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こんにちは。日本ジェネティクスです。
3ヶ月ごとに発刊している弊社の最新情報カタログ「UP! 」
この度はお手に取っていただき、誠にありがとうございます。

突然ですが、今年に入ってからの日本ジェネティクス社員は、様々な 初体験 の連続でした。

それはプロのカメラマンさんによる 写真撮影、プロのライターさんによる 取材、

そしてまたまたプロのカメラマンさんによる 動画の撮影 があったためです。
 

これらは全て、4月1日にリニューアルする当社ホームページで使用する素材です。
公開した暁には是非たくさんの方にご覧いただきたいと思いますが、

それはそれは全てが新鮮で、撮影手法なども非常に面白く、刺激的な経験となりました。
 

新しいホームページでは、弊社の自社ラボを始めとした、東京本社と西日本営業所のオフィス内の風景を公開しています。
会議室や社長室だって見せちゃいます！

営業マンも 全員 顔写真付きでご紹介します！
 

そして動画に出演しているのは全て正真正銘の当社社員。ちょっとだけ演技しているシーンだってあります（笑）。
照れくさいですが、真剣に頑張りました。

 
何のためにこんな事をしているのか？

それはずばりシンプルに、できるだけ多くのお客様に私たちの事を知って頂きたいから。
どんな会社なのか、そこで働いている社員はどんな人間なのか、何を考え、どんなことを大切にして日々お客様に接しているのか。

そう言ったことを単純に知って頂きたいと思ったからです！
 

お客様から見た日本ジェネティクスは、この業界にたくさんある専門商社の一つに過ぎないかもしれません。
そうであって当然だとも考えています。

 
ですが一つの企業である私たちは、結局は 生身の人間の集まり である事に変わりはありません。

どんな人間が働いているのかを知って頂くことは、大切なことなのではないかと考えました。
 

まぁ・・・　普段と違うよそいきの顔をしているのは百も承知ですが（笑）語られている言葉に嘘は一つもありませんので、
もし宜しければ、少しだけ新ホームページを覗いていただけると嬉しいです！！

 
取材と言えば先日、2018年こだわりオフィス100 という企画サイトで弊社が取り上げられ、

その取材記事が掲載されたんです。
こちらのサイト、ビジネスの現場である企業のオフィスに隠された“こだわり“を取り上げ、

そこに込められた代表者の想いをインタビューしてVR画像とともに紹介するというコンセプトのもと運営されているサイトです。
弊社代表の山崎のインタビュー記事が掲載されていますので、宜しければこちらもご覧になってみて下さいね！

 

 

最後に、前述した撮影のときのオフショット！

営業マンの顔写真を一人一人
撮影中！
慣れない撮影と、周りから聞
こえてくるクスクス笑いにも
耐え、なかなか素敵な笑顔を
収められました。

これは動画の撮影風景の一部。
何やら台の上に立っていますね（笑）。
このシーンは約10テイクほど撮り直し、
とても大変だったのを覚えています。
どんな風に仕上がったか・・・
動画にてご確認ください！

（映るのは一瞬です）
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研究室を

オシャレに POPに！ ！

❶ ❷ ❸  実験環境
よくばり向上プロジェクト

研究室インタビュー！

新！商品 新！プロモ

画期的な等温核酸
増幅テクノロジー“RPA”。

NGS 解析受託サービス取扱開始！

SeqCapEZ Prime
ディスカウントキャンペーン

UPL（Universal Probe Library）セット
ディスカウントキャンペーン

LVL キャッパー/デキャッパー
プレゼントキャンペーン

可愛くてオシャレでPOPな
ラボグッズを紹介するコーナー

効果的な stranded 
RNA-Seq 用ライブラ
リー調製キット選定評
価試験

Neuro2a 細胞（マウス
由来 Neuroblastoma）
を用いた RNA 精製の
検討（リアルタイム
qPCR による確認）

FastGeneTM RNA Kit 溶解バッファー（RL）
に細胞を溶解させた際の保存安定性試験

（3 か月程度）
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UP! Spring 2018  期間：2018年4月1日～6月30日  お問い合わせ：info@genetics-n.co.jp

❶❶PickUp!!

いつでも、どこでも、簡単に！
4 月から発売開始！ 画期的な等温核酸増幅テクノロジー RPA。

サーマルサイクラー不要。反応時間はわずか10 分。
屋内、屋外の様々な現場において、短時間で簡単に従来の PCR/qPCR と同等の結果が得られます。

RPAとは？
Recombinase Polymerase Amplification
二本鎖 DNA の相同配列にオリゴヌクレオチドプライマーをペアリングさせ、
そこに異なる 2 種類の酵素と SSB タンパクを組み合わせて反応させること
によって増幅が始まります。
その後、PCR と同様に反応が進みますが、すべての反応は等温で行なわれ
ます。 
特殊なプライマー設計も必要ありません。
最適な反応温度は、37℃～ 42℃です。

RPAの応用例
• アカデミア
• 感染症
• 食品検査
• 環境・水質検査
• バイオテロ対策
• 農業（GMO）
• POCT

2015 年、
画期的な研究者グループ
が、RPA を使用して 3
分間でエボラウィルスを
検出できる太陽光発電
のモバイルラボを完成
させました。

すでに 200 以上の RPA の技術に関する論文がピアレビューされています。
詳しくはこちらをご覧ください。
https://www.twistdx.co.uk/en/publications/review-papers

+200

The RPA Cycle
All steps operate at low constant temperature (optimum 37°C)

a. Recombinase / oligonucleotide primer complexes form and target
    homologous DNA

b. Strand exchange forms a D-loop

c. Polymerase initiates synthesis

d. Parental strands separate and synthesis continues

e. Two duplexes form

Oligonucleotide 
primers Recombinase SSB Polymerase

b. ストランド交換は D ループを形成

d. ペアレンタルストランドが分離して合成が続行

e. 2 つの二重鎖形態

c. ポリメラーゼは合成を開始

a. 相同 DNA からのリコンビナーゼオリゴヌクレオチドプライマー複合体
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Application Note 001

リコンビナーゼ
によるPCRD核
酸ラテラルフロ
ーイムノアッセ
イの紹介
ポリメラーゼ増
幅の互換性

Application Note 002

等温リコンビナ
ーゼポリメラー
ゼ増幅インキュ
ベーション温度
耐性の評価

Application Note 003

リコンビナーゼ
ポリメラーゼ増
幅（RPA）に適し
た等温法
RPAの容積耐性
の評価

Application Note 004 

リコンビナーゼ
ポリメラーゼ増
幅（RPA）を用い
た多重化へフォ
ーカス

製品ラインナップ・詳細につきましては、WEB ページをご覧ください。

TwistAmp® Basic works
perfectly with gels

Both TwistAmp® exo and fpg fluorescent probe
systems work perfectly in real-time

TwistAmp® nfo works
perfectly with LF

ベーシックキット（DNA Amplification Kits for R&D）

ベーシックリサーチや、目的に合わせてアレンジが可能なベーシックキット。
電気泳動、蛍光、ラテラルフロー等の検出方法と組み合わせてお使いください。

食中毒菌検出キット（Food Safety）

酵素、オリゴ DNA 等、DNA 検出に必要な試薬類がすべて含まれています。

TwistAmp® Basic
プライマー及びテンプレート以外、
DNA 増幅に必要となる試薬類がす
べてが含まれています。検出は、ゲ
ル電気泳動装置をお使いください。

TwistAmp® exo
+ カンピロバクター

（C. Jejuni、C. coli）

10 分以内に空腸および大腸菌（感染の大部分を占
める）を含むカンピロバクター種を検出できるキッ
トです。

TwistAmp® exo
+ リステリア

（listeriolysin O gene、hly）

標的 Listeria monocytogenes hly 遺伝子の
検出のためのリアルタイム蛍光 DNA 増幅に必要
なすべての酵素、オリゴおよび試薬が含まれてい
ます。

TwistAmp® サルモネラ 
TwistGlow® サルモネラ

（Salmonella enterica genes）

ターゲットサルモネラ・エンテリカ INVA 遺伝子
を 10 分以内に検出するためのサンプル溶解およ
びリアルタイム蛍光 DNA 増幅用のキットです。

TwistAmp® exo
蛍光プローブと Exonuclease の組
み合わせによりリアルタイム検出が
行えます。

TwistAmp® fpg
蛍光プローブと Fpg 酵素の組み合
わせによりリアルタイム検出が行え
るキットです。

TwistAmp® nfo
ラテラルフロー等のサンドウィッチ
アッセイ用に最適なキットです。

アプリケーションノートあります！（英語版）

TwistAmp ® exo Probe

TwistAmp® LF Probe 

TwistAmp®  fpg probe

豊富な動画13本！
全て日本語字幕付

（【設定】→【自動再生】から日本語を選択）

※携帯電話・スマートフォン・PC の機種によっては日本
語を選択いただけない場合がございます。
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UP! Spring 2018  期間：2018年4月1日～6月30日  お問い合わせ：info@genetics-n.co.jp

❶❶PickUp!!

NGS 解析受託サービス取扱開始！

ノヴォジェン社
最先端の NGS 装置による世界最大クラスのシーケンシング能力を備え、バイ
オインフォマティクスの専門知識によって裏付けされた卓越したゲノムサービス
とソリューションを提供する世界的なリーディングゲノムサービスプロバイダー。 
北京に本社を置き、天津、南京、香港、USA、シンガポール及び UK にシーケ
ンシングラボがあります。これまでに、Nature や Science といった著名な
出版物に 950 以上の論文や研究報告が発表され、また 49 の NGS 関連特許も
所有しています。

Quality
解析結果は、世界最高水準の NGS
システム提供元である Illumina 社
よりも高い Q30 保証を提供するこ
とができます。また、天津のラボは
米国病理学会（CAP）の認定を受
けています。

Analysis
データ解析に携わるサイエンティス
トの 40％以上がバイオインフォマ
ティクスのエキスパートです。お客様
に最良の結果をご提供するだけでな
く、お客様の研究の有効性を強化す
る包括的なサポートをご提供いたし
ます。

Technology
I l l u m i n a  N ova S e q 25 台、
HiSeq X 30 台、PacBio Sequel 
20 台 の 他、HiSeq 4000、2500
等も含めた NGS 装置により、年間
28 万のヒト全ゲノムを解析できる能
力を備えています。

Capacity
解析用スーパーコンピューターのプ
ラットフォームは、合計 400 TB の
DELL コンピューティングノード、最
大 1727 T フロップの計算能力、及び
58.6 PB の Isilon ストレージ容量で
構成されています。

以下のサービスメニューの他、お客様のご要望によるカスタムサービスも承っています。

■ ヒトゲノム ： WGS、WES、Cancer panel
■ 発現解析 ： mRNA Seq、Prokaryotic RNA-seq、lncRNA Seq、small RNA Seq、Iso-Seq on PacBio、
  WG Bisulfite Seq、ChIp Seq
■ シングルセル ： Single Cell DNA Seq、Single Cell RNA Seq
■ 動物・植物 ： Animal & Plant WG ReSeq、Pan-Genome、de novo Seq
■ 微生物 ：  de novo Seq、Amplicon Seq、Metagenomic Seq、Meta-transcriptome seq、Microbial Reseq

Novogen 受託解析サービス専用
お問い合わせ・見積依頼フォーム
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サービスラインナップ

16S/18S/ITS シーケンス
16S/18S/ITS シーケンスは微生物種を同定・分類するための手法として、広く用いられています。
保存遺伝子や遺伝子間領域の高度可変領域を PCR で増幅した後に、次世代シーケンスで解析し、そ
の結果を微生物のデータベースと比較します。
細菌や古細菌において、16S rRNA は菌種同定に最も利用される領域です。
真菌に関しては、18S rRNA および rRNA 間の 2 つの ITS 領域の 3 つの領域がよく用いられます。通
常これらの領域は近縁種の分類するのに充分な特異性を持ち、時に亜種も区別できます。
Novogene では 5 万以上の微生物検体をシーケンスした経験があります。Novogene のパッケー
ジデータ解析には、α多様性解析、OTU 解析、生物名アノテーション、β多様性解析および多変量
解析が含まれます。また、16S/18S/ITS シーケンスは純粋培養の単一菌種同定や動物と植物の細菌
叢調査、環境・地域の種多様性・集団構造の比較など、豊富なアプリケーションに対応しています。
Novogene のスペシャリストはお客様の研究に合わせた適切な解析方法を提案いたします。

シーケンス条件
• 130 - 470 bpインサートDNA

ライブラリー
• HiSeq PE250

推薦データ量
データ量は30 ,000 tags、
50 ,000 tags、100 ,000 tags
などお選びいただけます。

検体要件
• DNAの量 ≥ 150 ng
• PCR産物の量 ≥ 400 ng
• DNAの濃度 ≥ 20 ng/μ l
• OD260/280 = 1.8 － 2 .0
　RNAのコンタミネーションがな

いこと
• 増幅断片長が 450 bp以下

納期
• （データ解析を含まない場合）
 検体品質合格後、最短15営業日
• （データ解析を含む場合）
 11営業日追加

• 豊富な経験：5 万以上の微生物検体をシーケンスし、20 部以
上の関連論文を発表しました。

• 優れたサービス：リーズナブルな価格で高品質のシーケンス、
効率的なワークフロー、短期間の納期と専門家によるデータ
解析を含むサービスを提供します。

• 有効な増幅方法：当社の増幅方法は 95% 以上の成功率を誇
ります。PCR フリーライブラリーは増幅バイアスを回避でき
ます。

• 包括的なデータ解析：最新のデータベースやソフトを利用した
専門性の高いデータ解析を提供します。高品質で、論文作製
に適した結果を提供します。

Novogene の強み
サービスの流れ

サービスの流れ

mRNA-seq 解析
mRNA-seq 解析はディープシーケンスの技術に基づくトランスクリプトームを網羅的に解析する方法
です。マイクロアレイ解析のような他の方法より正確に転写レベルとアイソフォームを解析でき、コーディ
ングトランスクリプトームの完全なスナップショットが得られます。
トランスクリプトームシーケンスは長いリード長で新規転写産物、選択的スプライシングと融合遺伝子
を同定します。研究者はバイオマーカーや異なる表現型を決定する調節遺伝子、機能遺伝子、または一
時的な発現変化のキーファクターを同定できます。RNA-Seq 定量化は短いリード長で多くの転写産物
の発現レベルを同時に測定でき、疾患研究、薬物反応、薬物動態学、オーダーメイド医療などに広く
活用されています。
当社は、最先端のイルミナシーケンスを用いて包括的なトランスクリプトームシーケンスと RNA-Seq
定量化のサービスを提供します。研究目的によって、様々なシーケンス条件や実績豊富な解析ソフトウェ
アで解析します。

