納期

・サンプルをおあずかりしてから5～10営業日

■ご依頼からご報告まで

解析が出来なかった場合は無料です。

GenoStaff

研 究 用

成功条件 5残基解析をご依頼の場合は3残基以上、
10残基解析をご依頼の場合は5残基以上解析できた時点となります。

高感度分析 Edman分解法によりN末端側から1残基ずつ決定していく分析です。

分析依頼書
及びサンプルの
受渡し

1
サンプルの概要
及び分析方法に
関するお打合せ

2
解析
（5営業日
  前後）

3
解析結果の
簡易報告

4
報告書の納品
（5～10営業日）

5

成功報酬制
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プロテインシークエンス解析サービスGenoStaff

オーダーフォーム

サンプル
番号

本オーダーフォームに必要事項をご記入頂きまして、当社までFAX送信下さい。
また、試料をご提供いただく際に本フォームを同封いただきますようお願い申し上げます。

WEBサイトでもオーダーフォームをご用意しております。www.genostaff.com

FAX：03-3824-5851

電話 　          ・　           E-mail

有   ・   無

有   ・   無

有   ・   無

有   ・   無

有   ・   無

要  ・  不要

要  ・  不要

要  ・  不要

要  ・  不要

要  ・  不要

有  ・  無

有  ・  無

有  ・  無

有  ・  無

有  ・  無

※分析は十分慎重に実施いたしますが、やむを得ないトラブル等により分析データを取得できない場合があります。
　その際には試料の再提供を何卒よろしくお願い致します。再提供不可能な試料の場合は予めご連絡下さい。

〒

令和　　年　　　月　　　日

会社名または所属先

部署名

お名前

メールアドレス

ご住所

電話番号

ご希望連絡方法

1

2

3

4

5

ご希望代理店

代理店電話番号

代理店担当者

解析希望
残基数

サンプル量
（pmol)

推定分子量
（kDa)

純度
（％) 生物種 還元アルキル化 サンプルの返却 添付資料
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受託サービス

・画像ファイルを作成し、X線フィルムとあわせて納品とさせていただきます。

■RNA抽出

・細胞又は組織をお送りいただければ、当社にてRNAを抽出いたします。
・調製済みのtotal RNAやmRNAをお送りいただくことも可能です。
・正常マウス又はラットの組織をご希望の場合は、当社ラインナップからお選びいただけます。
・出張解剖も承ります

■ハイブリダイゼーション・検出

・当社にてRNAプローブを作製致します。
・プローブをお持ちでない場合でも、当社でクローニングから承ります。
　　※別途クローニング料金が発生いたします。
・アルカリフォスファターゼ標識抗DIG抗体を用いた化学発光により検出し、シグナルをX線フィルムに感光させます。  
・ローディングコントロールとして、Gapdhの検出についても実施いたします。
　　※Gapdhプローブは、無償にて当社で準備いたします。
・サンプルをアプライする順番をお申し付け下さい。

■結果報告

 受託価格：￥150,000（基本料金）＋ ￥10,000/レーン

RNA抽出

1
電気泳動

2
結果報告

6
ブロッティング

3
ハイブリダイ
ゼーション

4
検出

5

※本受託解析サービスは、試験研究を目的にご利用ください

サンプルをご送付いただくだけで、RNA抽出から、
ハイブリダイゼーション・画像データ作成まで全ての工程を承ります。

ノーザンブロット
受託解析サービス GenoStaff

研 究 用
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製　品

マウス又はラット組織由来のmRNAをブロットした
Ready to useのノーザンブロット用メンブレンです。

GenoStaff

ノーザンブロット用
マルチブロットメンブレン（mRNA）

研 究 用

ブロットするmRNAはtotal RNAからOligo(dT)結合磁気ビーズ（Miltenyi Biotec 社）を用いて精製致します。
お選びいただいた組織由来のmRNAを1ug/laneにて変性アガロースゲルで分離後、ナイロンメンブレンに
転写いたします。プレハイブリダイゼーションからすぐにご使用できる状態でのお届けとなります。

1. 心臓、2. 脳、3. 肝臓、4. 脾臓、5. 腎臓、6. E14.5、7. 肺、8. 胸腺

※動物系統： マウス：C57BL/6・ラット：Wistar  (日本チャールス・リバー社)

non-RIラベルプローブ
・ プローブ ：DIG標識RNAプローブ（Hmox1、Gapdh）
・ ハイブリダイゼーション ：66℃、一晩
・ 高ストリンジェント洗浄 ：低塩濃度洗浄バッファー
    （0.1×SSC、0.1% SDS）、
 　68℃、15分×2回
・ 抗DIG抗体反応 ：室温、1時間 