• 30 ,000以上の検体をシーケンスし、3 ,000以上のプロジェ
クトを完了した豊富な実績があり、様々な種のトランスクリプ
トームシーケンス結果を科学誌で発表します。

• Q30 ≥80 %の最高品質データは、イルミナ社のオフィシャル
ガイドラインを上回ります。

• 実績豊富なメインストリームのソフトウェアを使用し、包括的
なデータ分析と確立された社内工程で新しい転写産物、発現
の量的差異と機能情報を見つけ出します。

• ノヴォジェンの顧客は無料で強力なソフトウェアNovofinder
が使用できます。システムに実装されているインターフェース
は洗練されており、解析結果と機能情報のデータが見やすい
ように視覚化されています。

Novogene の強み

検体準備 DNA
抽出

PCR
増幅

PCR 産物
の精製

ライブラリー
調製 シーケンス データ解析

検体 QC
ライブラリー

QC
データ QC

Total RNA ライブラリー調製 シーケンス バイオインフォマ
ティクス解析

検体 QC ライブラリー QC データ QC

シーケンス条件
• 250~300bp cDNAライブラリー
• HiSeq150 bp ペアエンド
 （トランスクリプトームシーケンス）
• HiSeq 50 bpシングルエンド
 （RNA-Seq定量化）

納期
•（データ解析を含まない場合)

RNA 品質検定合格後、最短15営
業日

• （データ解析を含む場合）
 プロジェクトによって異なります。

データ品質保証
データの品質を保証します。当社
の Q30（PE150 ≥ 80 %、SE50 
≥ 85％）はイルミナ社のオフィシャ
ルガイドライン（PE150 ≥ 75%、
SE50 ≥ 80％）を上回ります。

推奨データ量の目安
• 6 Gb/検体（2000万リードペア/

検体）

検体要件
• Total RNA 1.5μg以上（ 50 

ng/μ l以上）。
• 植物と真菌の検体RIN≥ 6 .3、

動物の検体RIN≥ 6 .8。
• OD260/280 ≥ 2 .0、

OD260/230 ≥ 2 .0、RNAの
分解とDNAのコンタミネーショ
ンがないこと。

• FFPE検体の場合、1サンプルあ
たり10 枚以上の切片をご用意く
ださい。

• 検体送付の前に電気泳動で
RNAの量をご確認ください。



8

新
！

 商
品

特集  ●  消耗品  ●  機器  ●  試薬  ●  受託  ● テクニカルデータシート ● アプリケーションノート

UP! Spring 2018  期間：2018年4月1日～6月30日  お問い合わせ：info@genetics-n.co.jp

❶❶PickUp!!

LncRNA-Seq

メタゲノムシーケンス

長鎖ノンコーディング RNA (lncRNA) はタンパク質へ翻訳されずに機能する RNAで、長さは 200 ヌ
クレオチド以上もあります。lncRNA は、X 染色体の不活性化、ゲノムインプリンティング、多能性の
維持、分化系列決定およびアポトーシスなどの細胞プロセスにおいて、重要な役割を果たしています。
lncRNA はがん、心血管疾患、神経疾患などのヒト疾患に深く関わり、研究者も lncRNA に対して非
常に興味を示しています。
ノヴォジェンのバイオインフォマティクスチームは、博士号を取得したメンバーのみで構成され、一回の
シーケンシングから得た lncRNA と mRNA の情報に対して、包括的な解析を提供します。各組織、
または発育各段階の lncRNA と mRNA 発現量を比較したり、重要な機能を明らかにしたりできます。

メタゲノム解析は、単一菌種の分離・培養過程を経ずに、環境サンプルから直接回収されたゲノム DNA
を扱います。そのため、メタゲノム解析は環境中に埋没する微生物群落を研究する有効な手法で、幅広
い分野への応用できます。
ノヴォジェンは、次世代シーケンスの専門知識で微生物群落の豊富な遺伝子レパートリーを探求するこ
とができます。同時に、バイオインフォマティクスのノウハウで各サンプルにある生物種、遺伝子と代謝
経路の情報を同定します。ノヴォジェンはイルミナ社の HiSeq シーケンサーでメタゲノムシーケンスを
行い、遺伝子予測、機能注釈と群集構造などのデータ解析を提供します。パッケージデータ解析には、
代謝経路解析、ヒートマップ、主成分分析、クラスター分析などの内容が含まれ、高品質ですぐに発表
できるデータを保証します。

• 1000サンプル以上豊富な経験があります。
• Q30 ≥80 %の最高品質データは、イルミナ社のオフィシャル

ガイドラインを上回ります。
• 実績豊富なメインストリームのソフトウェアと確立された社内

工程で包括的な解析を行います。
• ノヴォジェンの顧客は無料で強力なソフトウェアNovofinder

が使用できます。インターフェースは洗練されており、解析結
果とアノテーション情報が見やすいように視覚化されていま
す。

• 豊富な経験：400 件以上のメタゲノム解析プロジェクトを遂行
し、多数のメタゲノム関連論文を発表しました。

• 優れたサービス：リズナブルな価格で高品質のデータ、効率
の良いワークフローとデータ解析を提供します。

• 有効なメソッド：独自の技術で稀な種のデータ産出を増やし
ます。

• 包括的な解析：KEGG、eggNOG、CAZy三つのデータベー
スを用いて、遺伝子アノテーションと代謝経路に対して包括的
なバイオインフォマティクス解析を行います。

Novogene の強み

Novogene の強み

ChIP-Seq
ChIP-Seq はヒストン修飾、転写因子とほかの DNA 関連タンパク質のターゲット DNA 部位をゲノム
ワイドに同定できます。クロマチン免疫沈降 (ChIP) は特定の DNA とタンパク質の複合体を発見し、
次世代シーケンスは発見された DNA に対してハイスループットシーケンシングを行います。さらに、
DNA とタンパク質の複合体は in vivo で結合するため、異なる細胞型・組織や実験条件における結合
部位の変化も比較できます。
ChIP-Seq では、エンリッチメントされた DNA 部位 ( タンパク質結合部位 ) はバックグラウンドのリー
ドより発現量が多く、ピークとして検出されます。データ解析は、これらの領域の結合モチーフを解明
できます。ChIP-Seq は遺伝子調節、転写因子複合体同定、ヒストン修飾、発生機序と疾患経過に応
用できます。ノヴォジェンは ChIP-Seq において、高品質のシーケンスデータと包括的なデータ解析
を提供できます。

• 高いコストパフォーマンス：多サンプルのゲノムワイドプロファ
イリングを迅速に効率良く行い、DNA のサンプル量はわずか
ChIP-chip の 1/100 です。

• 包括的な解析内容：MACS2 のようなメインストリームのソ
フトウェアを利用し、最新のプログラムでモチーフ予測、ピー
クアノテーション、機能解析及びデータ可視化を行います。

• バイオインフォマティクス解析の専門家：ChIP-Seq のデー
タ解析チームは、すべて博士号を取得したメンバーで構成さ
れます。

Novogene の強み

シーケンス条件
• 300 bpインサートDNAライブ

ラリー
• HiSeqシステム、2 x150 bp

データ品質保証
1サンプルあたり5 -10 Gbの生
データ（Q30 ≥ 80%）を保証します。

シーケンス条件
• 250 ~300 bpインサートストラ

ンド特異性cDNAライブラリー
• HiSeqシステム、2 x150 bp

データ品質保証
データの品質を保証します。当社
のQ30（PE150 ≥ 80 %）はイル
ミナ社のオフィシャルガイドライン

（PE150 ≥ 75%）を上回ります。

シーケンス条件
• 150 ～ 200 bpインサートDNA

ライブラリー
• HiSeqシステム、1x50 bp

納期
• （データ解析を含まない場合）
 サンプル QC合格後、最短15営

業日
• （データ解析を含む場合）
 10 営業日追加

推奨データ量の目安
• 5 Gbまたは10 Gb

納期
•（データ解析を含まない場合）

RNA 品質検定合格後、最短15営
業日

• （データ解析を含む場合）
 プロジェクトによって異なります。

推奨データ量の目安
• ≥ 10 Gb

サンプル要件
DNAの量50 ng以上、メインピーク
100 ～ 500 bp

納期
（データ解析を含まない場合）
サンプル QC合格後、最短15営業日

サンプル要件
• 1回のライブラリー調製に必要

なDNAの量は1.0 μg以上
• DNA 濃度20 ng/μ l以上
• DNA量10 μ l以上
• DNAの分解とRNAのコンタミ

ネーションがないことを電気泳
動で確認

サンプル要件
• トータルRNA 4μg以上、濃度 

50 ng/μ l以上。
• 植物と真菌の場合RIN値≥ 6 .3、

動物の場合RIN値≥ 6 .8。
• RNAの分解とDNAのコンタミ

ネーションがないこと。
• 検体送付の前に電気泳動で

RNAの量をご確認ください。

推奨するデータ量の目安
• 2000万リード以上

サービスの流れ

サービスの流れ

サンプル

トータル RNA

DNA 抽出

rRNA 除去

ライブラリー調製

ライブラリー調製

シーケンス

シーケンス

データ解析

データ解析

サンプル QC

サンプル QC

ライブラリー QC

ライブラリー QC

データ QC

データ QC

サービスの流れ

サンプル ライブラリー調製 シーケンス データ解析

サンプル QC ライブラリー QC データ QC
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ヒト全エクソームシーケンス

ヒト全ゲノムシーケンス

既知の疾患関連変異の大部分はヒトゲノムのタンパク質コード領域に存在します。
ヒトエクソームシーケンスはコード領域だけをターゲットにし、ヒト全ゲノムよりも費用対効果の高い方
法です。単一遺伝子疾患、複雑な疾患、がん研究もしくは人間集団研究においても、ノヴォジェンの包
括的なヒト全エクソームシーケンスは高品質とリーズナブルな価格であなたの研究をお手伝いします。

データ解析は以下の内容が含まれます。
• データ QC　　• 参照ゲノム配列へのアライメント　　• SNP / InDel の検出
• 発がん部位と体細胞の異なる SNP / InDel 　• 統計とアノテーション（EXAC）

HiSeq X Ten システムは最も安いコストでゲノムを解析し、1 年につき最高 18,000 ものヒトゲノムを解
析できます。ノヴォジェンは HiSeq X Ten システムを使ったヒト全ゲノムシーケンスにおいて、高品質
な結果を得られた数千のゲノム解析に成功した豊富な実績を有し、高品質の結果を約束します。

• 最高品質のデータ： Q30 ≥ 80 %はイルミナ社のオフィシャル
ガイドライン(Q30 ≥ 75%)を上回ります。

• 最高水準のエクソーンキャプチャー： アジレントSureSelect 
Human All Exon V6 (58 M)キットを使用します。

• 150 bpのリード長：正確な変異検出が可能です。
• 最高峰のバイオインフォマティクス解析：最先端のバイオイン

フォマティクスのプロセスと世界的に認知度の高いソフトウェ
ア（BWA, SAM tools, GATK等）により、すぐに発表できる
データをお客様に届けます。

• 最高水準のNGSテクノロジー：次世代シーケンス受託サービ
スの世界的リーダーとして、最新のイルミナHiSeq X Tenを
含む最高水準のテクノロジーを有しています。

• 最高品質のデータ：Q30 ≥ 80 %はイルミナ社のオフィシャル
ガイドライン(Q30 ≥ 75%)を上回ります。

• 並外れたバイオインフォマティクスの専門知識：最先端のバイ
オインフォマティクスのプロセスと世界的に認知度の高いソフ
トウェアで、すぐに発表できるデータをお客様に届けます。

Novogene の強み

Novogene の強み

動植物リシーケンス
ノヴォジェンは、全ゲノムシーケンスを用いた動植物の変異検出に豊富な経験を持っています。
イルミナ最先端の HiSeq X Ten シーケンサーと当社プロ級のバイオインフォマティクス解析を持ち合わ
せ、リーズナブルな価格で高品質のデータを提供しております。バイオインフォマティクス解析は SNP、
InDel、CNV、SV などの変異を、高い正確率と検証率で検出できます。

• 豊富な経験：600以上のリシーケンスプロジェクトを遂行し、
結果を一流の科学誌で発表しました。

• 最高品質のデータ：Q30 ≥80 %の高品質データは、イルミナ
社のオフィシャルガイドラインQ30 ≥75%を上回ります。

• 高いコストパフォーマンス：すべての動植物リシーケンスにお
いて、最先端のHiSeq X Tenシーケンサーを使用し、より多
いデータ量、短い納期と安い価格で提供できます。

• 高い検証率：検出されたSNPの検証率が95%以上を保証します。

Novogene の強み
シーケンス条件
• 350 bpインサートDNAライ

ブラリー
• HiSeq X Ten、2 x 150 bp

データ品質保証
80 %以上の塩基がQ30 の品質
に達しているこ とを保証します。

シーケンス条件
• 350 bpインサートDNAライ

ブラリー
• HiSeq X Ten、2 x 150 bp

データ品質保証
80 %以上の塩基がQ30 の品質
に達していることを保証します。
これはイルミナ社のオフィシャル
ガイドライン（Q30 ≥ 75%）を上
回ります。

エクソーンキャプチャー
アジレントSureSelect Human 
All ExonV6 キット

シーケンス条件
• 180 ~ 280 bpインサート

DNAライブラリー
• HiSeqシステム、2 x150 bp

データ品質保証
80 %以上の塩基がQ30 の品質
に達していることを保証します。

納期
•（データ解析を含まない場合）
 サンプル QC合格後、最短15

営業日
• （データ解析を含む場合）
 10 営業日追加

推奨するデータ量の目安
• SNP / InDel: ≥ 10X
• SV: ≥ 20X
• CNV: ≥ 20X

納期
•（データ解析を含まない場合）
 サンプル QC合格後、最短 22

営業日
• （データ解析を含む場合）
 8営業日追加 

推奨するデータ量の目安
• 正常組織または血液検体：30×
• がん組織：50×
• 希少疾患検体：30 ~50×

納期
•（データ解析を含まない場合）
 サンプル QC合格後、最短 22

営業日
• （データ解析を含む場合）
 5営業日追加

サンプル要件
• DNAの量 :
– 一般の場合、DNA 1.0μg以上
 200 ng以上あればライブラリー

調製が可能

サンプル要件
• DNAの量：0 .7 μg以上
　Qubit 2 .0で測定すること
• DNA量10μ l 以上
• DNAの分解とRNAのコンタミ

ネーションがないことを電気泳
動で確認

サンプル要件
• DNAの量 :
– 一般の場合、DNA 1.0μg以上
 200 ng以上あればライブラリー

調製が可能
– FFPE検体の場合、DNA 1.5 μ

g以上
• DNA 濃度20 ng/μ l以上
• DNA量10 μ l以上

• DNA 濃度20 ng/μ l以上
• DNA量10 μ l以上
• DNAの分解とRNAのコンタミ

ネーションがないことを電気泳
動で確認

推奨するデータ量の目安
• メンデル遺伝病または希少疾患

検体：50×
• がん検体：100×

サービスの流れ

サービスの流れ

サービスの流れ

サンプル

サンプル

サンプル

ライブラリー調製

ライブラリー調製

エクソーンキャプチャー
とライブラリー調製

HiSeq X シーケンス

HiSeq X シーケンス

シーケンス

データ解析

データ解析

データ解析

サンプル QC

サンプル QC

サンプル QC

ライブラリー QC

ライブラリー QC

ライブラリー QC

データ QC

データ QC

データ QC
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UP! Spring 2018  期間：2018年4月1日～6月30日  お問い合わせ：info@genetics-n.co.jp

❷❷PickUp!!

バージョンアップしたSeqCap EZ Primeが今ならお得に手に入る！

  SeqCapEZ Prime
ディスカウントキャンペーン

• よりチャレンジングなターゲットもシークエンシングできるように、GC含量
の高い領域での均一性が向上するように改善しました。

• 全体の均一性が改善され、深くシークエンスできる範囲が広がります。
• 最大 210 万種類の長鎖プローブを使用することでターゲットに対して深く

重なり合うようにプローブを設計し、キャプチャーエラーによるシークエンシ
ングの取りこぼしを防止します。

• 既存のデザイン（Config番号）をそのままご利用可能です。
• SeqCap EZ Designs から各研究に最適な実績のあるデザインを選択し

ていただくことも可能です。

圧倒的大多数のプローブでターゲットをカバー : 
最大 210 万種類の長鎖プローブを使用することでターゲットに対して深く重
なり合うようにプローブを設計。キャプチャーエラーによるシークエンシン
グの取りこぼしを防止！

指定できるターゲットのサイズが広い : 
最大 7 Mb までのゲノム領域にフォーカス！
連続的な領域でも不連続な（エクソン様の）領域でも！

良好なカバレージ均一性 : 
均一なシークエンスリードが得られるように独自のアルゴリズムでプローブ
を設計。シークエンス量を節約しても良好なシークエンス結果を取得！

多検体処理も可能な簡単プロトコール : 
安定な DNA オリゴプローブを用いたチューブ内での反応！
マルチウェルチューブも利用可能！

品質確認用コントロール領域を予め搭載 : 
キャプチャー結果評価に使用するためのプローブ、プライマーの設計不要！ 

SeqCap EZ Primeプローブは、柔軟性の高いターゲットエンリッチメントを必要と
しており、ターゲット領域内にチャレンジングな領域を含みそれらの領域にも均一で
深いシークエンスを得たいと考えているお客様に最適です

特　長

GC 含量の高い領域での均一性が向上
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Cat.No. ターゲットサイズ 任意の領域 反応 キャンペーン価格（税抜）

08247595001

~200Mb

ヒト以外の生物種

または

非定型ヒトデザイン

4反応 ￥551,600

08247609001 12反応 ￥1,197,000

08247617001 24反応 ￥1,799,000

08247625001 48反応 ￥3,003,000

08247633001 96反応 ￥4,802,000

08247641001 384反応 ￥12,747,000

08247650001 960反応 ￥24,003,000

Cat.No. ターゲットサイズ 任意の領域 反応 キャンペーン価格（税抜）

08247510001

7~200Mb ヒト

4反応 ￥551,600

08247528001 12反応 ￥1,197,000

08247536001 24反応 ￥1,799,000

08247544001 48反応 ￥3,003,000

08247552001 96反応 ￥4,802,000

08247579001 384反応 ￥12,747,000

08247587001 960反応 ￥24,003,000

Cat.No. ターゲットサイズ 任意の領域 反応 キャンペーン価格（税抜）

08247447001

7Mb ヒト

4反応 ￥462,000

08247455001 12反応 ￥882,000

08247463001 24反応 ￥1,498,000

08247471001 48反応 ￥2,023,000

08247480001 96反応 ￥2,177,000

08247498001 384反応 ￥5,775,000

08247501001 960反応 ￥8,022,000

SeqCap EZ Prime Choice Probes 

SeqCap EZ Prime Choice XL Probes  

SeqCap EZ Prime Developer Probe  

7Mbまでのヒトの任意のターゲットゲノム領域の抽出・濃縮用試薬 

7Mb~200Mbまでのヒトの任意のターゲットゲノム領域の抽出・濃縮用試薬

200Mb までの ヒト以外の 生物種の 任意の ターゲットゲノム領域の抽出・濃縮用試薬

この機会に
是非お試し
ください！！
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❷❷PickUp!!

わずか165種類のプレバリデートプローブで、あらゆる遺伝子のリアルタイムアッセイが可能

• 165種類のUPL プローブの配列は、既知の転写産物（トランスクリプトーム）の配列中に高頻度で出現する8 〜 9塩基のモチーフから選ばれています。
　たとえばヒトの転写産物について見ると、165種類の各プローブは、理論上約7,000の転写産物に結合サイトをもち、逆に各転写産物は、約16種類のプローブにより

検出できる可能性を持っていることになります。
• 検索されたUPLプローブとプライマーを合わせて使用することで、特定の転写産物のみを特異的に検出することができます。
• 特異的なリアルタイムPCR のデザインは、Web 上のアッセイデザインセンターにあるアクセスフリーのProbeFinder ソフトウェアで簡単に行うことができます。

Cat.No. 包装 キャンペーン価格（税抜）

04 683 633 001 1×125μl（10μM）：312反応分/20μl反応 ￥329,000

Cat.No. 包装 キャンペーン価格（税抜）

04 869 877 001 1×125μl（10μM）：312反応分/20μl反応 ￥345,100

Universal ProbeLibrary Set, Human #1-#90

Universal ProbeLibrary Extension Set, Probes #91-#165

※Universal ProbeLibrary Set, Humanと合わせると ＃1-165の完全セットになります。

簡単 早い 正確 安い

UPL（Universal Probe Library）セット

ディスカウントキャンペーン

• アッセイ設計の時間と結果を大幅に短縮します。
• 高いアッセイ特異性・柔軟性・利便性があります。
• 特別なハードウェアまたは独自の反応条件は必要ありません。

特　長

UPLプローブ は長さがわずか8 〜 9塩基のため、あらゆる逆転産物産物をカバーします。

この機会に
是非お試し
ください！！
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UPLでは、アッセイデザインセンター対応生物種の転写産物の94
～ 99%をカバーしています。またそのほとんどにおいてイントロン
を挟んだデザインが可能です（表1）。
対応生物以外の他の生物種についても、配列を入力すればアッセイ
のデザインが可能です（イントロン情報はマニュアル指定が可能で
す。また、この場合は自動のBlast チェックは行われません）。

UPLのアッセイデザインを行うためのアクセス無料のWebベースツール。 
ターゲット遺伝子情報を入力するとターゲット特異的なプライマーペアと UPL プローブを組み合わせたリアルタイムPCRアッセイがデザインされ、ターゲット遺伝子特
異的なリアルタイムPCRを可能にします。 
ProbeFinder ソフトウェアは、Primer3 をベースとして、アッセイデザインを行うためにあらかじめ UPL プローブを使用したリアルタイムPCRアッセイの最適条件に
設定されています。 条件はデフォルト設定以外にも、必要に応じて手動でパラメーターを変更して使用することも可能です（Primer3 の設定方法などの詳細はPrimer3
のサイトの Helpを参照ください）。

Probe Finderソフトウェア （Assay Design Center (アッセイ・デザイン・センター ) 内）

Probe Finderソフトウェア使用方法

カバー率

1.生物を選択する

Assay Design Center 画面で目的の生物を選択します
ドロップダウンメニューから目的の入力画面に移動します。
関心のある生物がドロップダウンで利用できない場合"Other Organism"を選択
してアッセイを設計することができます。
この場合、アッセイをデザインしたい転写産物オプション "Paste a Sequence"
を選択します。

2 .ターゲットを指定する

❶ オプション1：シーケンスIDを入力

❷ オプション2：シーケンスを貼り付ける

❸ オプション3：遺伝子名を入力する

❹ オプション4：複数のシーケンスを入力する

❺ オプション5：マルチプレックスアッセイの設計

❻ イントロンスパニングアッセイの設計

❼ プライマーデザインとプローブ選択のために "Design"を押します

生物名 生物種 理論上のアッセイ数 カバー率

ヒト Homo sapiens >639,500 99%

マウス Mus musculus >509,500 99%

ラット Rattus norvegicus >364,000 98%

霊長類 Pan troglodytes >519,500 96%

ショウジョウバエ Drosophila melanogaster >253,500 99%

シロイヌナズナ Arabidopsis thaliana >199,000 98%

線虫 Caenorhabditis elegans >134,000 95%

トウモロコシ Zea mays >61,500 94%

イネ Oryza sativa >898,500 98%

ゼブラフィッシュ Danio rerio >630,000 98%

酵母 Saccharomyces cerevisiae >42,000 95%

トータル >5,000,000

表 1 ： 各生物種における UPL のカバー率

❶ ❸

❷

❻

❺
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UP! Spring 2018  期間：2018年4月1日～6月30日  お問い合わせ：info@genetics-n.co.jp

❷❷PickUp!!

P15の対象製品をご購入頂いた方に、
専用のキャッパー /デキャッパー（定価￥22,000）を無償でプレゼント！

この機会をぜひお見逃しなく！

LVL キャッパー/デキャッパー
プレゼントキャンペーン

無償

専用キャッパー /デキャッパー
CDC1CHXTSBS96
価格￥10,000
スクリューキャップ（アウターキャップ）用の
キャッパー／デキャッパー

チューブ
■ 材質：低吸着バージンポリプロピレン
■ 透明度が高く、－196℃までの長期保存に対応する肉厚チューブ
■ インナーキャップ式またはアウターキャップ式
■ チューブにはデータマトリクスコードをレーザーで表示（2D）
■ データマトリクスコードは一般的なスキャナー全機種で読み取りが可能
■ チューブおよびボトムは特許取得済みのウェット・オン・ウェット法で生産。 機械的な影

響や熱による影響でも、ふたつの部分が外れることはありません。
■ チューブ外側は平底、内側はU底でデッドボリュームを最小限に

ラック
■ SBS規格。積み重ね可能
■ 短辺に1Dバーコード印字あり
■ プッシュロック式またはスライドロック式

スクリューキャップ
■ 材質：低吸着バージンポリプロピレン
■ インナーキャップ式またはアウターキャップ式
■ シール（Oリング）はしっかりとキャップに固定され、ねじれることがありません。
■ 液体窒素で-196℃まで保存可能（気相使用）
■ ISO クラス8のクリーンルーム条件で製造
■ DNA、RNA、DNase、RNase、エンドトキシン、パイロジェン、ATPフリー
■ 全13色：青、赤、黄、橙、緑、白、黒、ライム、ピンク、紫、茶、グレー、朱赤
■ バルク包装およびラック入りの2種類をご用意

特許取得したウェットオンウェッ
トプロセスによりチューブとバー
コードを一体化

プッシュロック式 スライドロック式

インナーキャップ／アウターキ
ャップから選択可能

キャップ単品はラック入りでも
ご提供

ヒューマンリーダブルコード追
加可能（オプション）

Samplosophy®シリーズ

キャップ形状
自動のキャッパー／デキャッパーに

使用可能

Double Start thread
最大 180°まで回転可能な
スクリューキャップ

スクリューキャップ
全13色から選択可能

キャップのシーリング
サーモプラスチックエラストマー

（TPE）製

※ラックは含みません

※製品に添付されている専用応募用紙にてお申し込みください。
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Cat.No. キャップ 滅菌 包装単位 キャンペーン価格（税抜）

XSX200-NCNSS × × チューブ入りラック（スライドロック式） 96本×10ラック ￥38,500

XSX200-NCPSS × ○ チューブ入りラック（スライドロック式） 96本×10ラック ￥46,200

XSX200-BCNSS ●青 × チューブ入りラック（スライドロック式） 96本×10ラック ￥69,300

XSX200-BCPSS ●青 ○ チューブ入りラック（スライドロック式） 96本×10ラック ￥77,000

XSX200-NCNS × × バルク包装 96本×10ラック ￥35,700

XSX200-NCPS × ○ バルク包装 96本×10ラック ￥43,400

XSX200-BCNS ●青 × バルク包装 96本×10ラック ￥67,200

XSX200-BCPS ●青 ○ バルク包装 96本×10ラック ￥74,900

仕　様

XLX 2000（2mL／アウターキャップ）

XSX 200（200μL／アウターキャップ）

Cat.No. キャップ 滅菌 包装単位 キャンペーン価格（税抜）

XLX2000SNCNSS × × チューブ入りラック（スライドロック式） 48本×10ラック ￥23,000

XLX2000SBCNSS ●青 × チューブ入りラック（スライドロック式） 48本×10ラック ￥48,600

2020

● サイドコードラベル付き

※ その他、別仕様製品もございますのでお気軽にお問い合わせください。

XSX 200 XLX 2000

スクリューキャップ装着時 スクリューキャップ装着時

容量 200μl 2,000μl

保管温度 -196℃ -196℃

外径 8.65mm 12.8mm

ラック蓋のタイプ スライドロック スライドロック

チューブの高さ 14mm 45.3mm

サイドコードラベリング 可能 可能

チューブ/蓋なしのラックの高さ 16.1mm 45.7mm

サイドコードラベリング

• レーザーエッチングに
 よる一次元バーコード

• チューブ側面に標準
 印刷

• 底面の2Dバーコードと
 同一のコード情報を保持
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特集  ●  消耗品  ●  機器  ●  試薬  ●  受託  ● テクニカルデータシート ● アプリケーションノート

UP! Spring 2018  期間：2018年4月1日～6月30日  お問い合わせ：info@genetics-n.co.jp

❸❸PickUp!!