1 2 3 4 5 6 7 8

Hmox1

1 2 3 4 5 6 7 8

Gapdh

RIラベルプローブ
・ プローブ ：RI標識RNAプローブ（Hmox1、Gapdh）
・ ハイブリダイゼーション ：68℃、一晩
・ 高ストリンジェント洗浄 ：低塩濃度洗浄バッファー
　   （0.5×SSC、0.1% SDS）、
    68℃、10 min×3回

Gapdh

Hmox1
1 2 3 4 5 6 7 8

1 2 3 4 5 6 7 8

■実験の目的に合わせて下記ライナップから組織をお選び下さい。「2009年7月現在」 

■製品仕様

 ¥50,000（税別）
 ¥80,000（税別）

正常マウス・ラットアダルト組織

脳 心臓 肺 肝臓 胃 脾臓 大腸

小腸 胸腺 腎臓 筋肉 精巣 胎盤 脊髄

マウス胎仔・新生仔由来

10.5日齢  11.5日齢  12.5日齢  13.5日齢  
14.5日齢  15.5日齢  16.5日齢 17.5日齢  
18.5日齢  新生仔　　

使用例１ 使用例2

ノンコーディングRNAの解析用としてtotal RNAをブロットしたメンブレンもございます。
・マルチブロット（製品番号 TR5）   5組織選択
・マルチブロット（製品番号 TR10） 10組織選択

 ¥40,000（税別）
 ¥70,000（税別）

 マルチブロット（製品番号 MR 5） 5組織選択
 マルチブロット（製品番号 MR10） 10組織選択

製品価格

特注品：卵巣 副腎　神経節　骨髄　下垂体　眼球　皮膚
　　　　別途お見積りいたします。

特注品：9.5日齢　別途お見積りいたします。
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製　品

M    1     2     3     4     5     6     7     8      9     10    11   12   13   14   15  

Lane 
1：脳
2：心臓
3：肺　　  　

■増幅曲線 ■検量線

■GAPDH遺伝子の定量結果
Sample Target Quantity* Quantity Ct Ct
（マウスcDNA）  （Mean） （Std Dev） （Mean） （Std Dev）
胎仔14.5日齢（2.5ng） GAPDH  10.70 0.18 21.53 0.03
胎仔14.5日齢（25ng） GAPDH 101.36 1.21 18.13 0.02
腎臓 （2.5ng） GAPDH 7.36 0.40 22.10 0.08
腎臓 （25ng） GAPDH 73.80 0.80 18.61 0.02
脾臓 （2.5ng） GAPDH 2.04 0.04 24.04 0.03
脾臓 （25ng） GAPDH 17.12 1.22 20.82 0.11
精巣 （2.5ng） GAPDH 0.61 0.03 25.87 0.07
精巣 （25ng） GAPDH 6.38 0.51 22.32 0.12
胸腺 （2.5ng） GAPDH 1.18 0.03 24.86 0.03
胸腺 （25ng） GAPDH 13.86 0.18 21.14 0.02

mRNAを鋳型にoligo d（T）primerを用いて逆転写させたマウス、ラットの1st strand cDNAです。
プローブ作製時のPCR反応の鋳型、遺伝子発現・プローブ作製・クローニング用等としてご利用ください。

マウス胎仔14.5・16.5日齢
組織別 1st strand ｃDNA
脳　　心臓　　肺　　肝臓　　消化管（胃・腸管）　腎臓　　眼

マウス胎仔18.5日齢・新生仔
組織別 1st strand ｃDNA
脳　　心臓　　肺　　肝臓　　胃　　腸　　腎臓　　眼　　脾臓　　精巣

マウス正常脳 部位別由来
1st strand cDNA

マウス胎仔14.5・16.5日齢
組織別 1st strand ｃDNA

マウス胎仔18.5日齢・新生仔
組織別 1st strand ｃDNA

マウス正常脳 部位別由来
1st strand cDNA
大脳皮質　　小脳　　嗅球　　海馬・歯状回　　延髄　　線条体　　
視床＋視床下部＋橋

各 ￥40,000（税抜）

各 ￥40,000（税抜）

各 ￥30,000（税抜）

■PCR法によるマウスGAPDH遺伝子の増幅

遺伝子発現・プローブ作製・クローニング用（15反応分） マウス系統：BL/6　ラット系統：Wistar製品ラインナップ

マウス・ラット胎仔由来 
1st strand ｃDNA
9.5日齢 10.5日齢 11.5日齢 12.5日齢 13.5日齢 14.5日齢
15.5日齢 16.5日齢 17.5日齢 18.5日齢

マウス・ラット胎仔由来 
1st strand ｃDNA 各 ￥20,000（税抜）

正常マウス・ラットアダルト組織由来
1st strand ｃDNA

脳 心臓 肺 肝臓 胃 小腸 
大腸 膵臓 皮膚 筋肉 腎臓 脾臓 
精巣 胎盤 卵巣 子宮 ※  十二指腸 ※  回腸 ※ 
空腸 ※  褐色脂肪 ※  白色脂肪 ※  眼 脊髄 骨髄 ※ 
前立腺 ※  胸腺 ※  副腎 ※  直腸 下垂体 ※

※ ラットは受注製造品となります。

正常マウス・ラットアダルト組織由来
1st strand ｃDNA

各 ￥12,000（税抜）

以下の条件でPCRを実施した結果、どのマウス臓器由来のｃDNA製品でも安定
した増幅が確認されました。
・P C R 装 置： Applied Biosystems 2700
・PCR反応組成： Taq Polymerase：1.25U
　　 Template：マウス成体組織由来cDNA製品 各1uL（25ng）
・増 幅 サ イ ズ： 436bp
・反応プログラム： 95℃ 3min 
 95℃ 30sec. 
 57℃ 30sec.    ×30cycleｓ
 72℃ 30sec.
 72℃ 5min.

・リアルタイムPCR システム：Applied Biosystems 7500 Fast
・反応組成： TaqMan® FAST PCR Mix  10uL
 TaqMan® Assay（FAM/MGB）* 1uL
 Nuclease free water 8uL
 cDNA  1uL （25ngまたは2.5ng ｃDNA）
 *Mouse GAPD (GAPDH) Endogenous Control (FAM/ 
  MGB Probe, Non-Primer Limited),Applied Biosystems
・反応プログラム： 95℃ 20sec, 
 95℃ 3sec. 
 60℃ 30sec.

R2:0.999
slope:-3.482 
Y-Intercept:25.114

（50μl反応）

＊ng/μl GAPDH cDNA

■リアルタイムPCRによるマウスGAPDH遺伝子の定量
5種類のマウスｃDNA製品（胎仔14.5日齢、腎臓、脾臓、精巣、胸腺）を1反応あたり
25ngまたは2.5ng用いて、以下の条件でGAPDH遺伝子を定量しました。
どの製品でも再現性の高い一貫した定量データが得られました。

（20μｌ反応, n=3)

 マウス／ラットの日齢別、組織別製品
“脳 部位別”“胎仔 組織別”もご用意

4：肝臓
5：胃
6：小腸

7：大腸　
8：膵臓　
9：皮膚

10：筋肉　
11：腎臓　
12：脾臓

13：精巣　
14：胎盤　
15：卵巣

M：マーカー

“Mouse Universal Reference Total RNA”
（Cat#636657,Clontech）をランダムプライ
マーで逆転写したｃDNAをスタンダードとして、
検量線を作成しました。

×40cycleｓ

GenoStaff

研 究 用

1st strand cDNA

他にはない充実のラインナップ！
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MD-01
MD-02
MD-03
MD-04
MD-05
MD-06
MD-07
MD-08
MD-09
MD-10
MD-11
MD-12
MD-13
MD-14
MD-15
MD-16
MD-17
MD-18
MD-19
MD-20
MD-21
MD-22
MD-23
MD-24
MD-25
MD-26
MD-27
MD-28
MD-29

脳
心臓
肺
肝臓
胃
小腸
大腸
膵臓
皮膚
筋肉
腎臓
脾臓
精巣
胎盤
卵巣
子宮
十二指腸
回腸
空腸
褐色脂肪
白色脂肪
眼
脊髄
骨髄
前立腺
胸腺
副腎
直腸
下垂体