実験環境よくばり向上プロジェクト
第 3回 ●byチームみどり＠NGC

遺伝子実験に欠かせない電気泳動とゲル撮影。

昔からそのスタンダードな実験器材として当たり前に使用されてきたUV（紫外線光）とEtBr（エチブロ）は、人体
だけでなくサンプルにも悪影響を及ぼすものであるため、

これからはもっと安全な光源と核酸染色試薬を使うべき！

　　　でも実験品質（検出感度）を落としたくないのは百も承知！

その両方を叶える新しいゴールデンスタンダードはBlue/Green LEDイルミネーターと
核酸染色試薬ミドリグリーンなんです！

と、私たちが日本で初めて提唱してから早 4年。

ありがたいことにその考えに賛同してくれる研究室は確実に増え、
今では570台以上ものBlue/Green LED搭載ゲル撮影装置が日本全国の研究室に導入使用されています。
ミドリグリーンDirectに至っては3年連続で出荷量が毎年35％増加しています。
この数字を見て頂ければ、年々いかに多くのお客様が実験環境や研究員の安全性を重要視され、それを実際の
行動に移しているかという事がお分かりいただけると思います。

この特集記事では、「実験環境よくばり向上プロジェクト」と題し、実際にこのコンセプトに沿った製品を導入され
ているお客様の事例をご紹介させて頂きます。

お話聞かせてください！
研究室インタビュー

実験環境向上を
よくばりに叶える
製品ラインナップ

アクセサリーや
関連製品も

充実

Contents

1. 2. 3.

NGC営業担当者より
京都大学から移動されてきた先生で、京都大学の時代から弊社のFAS-Digiの旧タイプの青色LEDを愛用頂いておりました。
ですので、もともとこのような取り組み（脱！EtBr、脱！UV）には高い関心を持たれていらっしゃる先生です。
こちらの滋賀医科大学に移動され、共通機器には弊社のFAS-Ⅳを設置頂いているのですが、UVイルミネーター搭載のタイプであり、
尚且つ借りに行くのも手間ということで研究室での撮影装置購入を検討されており、その際に新しくなったBlue/Green LED搭載の
FASⅤを見て頂き、従来の青色LEDとの感度に違いに大変驚かれていたのを今でも覚えています。
結果、FASⅤをご購入頂き、こちらのお部屋で研究をされている皆様の実験環境が安全に守られていること、更に、従来の青色LEDで
は得られなかった感度の違いにご満足頂けていること、弊社の製品がお役に立てているようで大変嬉しく思います。
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■ どのような研究をされている研究室でしょうか？

我々の研究室では、神経変性疾患研究の中でもアルツハイマー病
を主な研究対象に、その原因と分子病態について解析を行ってい
ます。特に、神経細胞のAmyloid-β生成に対する分子制御メカ
ニズムの解明とそれに基づいた治療法開発に焦点を当てたプロ
ジェクトを進めております。

■ その中で渡邊先生はどのような研究をされておられますか？

Amyloid-β産生抑制する新規分子 ILEIを対象として、遺伝子改変
マウスや培養細胞、実験によってはカニクイザル脳や剖検脳を使用
して、ILEIの遺伝子発現制御や分子メカニズムを解析しております。

■ UV,EtBrから切り替えられた理由をお教えください

所属研究室で新規購入することになりまして、研究環境を改善す
る目的で、毒性の低い核酸染色試薬を使用し、撮影に関しても
UVではなく、危険性の低い青色系の光で撮影できるようにしよう
という考えからこのシステムを導入致しました。

■ 弊社FAS V（Blue/Green LED）、ミドリグリーンDirectを
知った経緯を教えてください

FAS V（Blue/Green LED）につきましては、前の研究室に所属し
ている時に、日本ジェネティクスの営業担当Sさんに伺いました。
前の研究室で青色LEDの撮影機の導入に関わったのですが、その
後のメンテナンス等の際に何度かお会いすることがございまして、
開発中であると伺いました。
ミドリグリーンDirectにつきましても発売の際にサンプルをSさ
んに頂きました。

■ FAS V（Blue/Green LED）、ミドリグリーンDirectを試さ
れた結果と感想を教えてください

FAS V（Blue/Green LED）は感度良く撮影でき、操作も簡単で
素晴らしいと思います。
ミドリグリーンDirectは、サンプルの1/10量ずつ混ぜるのが少
し手間ですが、電気泳動像のバンドが鮮明で、バックグラウンド
が低いです。
ミドリグリーンDirectを希釈して使用する場合、用事調製する必
要があるのを煩雑に感じております。希釈後、長期間保存できる
loading dyeを添付または販売して頂けると助かります。

■ どのような点を気に入って頂いていますか？

FAS V（Blue/Green LED）は感度良く撮影でき、操作もタッチパ
ネル式で簡単である点です。
さらに、撮影画像をデジタル保存でき、USBポートから容易に取り
出せ、ゲルの切り出しの際に、トレイが引き出せるので、便利です。

■ FAS V（Blue/Green LED）、ミドリグリーンDirectに今後
期待されるところがあれば教えてください

FAS V（Blue/Green LED）に関しましては、ソフトウェアの部分
ですが、画像取得後に露光時間を複数振って表示させた画面で、
選択した画像をそのまま印刷できるのですが、保存はできない点
を修正してほしいです。
加えて細かい点ですが、新規フォルダ作成を画像保存の画面でも
できるようにしてほしいと思います。
ミドリグリーンDirectは、核酸の量と大きさによって泳動度が変
化するので、サンプルに混ぜて使用する際には loading dyeで
1/4に希釈して使用しています。通常の loading dyeで希釈し保
存すると蛍光が退色してしまうので、用事調製する必要があるの
が煩わしいです。希釈用の loading dyeを添付または販売して
頂けると助かります。

■ 日本ジェネティクスのことは知っていただいてましたでしょ
うか（笑）？

大学卒業研究を行っている頃から知っておりました。大学院生の
時には、担当のSさんに大変お世話になりました。

■ どんな印象でしょうか？

良い製品を比較的安価に提供して頂け、さらにメーカーの対応も
早く、大変助かっております。

■ 当社に期待していることなどございましたら教えていただけ
ますか？

他社の製品も含め、EtBr代替試薬を試しましたが、シグナルが弱
いものや、核酸の量と大きさによって泳動度が変化するものが多
く、使用しにくいと感じました。
その中で、実験条件によりますが、シグナル強度と核酸移動度の
点から現時点では、サンプルに混ぜる使用方法のミドリグリーン
Directが優れていると思います。
ただし、"先染め "で使用したい時もありますので、アガロースゲ
ルに混ぜて使用でき、電気泳動度の乱れのない高感度核酸染色試
薬を開発して頂けると嬉しいです。

■ 他の研究室に伝えたいことがあればお教えください

ジェノタイピングPCRやクローニングの際のPCRといったバンド
パターンが確定している場合にはミドリグリーンDirectは適して
いると思います。実験条件によっては、複数のバンドを検出する
場合があると思いますが、その際には、移動度の変化が起きてい
ないかどうかを確認する必要があるように思います。

お話聞かせてください！
研究室インタビュー

1.
インタビューに快く応じて下さったのは、
滋賀医科大学 神経難病研究センター 分子神経病理学部門

（西村研究室）のみなさま。

滋賀医科大学 神経難病研究センター 
分子神経病理学部門（西村研究室）

渡邊助教（左）、庄司様（医学科1年）（右）
ホームページ：http://www.shiga-med.ac.jp/~hqmnran/index_1.html

ジェノタイピング実施例（FASⅤで撮影）

1.5％アガロースゲルで、左から原液のミドリ
グリーンDirectを1μl添加した100 bpマーカ
ー、続 いて、1/4希 釈した ミドリグ リ ーン
Directを1μl添加したサンプル1（flx/Wt）、サ
ンプル2 （flx/Wt）、野 生 型 サンプル（Wt/
Wt）、 100 bpマーカーを電気泳動した。

野生型（Wt）アリル（173 bp）
floxed （flx）アリル（221 bp）

詳しい実験結果は UP! Online サイトにて
ご覧いただけます。Exposure: 0.691 sec  
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UP! Spring 2018  期間：2018年4月1日～6月30日  お問い合わせ：info@genetics-n.co.jp

❸❸PickUp!!

実験環境向上をよくばりに叶える製品ラインナップ2.

文句なしのゲル撮影画像

※スマートフォンは含まれておりません。

Cat.No. 価格（税抜）

FAS-Nano ゲル撮影装置FAS-Nano 一式 ￥125,000

168mm216mm

128mm

ゲル撮影装置

コンパクトなポータブル マルチユース ゲル撮影装置

※スマホの機種は選びません。

特　長

特　長

• お手持ちのスマホまたはタブレットでゲル撮影ができる時代の到来
• 超軽量・ポータブル。FASシリーズ史上最小サイズ
• 幅広い核酸染色試薬に抜群の相性を発揮する、最新型のBlue/Green LEDイ

ルミネーター標準搭載
• スマホ・タブレットならではの納得の解像度
• 明るさ3段階調節
• ラージゲル（106×60mm）もOKな広い撮影有効スペース

• 幅広い核酸染色試薬に抜群の相性を発揮する最新型のBlue/Green LEDイルミネ
ーター標準搭載

• 高解像度900万画素（9Mピクセル）CMOSカメラ搭載
• アガロースゲル撮影用に、安全で、DNAなどのサンプルへのダメージがな

いBlue/Green LED（500nm）を採用
• 白色LEDによりSDS-PAGE（CBB染色）ゲルやウェスタンブロットメンブレンも

撮影可能
• USBポートが正面にあり、PCへのデータコピーも簡単です。
• 白黒反転画像も撮影可能
※ケミルミ撮影はできません。

F
ファス

AS-N
ナノ

ano

F
ファス

AS-B
ブルーグリーン

G LED B
ボックス

OX

Cat.No. 価格（税抜）

FAS-BOX2 システム一式 ￥430,000

900万画素 CMOSカメラ

従来モデル
（Blue LED）

FAS-BG LED BOX

207mm
254mm

229mm

核酸染色試薬：ミドリグリーンダイレクト

コンパクトタイプからハイスペックタイプまで、ラボのニーズに合わせてお選びいただけるFASシリーズのゲル撮影装置。
現在のFASシリーズは全てBlue/Green LEDを標準搭載しています。
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コンパクトサイズが魅力！ デジタルカメラ式のゲル撮影装置

高感度CCDカメラ搭載 ハイスペックゲル撮影装置 最新モデル

特　長

特　長

• 高解像度12メガピクセルデジタルカメラ標準装備
• ゲル切り出しも簡単！カメラをスライドするだけです。
• 幅広い核酸染色試薬に抜群の相性を発揮する最新型のBlue/Green LEDイルミ

ネーター標準搭載

• 200万画素高感度CCDカメラ
• 幅広い核酸染色試薬に抜群の相性を発揮する最新型のBlue/Green LEDイル

ミネーター標準搭載
• こだわりのソフトウェアとレスポンスの速いタッチパネルが大好評
• 白色LEDによりSDS-PAGE（CBB染色）ゲル、ウェスタンブロットメンブ

レンの撮影可能（オプション）
• 従来モデルに比べ省スペース化したスマートデザイン

F
ファス

AS-D
デジ

igi

F
ファス

AS V
ファイブ

基本セット価格（税抜）

￥410,000

FAS-Digi専用
デジタルカメラ

FAS-Digi 
（ダークボックス本体のみ）

Blue/Green LED
イルミネーター

基本
セット

基本
セット

基本
セット

Cat.No. 価格（税抜）

LB-16BG ￥148,000

Cat.No. 価格（税抜）

FAS-DGDC-LX ￥77,000

FAS-Digiは、お客様の用途に合わせてお使い頂けるよう構成品ごとに販売さ
せて頂いております。

280mm 340mm

320mm

オプションの活用で多彩な使い方が可能

角度調節可能なモニター
により、より大きな画面で
撮影画像をラクラク確認

モニター

隣に置いて使えば、撮影
した画像はすぐに印刷＆
ノートに貼れます。

モノクロプリンター

SDS-PAGE（CBB 染色）
ゲルも撮
影可能に

白色LED

Cat.No. 価格（税抜）

FAS5 FAS-V フルシステム（プリンター付） ￥1,200,000

FAS5s FAS-V フルシステム（プリンターなし） ￥1,000,000

P95D モノクロプリンター本体 ￥200,000

FASシリーズ史上最高の検出感度

核酸染色試薬：ミドリグリーンダイレクト

白色LEDも対応可能 オプション

　　　誰でもカンタン 直感的操作

6つの異なる
Exposure time
でのキャプチャー
画像を自動保存。
最適なものを選べ
ます。

新機能！

400mm

875mm

500mm

Cat.No. 価格（税抜）

FAS-DGMU ￥185,000
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UP! Spring 2018  期間：2018年4月1日～6月30日  お問い合わせ：info@genetics-n.co.jp

❸❸PickUp!!