胎仔14.5日齢　脳由来 
胎仔14.5日齢　心臓由来 
胎仔14.5日齢　肺由来 
胎仔14.5日齢　肝臓由来 
胎仔14.5日齢　消化管（胃、腸管）由来
胎仔14.5日齢　腎臓由来 
胎仔14.5日齢　眼由来
胎仔16.5日齢　脳由来 
胎仔16.5日齢　心臓由来
胎仔16.5日齢　肺由来 
胎仔16.5日齢　肝臓由来 
胎仔16.5日齢　消化管（胃、腸管）由来 
胎仔16.5日齢　腎臓由来 
胎仔16.5日齢　眼由来
胎仔18.5日齢 脳由来
胎仔18.5日齢 心臓由来
胎仔18.5日齢　 肺由来
胎仔18.5日齢　 肝臓由来
胎仔18.5日齢　 胃由来
胎仔18.5日齢　 腸管由来
胎仔18.5日齢　 脾臓由来
胎仔18.5日齢　 腎臓由来
胎仔18.5日齢　 眼由来
胎仔18.5日齢　 精巣由来
新生仔  脳由来
新生仔  心臓由来
新生仔  肺由来
新生仔  肝臓由来
新生仔  胃由来
新生仔  腸由来
新生仔  腎臓由来
新生仔  眼由来
新生仔  脾臓由来
新生仔 精巣由来 

マウス・ラット成体正常組織由来 
1st strand cDNA  

製品名 マウスCat.No. ラットCat.No. 製品名  Cat.No.

 RD-01
 RD-02
 RD-03
 RD-04
 RD-05
 RD-06
 RD-07
 RD-08
 RD-09
 RD-10
 RD-11
 RD-12
 RD-13
 RD-14
 RD-15
 RD-16
 RD-17
 RD-18
 RD-19
 RD-20
 RD-21
 RD-22
 RD-23
 RD-24
 RD-25
 RD-26
 RD-27
 RD-28
 RD-29

MDE-06a
MDE-06b
MDE-06c
MDE-06d
MDE-06g
MDE-06i
MDE-06j
MDE-08a
MDE-08b
MDE-08c
MDE-08d
MDE-08g
MDE-08i
MDE-08j
MDE-10a
MDE-10b
MDE-10c
MDE-10d
MDE-10e
MDE-10f
MDE-10h
MDE-10i
MDE-10j
MDE-10k
MDE-11a
MDE-11b
MDE-11c
MDE-11d
MDE-11e
MDE-11f
MDE-11h
MDE-11i
MDE-11j
MDE-11k

15反応分 各￥12,000（税抜）

5つ以上同時購入時 各￥10,000（税抜）

マウス胎仔14.5・16.5・18.5日齢・
新生仔 組織別 1st strand cDNA

15反応分 各￥40,000（税抜）

大脳皮質由来
小脳由来
嗅球由来
海馬由来
延髄由来
線条体由来
視床＋視床下部＋橋由来

製品名  Cat.No.

MBR-01
MBR-02
MBR-03
MBR-04
MBR-05
MBR-06
MBR-07

マウス正常脳 部位別由来 
1st strand cDNA

15反応分 各￥30,000（税抜）

9.5日齢由来
10.5日齢由来
11.5日齢由来
12.5日齢由来
13.5日齢由来
14.5日齢由来
15.5日齢由来
16.5日齢由来
17.5日齢由来
18.5日齢由来

マウス・ラット胎仔由来 
1st strand cDNA

製品名 マウスCat.No. ラットCat.No.

15反応分 各￥20,000（税抜）

5つ以上同時購入時 各￥17,000（税抜）

● 作製方法：組織摘出後、常法により total RNAを抽出しました。
 　 DNase処理後、スピンカラムにより mRNAを単離し、oligo dT primerを用いて1st strand cDNAを作製しました。 
● 濃　　度：25ng/μL
● 容　　量：15μL
● 溶液組成：10mM Tris-HCl (pH8.0),1mM EDTA 
● 品質検査：本製品 1μLを鋳型に50μLの反応系で30サイクルのPCR反応を行い、GAPDH遺伝子が増幅されることを確認しています。
※ 製品は凍結にて配送いたします。

※ ラットは受注製造品となります。

日本ジェネティクスホームページ（http://www.n-genetics.com）の専用注文フォームをご使用ください。ご注文方法

※
※
※
※
※
※

※
※
※
※

※

MDE-01
MDE-02
MDE-03
MDE-04
MDE-05
MDE-06
MDE-07
MDE-08
MDE-09
MDE-10

RDE-01
RDE-02
RDE-03
RDE-04
RDE-05
RDE-06
RDE-07
RDE-08
RDE-09
RDE-10

特別セットキャンペーン！
部位全7種類セットでご注文いただくと…

合計
￥210,000

キャンペーンセット価格

￥95,000
55%OFF!