イルミネーター単品

切り出し用オレンジボード

幅広い用途に使えてお得！

特　長

特　長

• サンプルにも人にも優しいLEDランプを採用
• ゲル撮影時には抜群の感度を発揮

まずは切り出し用として導入し、後からダークルームボックス、カメラを追加でご購
入頂くことによりゲル撮影用として使うこともできます。

まずは切り出し用としてBlue/Green LEDイルミネーターを導入される方にもお
すすめ！
目視でバンドを確認しながらお手軽にゲルの切り出しができます。

安全なLEDだからこそできるこんな使い方

薄
く
折
り
た
た
め
ま
す

こ
ん
な
に
ハッ

キリ見
えます

アクセサリー関連製品も充実3.
撮影装置の導入は難しいけれど、現在のラボ環境＋αなら導入できるかも・・・というラボにおすすめ。

Cat.No. 価格（税抜）

FAS-DGOF2 1台 ￥22,500

Cat.No. 価格（税抜）

LB-16BG 1台 ￥148,000
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ハンディーLED＆LED2

M
ミドリ

idori G
グリーン

reen D
ダイレクト

irect

※一般的な試薬の取り扱いと同様に、取り扱いには十分ご注意のうえ、操作時に
はグローブを着用ください。

※使用後は、各施設の基準に従って廃棄してください。

• ゲル厚は0.5cm以下になるよう作成してください。

• サンプルに混ぜるタイプ （後染め不可）
• 超高感度タイプ
• シリーズ最高のS/N比を実現

励起波長：490nm付近 （2次ピーク 290nm付近）
蛍光波長：530nm付近

室温または4℃で12ヵ月（遮光してください）保存条件

Cat.No. 入  数 キャンペーン価格（税抜）

NE-MG06 1ml ￥12,500

サンプルに
混ぜるタイプ

※後染め不可

M
ミドリ

idori G
グリーン

reen A
アドバンス

dvance
• 先染め or 後染めタイプ
• スタンダードタイプ

Cat.No. 入  数 キャンペーン価格（税抜）

NE-MG04 1ml ￥15,000

超
高感度

核酸染色試薬

目視でバンドを確認しながらお手軽にゲルを切り出し

ミドリグリーンシリーズ

ゲルに
混ぜるタイプ

※後染め推奨

特　長

■ アクセサリー

Cat.No. 価格（税抜）

LB-HDST ハンディーLED用スタンド 1台 ￥5,000

FAS-GPST ゲル切り出し用ステージ 1台 ￥13,500

NE-GPG オレンジゴーグル 1個 ￥8,000

※本体、電源（AC/DCアダプターもしくは充電式バッテリー）、本体用オレンジフィルター付属

• ゲル切り出し専用 
• 部屋内を極端に暗くする必要はありません！
• どこへでも持ち運び可能なバッテリー式もございます。

Cat.No. 価格（税抜）

LB-HDBG ハンディーLED（AC/DCアダプター式） ￥56,000

LB-HDBG2 ハンディーLED2（バッテリー式） ￥68,000

目
視
で

十分
見えます
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LineUp!!
消 耗 品

P.24

P.32

P.38

P.28

P.33

P.41

P.31

P.36

P.42

実験用グローブリキッドハンドリング

プレートシール
PCRチューブ

キャッパー・デキャッパー

手動ピペッター検体保存・管理

PCRプレート

ピペットチップ

細胞培養・観察
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P.43

P.46

P.45P.44

機 器 P.52

Blue/Green LED 採用ゲル撮影装置
振とう装置
全自動核酸精製システム
サーマルサイクラー
リアルタイム定量 PCRシステム
自動 DNA断片ゲル抽出システム
パルスフィールド電気泳動パワーサプライ
マグネティックスターラー
パラフィン包埋装置
細胞観察システム
吸光度計
ベンチトップ機器

試 薬 P.74

リアルタイム PCRマスターミックス
逆転写酵素 ＆cDNA合成キット
核酸精製（RNA）
核酸精製（DNA）
エンドポイント PCR試薬
電気泳動関連試薬
タンパク実験関連
細胞保存試薬
蛍光染色用封入剤
セルフリー DNA 実験関連製品
NGSライブラリー調製キット
発現解析関連

受 託 P.96

in situ ハイブリダイゼーション（ISH）受託サービス
免疫組織化学染色（IHC）受託サービス

滅菌用シリンジフィルター 未滅菌シリンジフィルター

動物実験関連

各種ラボグッズ
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S
サンプロソフィー

amplosophy® シリーズ（クライオチューブ）
二次元データマトリクスコード・チューブーブー ラックシスシスシ テムテムテ

2020

XLX 2000（2mL／アウターキャップ）
● サイドコードラベル付き

※ その他、別仕様製品もございますのでお気軽にお問い合わせください。

仕  様

XSX 200（200μL／アウターキャップ）

プレゼント

新製品限定企画

LVL キャッパー/デキャッパー
無償

本ページ掲載の製品をご購入頂いた
方に、専用のキャッパー/デキャッパー

（定価￥22,000）を無償でプレゼント！
この機会をぜひお見逃しなく！ ※ラックは含みません

Cat.No. キャップ 滅菌 包装単位 キャンペーン価格（税抜）

XSX200-NCNSS × × チューブ入りラック（スライドロック式） 96本×10ラック ￥38,500

XSX200-NCPSS × ○ チューブ入りラック（スライドロック式） 96本×10ラック ￥46,200

XSX200-BCNSS ●青 × チューブ入りラック（スライドロック式） 96本×10ラック ￥69,300

XSX200-BCPSS ●青 ○ チューブ入りラック（スライドロック式） 96本×10ラック ￥77,000

XSX200-NCNS × × バルク包装 96本×10ラック ￥35,700

XSX200-NCPS × ○ バルク包装 96本×10ラック ￥43,400

XSX200-BCNS ●青 × バルク包装 96本×10ラック ￥67,200

XSX200-BCPS ●青 ○ バルク包装 96本×10ラック ￥74,900

Cat.No. キャップ 滅菌 包装単位 キャンペーン価格（税抜）

XLX2000SNCNSS × × チューブ入りラック（スライドロック式） 48本×10ラック ￥23,000

XLX2000SBCNSS ●青 × チューブ入りラック（スライドロック式） 48本×10ラック ￥48,600

※製品に添付されている専用応募用紙にてお申し込みください。

XSX 200 XLX 2000

スクリューキャップ装着時 スクリューキャップ装着時

容量 200μl 2,000μl

保管温度 -196℃ -196℃

外径 8.65mm 12.8mm

ラック蓋のタイプ スライドロック スライドロック

チューブの高さ 14mm 45.3mm

サイドコードラベリング 可能 可能

チューブ/蓋なしのラックの高さ 16.1mm 45.7mm

サイドコードラベリング

• レーザーエッチングに
 よる一次元バーコード

• チューブ側面に標準
 印刷

• 底面の2Dバーコードと
 同一のコード情報を保持
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FastGeneTM クライオチューブ（2Dバーコードオプション対応）

クライオ用SBSフォームチューブラック

Cat.No. 容量 包装単位 キャンペーン価格（税抜）

FG-CRY-05S 0.5mL 500 ￥11,000

FG-CRY-10S 1.0mL 500 ￥11,000

FG-CRY-20S 2.0mL 500 ￥11,000

Cat.No. 容量 包装単位 キャンペーン価格（税抜）

FG-CRY-In-05S 0.5mL 500 ￥11,000

FG-CRY-In-10S 1.0mL 500 ￥11,000

FG-CRY-In-20S 2.0mL 500 ￥11,000

Cat.No. 容量 包装単位 価格（税抜）

FG-CRY-05RC 0.5mLクライオチューブ用 40本立て ● 緑 10 ￥13,000

FG-CRY-10RC 1.0mLクライオチューブ用 40本立て ● 緑 10 ￥13,000

FG-CRY-20RC 2.0mLクライオチューブ用 40本立て ● 緑 10 ￥13,000

Cat.No. 包装単位 キャンペーン価格（税抜）

FG-CRY-2D FG-CRY専用 500 ￥13,800

• 自立型（チューブ内部は丸底仕上げ）
• チューブ高わずか22.3mm
• 推奨使用温度範囲：−196℃ ～ +121℃
• 別売の2Dバーコード付インサートにより、サンプル融解不要でいつでもバーコード管理が

できます。
• 包装単位：500本（20本×25袋）

• 底に穴が開いており、バイアルを入れたままの状態でバーコードインサートを読み取るこ
とができます。

● 2Dバーコードインサート（未滅菌）

● インナーキャップ

● アウターキャップ

0.5mL用 1.0mL用 2.0mL用

ヒューマンリード付

2020

アウターキャップ インナーキャップ

本体、キャップにツメを設けることで、
シール性を高め、漏れを防ぎます。

キャップロック機構

独特な底形状

最大容量まで充填可能

フラットキャップ

独特な底形状で、ラック作業での回転
を防止。各種ラックで使用可能です。

最大容量目盛が本体に記載されてお
り、充填することができます。

フタ天面をフラットにしたことで、書
き込みが可能です。

アウターキャップ

インナーキャップ
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スクリューチューブ用SBSフォームチューブラック

FastGeneTM スクリューキャップチューブ（2Dバーコードオプション対応）

• 包装単位：500本（20本×25袋）
• O-リングにはシリコンゴムを採用
• 推奨使用温度範囲：−80℃～＋121℃
• 別売の2Dバーコード付インサートを使用することにより、後からでもバーコード管理ができます。

● 0.5mL スクリューキャップチューブ 自立型 丸底

● 2.0mL スクリューキャップチューブ 自立型 コニカル底

● 2Dバーコードインサート（未滅菌）

● スクリューキャップチューブ用ラック

凍結保存チューブーブー

Cat.No. キャップ色 包装単位 キャンペーン価格（税抜）

FG-SCR-05S ● NT 500 ￥9,800

FG-SCRR-05S ● 赤 500 ￥9,800

FG-SCRG-05S ● 緑 500 ￥9,800

FG-SCRB-05S ● 青 500 ￥9,800

FG-SCRY-05S ● 黄 500 ￥9,800

Cat.No. キャップ色 包装単位 キャンペーン価格（税抜）

FG-SCR-20S ● NT 500 ￥9,800

FG-SCRR-20S ● 赤 500 ￥9,800

FG-SCRG-20S ● 緑 500 ￥9,800

FG-SCRB-20S ● 青 500 ￥9,800

FG-SCRY-20S ● 黄 500 ￥9,800

Cat.No. 包装単位 キャンペーン価格（税抜）

FG-SCR-2D FG-SCR用 500個（100個×5袋） ￥14,700

Cat.No. 包装単位 価格（税抜）

FG-SCR-RC 48本立て  ● 赤 10 ￥13,000

• 底に穴が開いており、バイアルを入れたままの状態でバーコードインサートを読み取るこ
とができます。

ヒューマンリード付

2020
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• 用途に応じた10種類のラベルをご用意
• 油性ペン・鉛筆による手書きが可能
• ディープフリーザー、液体窒素内での耐久性がございます。
• ①, ②, ③, ④, ⑤, ⑥に印刷可能な専用ソフトがございます。（お問い合わせください）

ディープープー フリーザー /液体窒素内での耐久性あり

Cat.No. サイズ Color 包装単位 キャンペーン価格（税抜）

① FG-E1.5W ラベル 1.5-2mlチューブ用 30×12mm ○ 1000枚/巻 ￥5,900

② FG-E0.5W ラベル 0.5mlチューブ用  24×12mm ○ 1000枚/巻 ￥5,900

③ FG-E0.2W ラベル 0.2mlチューブ用  21×7mm ○ 1000枚/巻 ￥3,500

④ FG-EPW ラベル プレート用  65×6.5mm ○ 1000枚/巻 ￥4,700

⑤ FG-EGW ラベル 一般･チューブBOX用  40×20mm ○ 800枚/巻 ￥4,750

⑥ FG-ESSW ラベル丸・四角 10Φ, 30×10mm ○ 1000枚/巻 ￥4,700

⑦ FG-EPSW 丸ラベル 10Φ ○ 1000枚/巻 ￥4,700

⑧ FG-SA5600 1.5-2ml 凍結チューブ用 40×12mm ○ 1000枚/巻 ￥15,500

⑨ FG-ES10W

チューブトップ用 丸ラベル

10Φ ○ 1000枚（25枚×40シート）/箱 ￥2,000

⑨ FG-ES10P 10Φ ● 1000枚（25枚×40シート）/箱 ￥2,000

⑨ FG-ES10O 10Φ ● 1000枚（25枚×40シート）/箱 ￥2,000

⑨ FG-ES10G 10Φ ● 1000枚（25枚×40シート）/箱 ￥2,000

⑨ FG-ES10B 10Φ ● 1000枚（25枚×40シート）/箱 ￥2,000

⑨ FG-ES10Y 10Φ ● 1000枚（25枚×40シート）/箱 ￥2,000

⑨ FG-ES10MIX 10Φ 1000枚（各色25枚×8シート） ￥2,100

⑩ FG-ES6.5W

チューブトップ用 丸ラベル

6.5Φ ○ 1000枚（25枚×40シート）/箱 ￥1,700

⑩ FG-ES6.5P 6.5Φ ● 1000枚（25枚×40シート）/箱 ￥1,700

⑩ FG-ES6.5O 6.5Φ ● 1000枚（25枚×40シート）/箱 ￥1,700

⑩ FG-ES6.5G 6.5Φ ● 1000枚（25枚×40シート）/箱 ￥1,700

⑩ FG-ES6.5B 6.5Φ ● 1000枚（25枚×40シート）/箱 ￥1,700

⑩ FG-ES6.5Y 6.5Φ ● 1000枚（25枚×40シート）/箱 ￥1,700

⑩ FG-ES6.5MIX 6.5Φ 1000枚（各色25枚×8シート） ￥1,800

FastGeneTM 低温耐性ラベル

カラー： ○ホワイト・●ピンク・●オレンジ・●グリーン・●ブルー・●イエロー・　アソート（ピンク、オレンジ、グリーン、ブルー、イエロー）

① FG-E1.5W ③ FG-E0.2W ⑤ FG-EGW ⑦ FG-EPSW② FG-E0.5W ④ FG-EPW ⑥ FG-ESSW ⑧ FG-SA5600

⑨

⑩

霜つき
チューブに
貼れます！

Cat.No. チューブ収容数 包装単位 キャンペーン価格（税抜）

FG-FBOX25 25本 10個  ￥5,700 ￥4,900 ＠￥490

FG-FBOX50 50本 10個  ￥6,500 ￥5,600 ＠￥560

FG-FBOX81 81本 10個  ￥8,200 ￥7,000 ＠￥700

FG-FBOX100 100本 10個  ￥9,000 ￥7,700 ＠￥770

Cat.No. チューブ収容数 包装単位 キャンペーン価格（税抜）

FG-FBOX25F 25本 10枚  ￥4,100 ￥3,500 ＠￥350

FG-FBOX50F 50本 10枚  ￥4,900 ￥4,200 ＠￥420

FG-FBOX81F 81本 10枚  ￥4,900 ￥4,200 ＠￥420

FG-FBOX100F 100本 10枚  ￥5,700 ￥4,900 ＠￥490

• ディープフリーザー、液体窒素内での使用可能
• 耐水効果により長くお使い頂けます。
• ラボの用途に合わせて、2フォーマット（ボックス型・フラットパック型）よりお選び頂けます。
• 油性ペン・各種マーカーがお使い頂けます。
• 汚れに強く、霜もとれやすい仕様となっております。
• 底面番号付き