ご好評につき2010年9月末日まで延長

マウス系統：BL/6　　ラット系統：Wistar
マウス・ラットの系統

！
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製　品

GenoStaff

組織染色用パラフィン切片

研 究 用

免疫組織化学染色にご使用いただけるパラフィン切片をご用意いたしました。

免疫染色用マルチ切片（マウス）　
　製品番号　HMPS-multi
　10枚　￥20,000
　肺、心臓、肝臓、腎臓、膵臓　　　　　　    

1

免疫染色用組織切片セット（マウス・ラット）　
　1セット20枚　各￥25,000

2

免疫染色用組織切片　各組織（マウス・ラット）　
　  5枚入り ￥8,500
　10枚入り ￥16,000
　20枚入り ￥30,000

3

Set A 脳（矢状断）、脳（冠状断）、脊髄、DRG  各5枚 HMPS-A HRPS-A
Set B 食道、胃-十二指腸、空腸、回腸、結腸 各4枚 HMPS-B HRPS-B
Set C 肺、心臓、肝臓、腎臓、膵臓 各4枚 HMPS-C HRPS-C
Set D 脳（矢状断）、下垂体、甲状腺、副腎 各5枚 HMPS-D HRPS-D
Set E 胸腺、脾臓、腸間膜リンパ節、小腸パイエル板、骨髄 各4枚 HMPS-E HRPS-E
Set Ｆ 精巣、精巣上体、卵巣、胎盤 各5枚 HMPS-F HRPS-F
Set Ｇ E10.5、E12.5、E14.5、E16.5、E18.5 （矢状断） 各4枚 HMPS-G HRPS-G

※断面指定はできません。

＊各種組織のパラフィンブロックも取り扱っておりますので、お問い合わせください。

免疫組織化学染色 染色例

Hematoxylin&Eosin 染色

肝臓 腎臓

心臓 肺 膵臓

抗体A 抗体B

肝臓 肝臓腎臓

マウス ラット
製品番号

マウス・ラット
各58種類 全ラインアップは次ページ
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GenoStaff

胎仔（9.5日） HMPS - 01 -5 -10 -20
胎仔（10.5日） HMPS - 02 -5 -10 -20
胎仔（11.5日） HMPS - 03 -5 -10 -20
胎仔（12.5日） HMPS - 04 -5 -10 -20
胎仔（13.5日） HMPS - 05 -5 -10 -20
胎仔（14.5日） HMPS - 06 -5 -10 -20
胎仔（15.5日） HMPS - 07 -5 -10 -20
胎仔（16.5日） HMPS - 08 -5 -10 -20
胎仔（17.5日） HMPS - 09 -5 -10 -20
胎仔（18.5日） HMPS - 10 -5 -10 -20
新生仔 HMPS - 11 -5 -10 -20
脳 HMPS - 12 -5 -10 -20
下垂体 HMPS - 13 -5 -10 -20
脊髄 HMPS - 14a -5 -10 -20
後根神経節 HMPS - 14b -5 -10 -20
骨格筋 HMPS - 15 -5 -10 -20
足首 HMPS - 17 -5 -10 -20
膝関節 HMPS - 18 -5 -10 -20
大腿骨 HMPS - 19 -5 -10 -20
脛骨 HMPS - 19a -5 -10 -20
骨髄 HMPS - 20  -5 -10 -20
心臓 HMPS - 21 -5 -10 -20
胎盤 HMPS - 22 -5 -10 -20
脾臓 HMPS - 23 -5 -10 -20
リンパ節 HMPS - 24 -5 -10 -20
動脈 HMPS - 25 -5 -10 -20
静脈 HMPS - 26 -5 -10 -20
舌 HMPS - 27 -5 -10 -20
食道 HMPS - 28 -5 -10 -20
胃 HMPS - 29 -5 -10 -20
十二指腸 HMPS - 30 -5 -10 -20
空腸 HMPS - 31 -5 -10 -20
回腸 HMPS - 32 -5 -10 -20
結腸 HMPS - 33 -5 -10 -20
直腸 HMPS - 34 -5 -10 -20
肝臓 HMPS - 35 -5 -10 -20
膵臓 HMPS - 36 -5 -10 -20
鼻腔 HMPS - 37 -5 -10 -20
肺 HMPS - 38 -5 -10 -20
気管 HMPS - 39 -5 -10 -20
腎臓 HMPS - 40 -5 -10 -20
副腎 HMPS - 40a -5 -10 -20
精巣 HMPS - 41 -5 -10 -20
精巣上体 HMPS - 41a -5 -10 -20
精嚢 HMPS - 41b -5 -10 -20
前立腺 HMPS - 42 -5 -10 -20
膀胱 HMPS - 43 -5 -10 -20
卵巣 HMPS - 44 -5 -10 -20
子宮 HMPS - 45 -5 -10 -20
乳房 HMPS - 46 -5 -10 -20
胸腺 HMPS - 48 -5 -10 -20
唾液腺 HMPS - 49 -5 -10 -20
耳介 HMPS - 54 -5 -10 -20
眼球 HMPS - 56 -5 -10 -20
皮膚 HMPS - 57 -5 -10 -20
白色脂肪 HMPS - 58a -5 -10 -20
褐色脂肪 HMPS - 58b -5 -10 -20
甲状腺 HMPS - 59 -5 -10 -20

5枚 10枚 20枚製品名
製品番号

●マウス（C57/BL6）

胎仔（9.5日） HRPS - 01 -5 -10 -20
胎仔（10.5日） HRPS - 02 -5 -10 -20
胎仔（11.5日） HRPS - 03 -5 -10 -20
胎仔（12.5日） HRPS - 04 -5 -10 -20
胎仔（13.5日） HRPS - 05 -5 -10 -20
胎仔（14.5日） HRPS - 06 -5 -10 -20
胎仔（15.5日） HRPS - 07 -5 -10 -20
胎仔（16.5日） HRPS - 08 -5 -10 -20
胎仔（17.5日） HRPS - 09 -5 -10 -20
胎仔（18.5日） HRPS - 10 -5 -10 -20
新生仔 HRPS - 11 -5 -10 -20
脳 HRPS - 12 -5 -10 -20
下垂体 HRPS - 13 -5 -10 -20
脊髄 HRPS - 14a -5 -10 -20
後根神経節 HRPS - 14b -5 -10 -20
骨格筋 HRPS - 15 -5 -10 -20
足首 HRPS - 17 -5 -10 -20
膝関節 HRPS - 18 -5 -10 -20
大腿骨 HRPS - 19 -5 -10 -20
脛骨 HRPS - 19a -5 -10 -20
骨髄 HRPS - 20 -5 -10 -20
心臓 HRPS - 21 -5 -10 -20
胎盤 HRPS - 22 -5 -10 -20
脾臓 HRPS - 23 -5 -10 -20
リンパ節 HRPS - 24 -5 -10 -20
動脈 HRPS - 25 -5 -10 -20
静脈 HRPS - 26 -5 -10 -20
舌 HRPS - 27 -5 -10 -20
食道 HRPS - 28 -5 -10 -20
胃 HRPS - 29 -5 -10 -20
十二指腸 HRPS - 30 -5 -10 -20
空腸 HRPS - 31 -5 -10 -20
回腸 HRPS - 32 -5 -10 -20
結腸 HRPS - 33 -5 -10 -20
直腸 HRPS - 34 -5 -10 -20
肝臓 HRPS - 35 -5 -10 -20
膵臓 HRPS - 36 -5 -10 -20
鼻腔 HRPS - 37 -5 -10 -20
肺 HRPS - 38 -5 -10 -20
気管 HRPS - 39 -5 -10 -20
腎臓 HRPS - 40 -5 -10 -20
副腎 HRPS - 40a -5 -10 -20
精巣 HRPS - 41 -5 -10 -20
精巣上体 HRPS - 41a -5 -10 -20
精嚢 HRPS - 41b -5 -10 -20
前立腺 HRPS - 42 -5 -10 -20
膀胱 HRPS - 43 -5 -10 -20
卵巣 HRPS - 44 -5 -10 -20
子宮 HRPS - 45 -5 -10 -20
乳房 HRPS - 46 -5 -10 -20
胸腺 HRPS - 48 -5 -10 -20
唾液腺 HRPS - 49 -5 -10 -20
耳介 HRPS - 54 -5 -10 -20
眼球 HRPS - 56 -5 -10 -20
皮膚 HRPS - 57 -5 -10 -20
白色脂肪 HRPS - 58a -5 -10 -20
褐色脂肪 HRPS - 58b -5 -10 -20
甲状腺 HRPS - 59 -5 -10 -20

5枚 10枚 20枚製品名
製品番号

●ラット（Wistar または SD）

* 青色の製品は価格が異なりますので、お問い合わせください。
** ご希望の断面がある場合は、価格が異なる場合がありますので、別途ご相談ください。

免疫染色用組織切片
●5枚入り￥8,500  ●10枚入り￥16,000  ●20枚入り￥30,000
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C0029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2009年12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。

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