● フリーズボックス ● フリーズボックス フラットパック（組立ガイド付）

FastGeneTM 紙製フリーズボックス ※ドレインは付いておりません

FG-FBOX25FG-FBOX50FG-FBOX81FG-FBOX100

安価なフラットパック
タイプもご用意！

※親切な組立ガイド付きですので
ご安心ください。
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52.3mm

50mm

72mm

Cat.No. Color 包装単位 キャンペーン価格（税抜）

FG-301 ● バルク 1,000本 ／袋 ￥780

FG-301R ● P.Pラック入り 96本×10ラック ￥3,200

FG-301RS ● 滅菌済 P.Pラック入り 96本×10ラック ￥3,600

Cat.No. Color 包装単位 キャンペーン価格（税抜）

FG-302 ● バルク 1,000本 ／袋 ￥990

FG-302R ● P.Pラック入り 96本×10ラック ￥3,300

FG-302RS ● 滅菌済 P.Pラック入り 96本×10ラック ￥3,800

Cat.No. Color 包装単位 キャンペーン価格（税抜）

FG-402 ● バルク 1,000本 ／袋 ￥1,900

FG-402R ● P.Pラック入り 100本×10ラック ￥3,900

FG-402RS ● 滅菌済 P.Pラック入り 100本×10ラック ￥4,500滅菌済

滅菌済

滅菌済

200μL

200μL

1000μL

31.2mm

50mm

Cat.No. Color 包装単位 キャンペーン価格（税抜）

FG-102 ● バルク 1,000本 ／袋 ￥1,000

FG-102R ● P.Pラック入り 96本×10ラック ￥3,300

FG-102RS ● 滅菌済 P.Pラック入り 96本×10ラック ￥4,000

Cat.No. Color 包装単位 キャンペーン価格（税抜）

FG-103 ● バルク 1,000本 ／袋 ￥1,100

FG-103R ● P.Pラック入り 96本×10ラック ￥3,400

FG-103RS ● 滅菌済 P.Pラック入り 96本×10ラック ￥4,100

滅菌済

滅菌済

10μL ショート

10μL ロング

31mm

50mm

Cat.No. Color 包装単位 キャンペーン価格（税抜）

FGF-2042 ● 滅菌済 P.Pラック入り 96本×10ラック ￥7,000

FGF-2043 ● 交換プレート 96本×10プレート ￥6,500

Cat.No. Color 包装単位 キャンペーン価格（税抜）

FGF-2072 ● 滅菌済 P.Pラック入り 96本×10ラック ￥7,000

FGF-2073 ● 交換プレート 96本×10プレート ￥6,500

滅菌済

滅菌済

滅菌済

滅菌済

10μL ショートフィルターチップ

10μL ロングフィルターチップ

FGF-2042

FGF-2072

FGF-2043

FGF-2073

53mm

Cat.No. Color 包装単位 キャンペーン価格（税抜）

FGF-20S2 ● 滅菌済 P.Pラック入り 96本×10ラック ￥7,000

FGF-20S3 ● 交換プレート 96本×10プレート ￥6,500

滅菌済

滅菌済

20μL フィルターチップ

FGF-20S2 FGF-20S3

53mm

Cat.No. Color 包装単位 キャンペーン価格（税抜）

FGF-7032 ● 滅菌済 P.Pラック入り 96本×10ラック ￥7,000

FGF-7033 ● 交換プレート 96本×10プレート ￥6,500

滅菌済

滅菌済

200μL フィルターチップ

FGF-7032 FGF-7033

80mm

Cat.No. Color 包装単位 キャンペーン価格（税抜）

FGF-10002 ● 滅菌済 P.Pラック入り 96本×10ラック ￥7,700

FGF-10003 ● 交換プレート 96本×10プレート ￥7,200

滅菌済

滅菌済

1000μL フィルターチップ

FGF-10002 FGF-10003

FastGeneTMチップ

ピペット適合について：一般的なピペットには全て適合しますが、サンプルもございますのでお試しください。
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1-20μl
（45mm）

0.1-3μl
（31mm）

1-20μl
（45mm）

0.1-3μl
（31mm）

1-330μl
（59mm）

1-330μl
（59mm）

50-1250μl
（102mm）

50-1250μl
（102mm）

Cat.No. 入  数 キャンペーン価格（税抜）

10320 フィルターチップ 96本×10ラック ￥9,500

10310 ノンフィルター 96本×10ラック ￥7,500

Cat.No. 入  数 キャンペーン価格（税抜）

78510 フィルターチップ 96本×10ラック ￥11,000

78490 ノンフィルター 96本×10ラック ￥8,000

Cat.No. 入  数 キャンペーン価格（税抜）

10350 フィルターチップ 96本×10ラック ￥9,500

10340 ノンフィルター 96本×10ラック ￥7,500

Cat.No. 入  数 キャンペーン価格（税抜）

10380 フィルターチップ 96本×8ラック ￥9,500

10370 ノンフィルター 96本×8ラック ￥7,500

• ゴムのように柔らかいプラスチック(TPE=Thermo Plastic Elastomer)を採用（特許出願中）
• マルチチャンネルピペットに一発フィットします。　
• ピペットに軽く、ソフトに"ワンタッチ"装着できます。　
• 従来チップに比べ、圧倒的にピペッティング時の負担が少ないため、腱鞘炎予防にも効果的

ピペット適合について：一般的なピペットには全て適合しますが、サンプルもございますのでお試しください。

事実上すべてのピペッターに使用可能なユニバーサルチップ
精度の高さを求める方に、0.1-3μLタイプ登場

1μl

1μl

1μl

1μl

10μl

10μl

5μl

5μl

50μl

50μl

10μl

10μl

100μl

100μl

500μl

500μl

1000μl

1000μl

200μl

200μl

O
ワンタッチ

neTouch Tips
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精度にこだわり！

シャープチップ

Cat.No. 包装単位 キャンペーン価格（税抜）

30340 10μL フィルターチップ 96本×10ラック ￥9,500

30570 10μL ノンフィルター 96本×10ラック ￥6,500

Cat.No. 包装単位 キャンペーン価格（税抜）

30360T 10μLロング フィルターチップ 96本×10ラック ￥9,500

26410 10μLロング ノンフィルター 96本×10ラック ￥7,000

26410T 10μLロング ノンフィルター 96本×10ラック ￥7,000

Cat.No. 包装単位 キャンペーン価格（税抜）

30390T 200μL フィルターチップ 96本×10ラック ￥9,500

26430 200μL ノンフィルター 96本×10ラック ￥5,000

26430T 200μL ノンフィルター 96本×10ラック ￥5,000

Cat.No. 包装単位 キャンペーン価格（税抜）

30370T 20μL フィルターチップ 96本×10ラック ￥9,500

Cat.No. 包装単位 キャンペーン価格（税抜）

30380T 100μL フィルターチップ 96本×10ラック ￥9,500

低吸着

低吸着

低吸着

低吸着

低吸着

低吸着

10μl
（44.8mm）

（50.7mm）

（51.44mm）

10μlロング
（45.3mm）

20μl
（50.7mm）

100μl
（50.7mm）

200μl

• 精度の高さにこだわり抜いたチップ

• 低吸着タイプもございます。

• 全てヒンジラック入り

ピペット適合について：WEBにてご確認ください。

2μl

2μl

2μl

2μl

10μl

5μl

5μl

5μl

5μl

50μl

10μl

10μl

10μl

10μl

100μl
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P
プロライン

roline® 容量可変式手動ピペッター〈シングル＆マルチチャンネル〉

シングルチャンネルピペット
Cat.No. 容量範囲（μl） 可変単位（μl） キャンペーン価格（税抜）

BH720010 0.1-2 .5 0.05

￥9,600

BH720015 0.5-10 0.10

BH720080 2-20 0.50

BH720025 5-50 0.50

BH720050 10-100 1.00

BH720070 20-200 1.00

BH720060 100-1000 5.00

BH720110 1000-5000 50.00

Cat.No. 容量範囲（μl） 可変単位（μl） キャンペーン価格（税抜）

BH720210 0.5-10 0.10

￥36,000BH720220
BH720250* 5-50 0.50

BH720240 50-300 5.00

＊：ハードチップコーン付モデルは在庫がなくなり次第販売終了となります。

8連マルチチャンネルピペット

Cat.No. 容量範囲（μl） 可変単位（μl） キャンペーン価格（税抜）

BH720310 0.5-10 0.10

￥46,000
BH720320
BH720350* 5-50 0.50

BH720340
BH720370* 50-300 5.00

＊：ハードチップコーン付モデルは在庫がなくなり次第販売終了となります。

12連マルチチャンネルピペット

Pipette Doctor

定期的な「メンテナンス」と「精度検査」は、ピペット管理の基本です!!
最低でも、１年に１回は、点検をお勧めいたします。

ピペットの性能維持やトラブルの予防処置において、ピペット管理はとても大切です。

毎日、ご使用されているピペットを最良な状態で維持し、安定した測定データを得

るためには、定期的なメンテナンスと精度検査は欠かせません。

「Pipette Doctor」（点検／精度検査）のご依頼には専用申込書のご記入が必要です

ピペット・ドクタ－ (メーカーを問わないピペット校正サービス ）

タイプ別料金（1 本あたり）

チャンネル 測定箇所 受入検査無し 受入検査あり

1ch ￥4,000 ￥7,000

8ch
両端のみ ￥5,000 ￥10,000

全チャンネル ￥10,000 ￥16,500

12ch
両端のみ ￥6,500 ￥13,000

全チャンネル ￥13,000 ￥21,500
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小分けパッケージ登場！

小分けになってたら
便利だな〜と
思ったこと
ありませんか？
お客様の声が形になり、
小分け包装品が
発売されました！

FastGeneTM PCRチューブ

0.2ml 8連 PCRチューブ＋キャップ

0.2ml シングル PCRチューブ

● ドームキャップ

● 小分け包装（計1,000本／箱）

● フラットキャップ

● ドームキャップ ● フラットキャップ

0.2ml キャップ一体型 8連PCRチューブ

Cat.No. 入  数 キャンペーン価格（税抜）

FG-021D ドームキャップ 1,000本／袋 ￥2,400

FG-021F フラットキャップ 1,000本／袋 ￥2,400

Cat.No. 入  数 キャンペーン価格（税抜）

FG-021D/SP ドームキャップ 100本×10袋 ￥3,500

FG-021F/SP フラットキャップ 100本×10袋 ￥3,500

Cat.No. 入  数 キャンペーン価格（税抜）

FG-028DC 120ストリップ／袋 ￥4,800

FG-0028DC/SE 12ストリップ／袋×10袋（整列包装） ￥6,000

Cat.No. 入  数 キャンペーン価格（税抜）

FG-088WD 120ストリップ／袋 ￥5,000

FG-0088WD/SE 12ストリップ×10列／袋（整列包装） ￥6,500

Cat.No. 入  数 キャンペーン価格（税抜）

FG-088WF 120ストリップ／袋 ￥5,000

FG-0088WF/SE 12ストリップ×10列／袋（整列包装） ￥6,500

Cat.No. 入  数 キャンペーン価格（税抜）

FG-028FC 120ストリップ／袋 ￥4,800

FG-0028FC/SE 12ストリップ／袋×10袋（整列包装） ￥6,000

使えます！

小分けパッケージ登場！

小分けになってたら

お客様の声が形になり、

発売されました！

ジェネ 入ってます。
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Cap easy が滑ることなく
より快適にお使いいただける
ストッパーゴムの添付を始めました。

“easy”を追求し、

お客様の声を形にしました。

ジェネ 入ってます。

ジェネ 入ってます。

FastGeneTM C
キャップ

ap e
イージー

asy

使えば分かる便利さ！

Cat.No. 入  数 キャンペーン価格（税抜）

FG-CDC01 1個 ￥11,900

• 日常の実験作業効率を格段にアップさせる、手動のキャッパー・デキャッパー
• 固いキャップも簡単に開けることができます。また、キャップを開ける時のコンタミネーションの防止に最適です。
• キャップを閉めるときには手動よりも確実なシーリングで、PCR中の蒸発防止に役立ちます。
• 0.2mL PCRチューブ専用
• ストリップキャップタイプの8連、12連チューブがお使い頂けます。
• ウェル数：12ウェル
• オートクレーブ可能

• 本体
• つめ（キャップを開ける時に使用）
• 滑り止め用ストッパーゴム

• ポリカーボネート製
• サイズ：125×112×45mm（L×D×H）

FG-028DC FG-028FC
FG-0028DC/SE FG-0028FC/SE
キャップはフラットキャップ、ドームキャップ、両方とも使用可能
※ロープロファイル 0.1mL PCRチューブ（ファスト用等）には使えません。
※キャップ一体型8連PCRチューブには使えません。

梱包内容 仕  様

当社推奨PCRチューブ型番

Cat.No. 入  数 キャンペーン価格（税抜）

FG-0384MS ソフトタイプ 10枚 ￥4,200

FG-0384MH ハードタイプ 10枚 ￥4,200

384well PCR / qPCRプレート〈フルスカート〉 384well PCR プレート用シーリングマット

Cat.No. 入  数 キャンペーン価格（税抜）

FG-0384P 50枚 ￥16,000

黒
印字

黒
印字

•             PCR プレートを密閉することができるシリコン製の
シーリングマット

ハード or ソフト？
シリコーンマットには珍し
い、硬さが選べるマット。
お使いのプレートとの相
性や感触の好みでお選び
ください。

黒印字
シリコーンマットには
珍しい黒印字。
向きに迷うこともあ
りません。

 から

384ウェル PCRプレート
新発売！
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簡
単
に

ハサ
ミで切れます！

• とっても滑らかにハサミで切れます。
• 必要な分だけ切ってご使用になれます。

•             ABI Fast 専用プレート
•             Step one plus に使える！

0.2ml／ 96well PCRプレート〈ノンスカート〉

0.1ml／96well ファストプレート〈セミスカート〉

0.2ml／ 96well PCRプレート〈ノンスカート〉

0.2ml／ 96well PCRプレート〈セミスカート〉

100％バージンポリプロピレンを使用したスタンダードPCRプレート

One-Shot Mold

一体成型 二段階成型

Cat.No. キャップ 入  数 キャンペーン価格（税抜）

4ti-0760 50枚／箱 ￥13,500  @￥270

4ti-0752 ドーム 300ストリップ ￥13,000

4ti-0751 フラット 300ストリップ ￥12,450

Cat.No. 入  数 キャンペーン価格（税抜）

38800 25枚／箱 ￥7,000 ＠￥280

Cat.No. キャップ 入  数 キャンペーン価格（税抜）

FG-1702 25枚／箱 ￥4,500 

FG-1700 25枚／箱 ￥5,300 

FG-008DC 8連ドーム 120ストリップ ￥2,400

FG-008FC 8連フラット 120ストリップ ￥2,400

FG-012FC 12連フラット 200ストリップ ￥6,000

Cat.No. キャップ 入  数 キャンペーン価格（税抜）

FG-1742 25枚／箱 ￥6,100 

FG-1740 25枚／箱 ￥6,600 

FG-008DC 8連ドーム 120ストリップ ￥2,400

FG-008FC 8連フラット 120ストリップ ￥2,400

FG-012FC 12連フラット 200ストリップ ￥6,000

電子滅菌済 電子滅菌済

黒
印字

黒
印字
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• 外枠の立上りのない設計（補強用のリブ）により、フィルムによるシールを容易に行な
う事が出来ます。

• チューブ部分は薄壁ポリプロピレン製のため最適なPCR/qPCR結果が得られます
• 自動化にも最適

•             ABI Fast 専用プレート

Cat.No. ウェル色 入  数 キャンペーン価格（税抜）

4ti-0770/C クリア 50枚／箱 ￥16,000  @￥320

4ti-0772 フロスト 50枚／箱 ￥16,000  @￥320

Cat.No. ウェル色 入  数 キャンペーン価格（税抜）

4ti-0910/C クリア 50枚／箱 ￥26,400 ＠￥528 4ti-0770/C

4ti-0772
（フロスト）

フロスト

Fluorescence
detector

0.1ml／ 96well ファストプレート〈セミスカート〉 0.2ml／ 96well PCRプレート〈セミスカート〉

歪まない、安定した結果をもたらす FRAMEStar® PCRプレート

FRAMEStar® 
ポリカーボネートを含む特殊樹
脂製の『丈夫なフレーム』とポ
リプロピレン製の『薄壁なウェ
ル』を組み合わせて成型してい
ま す。(FrameStar PCR plates 
are covered by one or more 
of the following U.S.patents 
or their foreign counterparts, 
owned by Eppendorf AG: US 
Patent Nos. 7,347,977 and 
6,340,589.)

一体成型 二段階成型

黒
印字

黒
印字

Cat.No. ウェル色 入  数 キャンペーン価格（税抜）

4ti-0384/C クリア 50枚／箱 ￥17,000  @￥340

4ti-0387 フロスト 50枚／箱 ￥27,000  @￥540

フロスト

Fluorescence
detector

384well PCRプレート〈フルスカート〉

黒
印字
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Microplate Seal（クリアシール） PCR Foil Seal（ホイルシール）

• 使用温度範囲：−20℃～＋80℃ • 使用温度範囲：−40℃～＋120℃

• 試料保存（水溶液） • PCR
• 試料保存

仕　様 仕　様

アプリケーション アプリケーション

Cat.No. 入  数 キャンペーン価格（税抜）

4ti-0510 135×80mm 100枚 ￥5,500

Cat.No. 入  数 キャンペーン価格（税抜）

4ti-0550 135×80mm 100枚 ￥13,500

• コストを抑えたい方におすすめ
• 中低度の粘着性
• 短期の試料保存や遠心時の保護に

• 強い粘着性のホイルシール
• 高温耐性に優れています

粘着シール（クリアシール） Adhesive PCR Seal（クリアシール）

• 使用温度範囲：−80℃～＋100℃ • 使用温度範囲 ：−20℃～＋110℃
• 4ti-0500/8 ：8連×12列にカット可能
• 4ti-0500/12 ：12連×8列にカット可能

• PCR
• リアルタイムPCR
• 化合物の短期保存
• 吸光度測定・蛍光測定

• PCR

仕　様 仕　様

アプリケーション

アプリケーション

Cat.No. 入  数 キャンペーン価格（税抜）

FG-BC100PCR 142×80mm 100枚 ￥11,500

Cat.No. 入  数 キャンペーン価格（税抜）

4ti-0500 135×80mm 100枚 ￥9,800

4ti-0500/8 135×80mm 100枚 ￥18,000

4ti-0500/12 135×80mm 100枚 ￥18,000

• 光学的に優れた透明性（90％以上の光透過率）
• 高有機溶媒耐性（DMSOなど）
• 自家蛍光が低く、蛍光測定に最適 代替品はFG-93ACとなります。

• 強い粘着性
• PCR、qPCR、蛍光測定など幅広い用途に

• 使用温度範囲：−80℃～＋110℃

• 使用温度範囲：−80℃～＋110℃

• ELISA
• 臨床検査用途
• 長期保存

• PCR ／ qPCR
• ELISA
• 臨床検査用途

仕　様

仕　様

アプリケーション

アプリケーション

粘着シール 圧着シール

PP/PS/PC製いずれのプレートにも優れた
粘着力を発揮します
• ホイルシール：ピペットで簡単に穴を開け

られます
• クリアシール：低い自家蛍光性

• 光学的に優れた透明性
• リアルタイムPCR用に最適
• 自家蛍光が低く、蛍光測定に最適

Cat.No. 入数 キャンペーン価格（税抜）

FG-92AF 135×77mm ホイル 100枚 ￥11,000 ￥9,900
FG-93AC 135×77mm クリア 100枚 ￥9,000 ￥8,800

Cat.No. 入数 キャンペーン価格（税抜）

FG-95PC 135×77mm クリア 100枚 ￥16,500 ￥15,000

在庫がなくなり次第販売終了となります。
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粘着シール〈ガス透過／蒸気バリア〉
ウェル部分は粘着剤不使用のため、空気とCO2の交換を可能にしつつ、サンプルの蒸発は防止します。

• 真核細胞培養、細菌培養、長期間ライブアッセイに最適
• 水蒸気透過率：1g/m2.d.bar
• 空気孔率：600cm3/m2.d.bar
• 糊残りせず、剥がしやすい
• 取扱いを容易にするタブ付き

Cat.No. 入数 キャンペーン価格（税抜）

4ti-0516/24 24丸ウェル用 50枚 ￥34,000

4ti-0516/96 96丸ウェル用 50枚 ￥34,000

4ti-0516/384 384角ウェル用 50枚 ￥36,000

仕　様

• 使用温度範囲：−20℃～＋80℃
• ピアス（穴開け）：可能
• サイズ：137×77mm

滅菌
済

qPCR Seal（クリアシール）

• 使用温度範囲：−80℃～＋110℃

• リアルタイムPCR
  （96ウェル又は 384ウェルプレート用）

仕　様

アプリケーション

Cat.No. 入  数 キャンペーン価格（税抜）

4ti-0560 140×77mm 100枚 ￥19,800

• 光学的に優れた透明性
• リアルタイムPCR用に最適
• 自家蛍光が低く、蛍光測定に最適

Q-StickTM for qPCR（クリアシール）

• 使用温度範囲：−20℃～＋110℃

• リアルタイムPCR（96ウェル専用）
• 蛍光検出

仕　様

アプリケーション

Cat.No. 入  数 キャンペーン価格（税抜）

4ti-0565 135×80mm 100枚 ￥19,800

• 強粘着性シールで蒸発を最小限に抑えます
• ウェル位置が丸く透明な窓になっており、内部を自視可能です

• すみずみまで均等な力を加えることでプレートへのシーリングを確実に
• 小さめに設計されたアプリケーターの側面は平らで頑丈です。

特　長

シールアプリケーター

Cat.No. 色 入  数 キャンペーン価格（税抜）

4ti-0503  青 1個 ￥350
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2well 3well 4well

ウェル数 2 3 4

外寸 8.4×8.4×5mm(W×L×H) 8.4×12.15×5mm(W×L×H) Ø 17 mm

容量／ウェル 70μl 70 µl 110 µl

培養エリア／ウェル 0.22cm2 0.22 cm² 0.35 cm²

コーディング面積／ウェル 0.82 cm² 0.82 cm² 1.23 cm²

ウェル間隔 500 µm +/- 50 µm 500 µm +/- 50 µm
Two cell fronts：500 µm +/- 50 µm
Four cell fronts (center)：1000 µm +/- 100 µm

材質 生体適合性シリコン 生体適合性シリコン 生体適合性シリコン

• 細胞間に500μm±50μｍの間隙を作ることが可能
一般的なスクラッチアッセイでは、細胞間に一定間隔の間隙を作ることが難しいですが、本製品ではインサートのウェルの仕切りにより、
細胞間に500μm±50μｍの間隙を作ることができます。

• 接着剤不使用
インサート底面が柔らかいシリコン素材となっており、乾いたガラスやプラスチック表面に接着できます。

創傷治癒、細胞遊走アッセイ、2D Invasionアッセイ、共培養に
C

カルチャー

ulture-I
インサート

nsert （創傷治癒）

仕　様

Culture-Insert

μ -Dish入り 10cm Dish入りCat.No. 品名 パッケージ 入  数 キャンペーン価格（税抜）

ib81176 Culture-Insert 2well μ-Dish入り 30セット ￥42,750 ￥29,900
ib80209 25 Culture-Inserts 2well 10cm Dish入り 25個入り ￥20,000 ￥14,000
ib80366 Culture-Insert 3well μ-Dish入り 30セット ￥42,750 ￥29,900
ib80369 25 Culture-Inserts 3well 10cm Dish入り 25個入り ￥22,500 ￥15,750
ib80466 Culture-Insert 4well μ-Dish入り 30セット ￥47,250 ￥33,000
ib80469 25 Culture-Inserts 4well 10cm Dish入り 25個入り ￥27,000 ￥18,900

μ
マイクロ

-D
ディッシュ

ish （タイムラプス） μ
マイクロ

-D
ディッシュ

ish glass bottom

＊接着細胞用表面処理    ＊＊接着細胞用には適切なコーティングを行ってください。

• 容量：2ml
• 直径：35mm　
• 培養エリア：3.5cm2　
• 観察エリア：21mm
• 厚み：No.1.5（180μm）

• 容量：2ml
• 直径：35mm　
• 培養エリア：3.5cm2　
• 観察エリア：21mm
• 厚み：No.1.5H（170μm, ±5μm）

仕　様 仕　様

細胞培養用プラスチックフィルムルムル ボトムディッシュ ガラス製のカバースースー リップボトムタイプ

Cat.No. 表面処理 包装単位 キャンペーン価格（税抜）

ib81156 ibiTreat* 60個/箱 ￥28,000

ib81151 未コーティング** 60個/箱 ￥28,000

Cat.No. 包装単位 キャンペーン価格（税抜）

ib81158 60個/箱 ￥29,400
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2well 4well 8well

各ウェルの容量 1500μl 700μl 300μl

各ウェルの培養エリア 5.1cm2 2.5cm2 1.0cm2

厚み No.1.5H（170μm, ±5μm）

μ
マイクロプレート

-Plate

＊接着細胞用表面処理

• 各ウェルの容量：300μl
• 各ウェルの培養エリア：1.0cm2

24well
• 各ウェルの容量：1mL
• 各ウェルの培養エリア：1.90cm2

96well
• 各ウェルの容量：300μL
• 各ウェルの培養エリア：0.56cm2

仕　様
仕　様

仕　様

マルマルマ チチャンネルネルネ ピペット、自動分注ロボットに対応可能

Cat.No. 表面処理 包装単位 キャンペーン価格（税抜）

ib89626 96well ibiTreat* 15枚入 ￥45,500

ib82406 24well ibiTreat* 15枚入 ￥51,100

Cat.No. 包装単位 キャンペーン価格（税抜）

ib80287 2well 15枚入 ￥30,550

ib80427 4well 15枚入 ￥30,550

ib80827 8well 15枚入 ￥30,550

細胞を移し換えることなく免疫蛍光染色やFISHが可能

ガラス製のカバースースー リップボトムタイプ

Cat.No. 表面処理 入数 キャンペーン価格（税抜）

ib80826 ibiTreat* 15枚入 ￥18,200

• 一体型なので液漏れがありません。
• Culture-Insertを使った 創傷治癒（細胞間相互作用）研究も可能

• プレート底は共焦点顕微鏡に使用可能な薄いプラスチックフィルム
• 化合物スクリーニングや、トランスフェクションアッセイに

• 細胞の培養および顕微鏡観察に
• TIRFおよびシングルセル研究に最適

＊接着細胞用表面処理

μ
マイクロスライド

-Slide 8well（免疫蛍光染色）

μ
マイクロスライド

-Slide Glass Bottom

Sticky-SlideⅠ

Sticky-Slide 8well

sticky-Slide用ガラスカバースリップ

● sticky-Slide用ガラスカバースリップ

Cat.No. 入数 キャンペーン価格（税抜）

ib10812 sticky-Slide用ガラスカバースリップ 100 ￥14,950

Cat.No. 品名 入  数 キャンペーン価格（税抜）

ib80828 Sticky-Slide 8well 15 ￥27,950

Cat.No. 品名 入  数 キャンペーン価格（税抜）

ib81128 Sticky-SlideⅠ0.1Luer 15 ￥30,550

ib80168 Sticky-SlideⅠ0.2Luer 15 ￥30,550

ib80178 Sticky-SlideⅠ0.4Luer 15 ￥30,550

ib80188 Sticky-SlideⅠ0.6Luer 15 ￥30,550

ib80198 Sticky-SlideⅠ0.8Luer 15 ￥30,550

Sticky-Slide シリーズ
裏面に接着面を備えたボトムフリーチャンネルネルネ スルスル ライド

Sticky-SlideⅠ

Sticky-Slide 8well

2well

4well

8well
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フラスコ

プレート

ディッシュ

スクレーパー＆セルリフター

● 培養面積：25cm2 , 容量：5–7ml（トライアングル型）

● 培養面積：75cm2 , 容量：15–22.5ml（トライアングル型）

● 培養面積：162cm2 , 容量：32–48ml（改良トライアングル型）

Cat.No. キャップ形状 包装単位 入数 キャンペーン価格（税抜）

TR6000 Vent 10個×20袋 200個 ￥16,500 ＠￥82.5

TR6001 NON Vent 20個×25袋 500個 ￥29,600 ＠￥59.2

Cat.No. キャップ形状 包装単位 入数 キャンペーン価格（税抜）

TR6004 Vent 5個×5袋 25個 ￥6,500 ＠￥260.0

TR6005 NON Vent 5個×5袋 25個 ￥5,900 ＠￥236.0

Cat.No. キャップ形状 包装単位 入数 キャンペーン価格（税抜）

TR6002 Vent 5個×20袋 100個 ￥15,500 ＠￥155.0

TR6003 NON Vent 5個×20袋 100個 ￥15,000 ＠￥150.0

Cat.No. 培養面積 仕様（直径×高さ） 包装単位 入数 キャンペーン価格（税抜）

TR4000 8cm2 35×10mm 20枚×25袋 500枚 ￥8,650 ＠￥17.3

TR4001 21cm2 60×15mm 20枚×25袋 500枚 ￥10,300 ＠￥20.6

TR4002 55cm2 100×20mm 20枚×25袋 500枚 ￥19,500 ＠￥39.0

TR4003 148cm2 150×25mm 5枚×12袋 60枚 ￥6,500 ＠￥108.3

Cat.No. 培養面積 仕様 入数 キャンペーン価格（税抜）

TR5000 9.5cm2 ／ウェル 6well 50枚 ￥6,500 ＠￥130

TR5001 3.8cm2 ／ウェル 12well 50枚 ￥6,900 ＠￥138

TR5002 1.9cm2 ／ウェル 24well 50枚 ￥7,500 ＠￥150

TR5003 0.32cm2 ／ウェル 96well 50枚 ￥7,000 ＠￥140

クライオバイアル

● インナーキャップ（内ネジ）

● アウターキャップ（外ネジ）

Cat.No. 容量 底形状 包装単位 入数 キャンペーン価格（税抜）

TR7000 1.2ml コニカル底 125本×4袋 500本 ￥13,000 ＠￥26.0

TR7001 2.0ml 丸底 125本×4袋 500本 ￥13,000 ＠￥26.0

Cat.No. 容量 底形状 包装単位 入数 キャンペーン価格（税抜）

TR7002 2.0ml 丸底 125本×4袋 500本 ￥13,000 ＠￥26.0

TR7003 5.0ml 丸底 125本×4袋 500本 ￥13,000 ＠￥26.0

● スクレーパー

● セルリフター

Cat.No. ブレード長さ ハンドル長さ 入数 キャンペーン価格（税抜）

TR9000 1.8cm 25cm 100本 ￥13,000 ＠￥130

TR9001 3.0cm 39cm 100本 ￥15,500 ＠￥155

Cat.No. ブレード長さ ハンドル長さ 入数 キャンペーン価格（税抜）

TR9002 1.9cm 18cm 150本 ￥9,800 ＠￥65.3
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遠心管

プラスチックピペット1～ 50ml〈スタンダードタイプ〉

● 15ml 

● 50ml 

• ペーパー／プラスチックの個別包装

FastGene 遠心管〈バルク包装〉
• キャップ上部にも書き込みが容易なフロスト仕上げ
• 推奨使用温度範囲：−80℃～121℃
• エンドトキシンレベル ＜0.25EU/ml以下
• 許容遠心力：20,000×G
• 材　質 チューブ：ポリプロピレン
  キャップ：高密度ポリエチレン

20,000xG
  耐性！

Cat.No. 容 量 サイズ 入 数 キャンペーン価格（税抜）

FG400 15ml φ17×H118mm 400本〈50本×8袋〉 ￥6,500   @￥16.2

FG200 50ml φ30×H114mm 200本〈20本×10袋〉 ￥4,500 @￥22.5

プラスチックピペット 5～ 25ml 〈スタンダードタイプ〉
• 2方向の目盛とマイナス目盛が付いています。
• 容量を識別できるように色別されています。
• 精度は全量で±2%です。

● オールプラスチックの個別包装
Cat.No. 容量 目盛 カラーコード 入数 キャンペーン価格（税抜）

89130-886 5ml 0.1ml ●Blue 200本 ￥8,500 @￥42.5

89130-888 10ml 0.1ml ●Orange 200本 ￥8,600 @￥43.0

89130-890 25ml 0.2ml ●Red 200本 ￥19,000 @￥95.0

オールプラ！

Cat.No. 容量 マイナス目盛 包装単位 入数 キャンペーン価格（税抜）

TR3005 1ml 0.2ml 50本×20袋 1000本 ￥13,000 ￥10,650 ＠￥10.65

TR3006 2ml 0.2ml 50本×10袋 500本 ￥6,500 ￥5,700 ＠￥11.4

TR3007 5ml 2.5ml 50本×4袋 200本 ￥4,560 ￥4,000 ＠￥20

TR3008 10ml 3.0ml 50本×4袋 200本 ￥4,580 ￥4,100 ＠￥20.5

TR3009 25ml 10.0ml 25本×8袋 200本 ￥9,600 ￥9,400 ＠￥47

TR3010 50ml 10.0ml 25本×4袋 100本 ￥11,500 ￥10,600 ＠￥106

Cat.No. 滅菌 梱包 包装単位 入数 キャンペーン価格（税抜）

TR2000 ○ ラック 50本×10ラック 500本 ￥8,900    ＠￥17.8

TR2001 ○ バルク 50本×10袋 500本 ￥8,000    ＠￥16.0

TR2002 × バルク 125本×10袋 1250本 ￥16,600    ＠￥13.3

Cat.No. 滅菌 梱包 包装単位 入数 キャンペーン価格（税抜）

TR2003 ○ ラック 25本×20ラック 500本 ￥11,300    ＠￥22.6

TR2004 ○ バルク 50本×10袋 500本 ￥10,000    ＠￥20.0

TR2005 × バルク 60本×10袋 600本 ￥9,000    ＠￥15.0

RF3000™ 電動ピペッター
• スピードコントロールは本体を持ったまま、親指でボタンを押して簡単操作可能
• パワフルなモーターと軽量なエルゴノミック（人間工学に基づいた）デザイン
• 充電式（リチウムイオン）電池1個搭載（連続使用約20時間）

交換フィルター（3個）
1mlピペット用ノズルアダプター（1個）
交換ノーズコーン（全5色1セット）
ベンチスタンド
マグネット付き壁掛けホルダー
電源アダプター

付属品

Cat.No. キャンペーン価格（税抜）

HS3000 ￥33,000
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• 従来のニトリルで問題だった伸縮性を大幅向上！
• 低価格化を実現しました！
• ラテックスアレルギーの心配もありません。

New Soft Nitrile Gloves

E
エコ

CO-S
ソフト

OFT Gloves

Micro-Touch N
ニトラテックス

itraTex

ソフトニトリルグローブーブー

ニトリルグローブーブー

ニトリル製

ニトリル製

未滅菌

未滅菌

左右
兼用

左右
兼用

パウダー
フリー

パウダー
フリー

Cat.No.  サイズ Color 包装単位 キャンペーン価格（税抜） 1枚あたり

SA-716-SS SS ○ホワイト 100枚／箱 ￥800 ＠￥8.0

SA-716-S S ○ホワイト 100枚／箱 ￥800 ＠￥8.0

SA-716-M M ○ホワイト 100枚／箱 ￥800 ＠￥8.0

SA-716-L L ○ホワイト 100枚／箱 ￥800 ＠￥8.0

Cat.No.  サイズ Color 包装単位 キャンペーン価格（税抜） 1枚あたり

OM-370-SS SS 半透明 20箱／カートン ￥11,200 ＠￥5.6

OM-370-S S 半透明 20箱／カートン ￥11,200 ＠￥5.6

OM-370-M M 半透明 20箱／カートン ￥11,200 ＠￥5.6

OM-370-L L 半透明 20箱／カートン ￥11,200 ＠￥5.6

Cat.No.  サイズ Color 包装単位 キャンペーン価格（税抜） 1枚あたり

AN4470-1 S ●ブルー 100枚／箱 ￥1,440 ＠￥14.4

AN4472-1 M ●ブルー 100枚／箱 ￥1,440 ＠￥14.4

AN4474-1 L ●ブルー 100枚／箱 ￥1,440 ＠￥14.4

※1箱100枚入り

※1箱100枚入り

L
ラボテックス

abTexTM SuperGrip
ラテックスグローブーブー

プラスチック手袋

ラテックス製

塩化ビニル樹脂製

未滅菌

未滅菌

左右
兼用

左右
兼用

パウダー
フリー

パウダー
フリー

Cat.No.  サイズ Color 包装単位 キャンペーン価格（税抜） 1枚あたり

SLPF-XS XS ○ホワイト 10箱／カートン ￥8,500 ￥8,250 ＠￥8.25

SLPF-S S ○ホワイト 10箱／カートン ￥8,500 ￥8,250 ＠￥8.25

SLPF-M M ○ホワイト 10箱／カートン ￥8,500 ￥8,250 ＠￥8.25

SLPF-L L ○ホワイト 10箱／カートン ￥8,500 ￥8,250 ＠￥8.25
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スリムラインボトル

• 手が小さい方でも確実にハンドリング可能な側面グリップつき
• 素早い着脱が可能で少ない回転で開閉できるキャップ
• シェルフ、冷蔵庫、オートクレーブなど保管スペースを有効に活用できる、小さめのボトル直径※
• ネジの規格：GL45
※1395 PYREX® 広口メジュームびんシリーズと比較して約10％小さい直径です。

細身で持ちやすい形状で、培地や試薬を限られたスペースースー に保管するのに最適

注意：スリムラインストレージボトルは、ボトルトップフィルターユニットや真空圧がかかる装置と一緒に
使わないでください。破損する恐れがあります。オートクレーブ直後にキャップを閉めないでください。
冷却により真空が発生し、破損の可能性があります。

Cat.No. キャンペーン価格（税抜）

STC-1003 スターターキット（250ml×2パック＋専用ボトル） ￥9,600

•             遺伝子を扱う場所での障害になるRNaseやDNaseはオートクレーブでも分解できない酵素ですが、
本製品はこれを強力に破壊し除去します。　

•             さらに芽胞菌などのカビ類も死活させます。　
•             本製品は、非アルカリ、非腐食性、非発癌性の除去剤で、皮膚にも穏やかです。　

ヌクレアーゼクリーナー

10℃以下の冷暗所で保管

保存条件

Cat.No. 容量（mL） およその直径×高さ（mm） 販売単位 キャンペーン価格（税抜） 1ケース

1399-125-WS 125 55×124 1 ￥900 4

1399-250-WS 250 66×158 1 ￥1,000 4

1399-500-WS 500 78×193 1 ￥1,400 4

1399-1L-WS 1000 93×253 1 ￥1,800 4

オンアイスアルミブロック アルマイト加工済（防錆）

• 熱伝導率が高い（鉄の3倍）ため、冷却が早く、氷との接地面が少なくてもブロック全体を冷すことが可能
• 氷に直接サンプルチューブが触れることなく冷却ができる為、水滴等によるコンタミネーションの心配がございません。
• 耐食性に優れ、長期使用に最適
• 温度耐性：−196℃～121℃

サンプルプルプ の冷却・保管、サンプルプルプ 調製時の分注台等に！

EX-24TTV EX-96WP EX-96S EX-24S EX-24DB EX-24TR EX-MINI

EX- 384

EX-96F
※ EX-MINI：2ml チューブについては、チューブによりブロックへの入り具合が異なります。

Cat.No. サイズ 入 数 キャンペーン価格（税抜）

EX-24TTV 2.0ml保存チューブ用ブロック 85×123×25mm 1個 ￥15,000

EX-96WP 96ウェルハーフスカートPCRプレート専用 85×130×25mm 1個 ￥20,000

EX-96S 0.2mlPCRチューブ用ブロック 85×123×25mm 1個 ￥15,000

EX-24S 1.5mlチューブ用ブロック 85×123×25mm 1個 ￥15,000

EX-24DB 0.5ml・1.5mlミックスブロック 85×123×25mm 1個 ￥15,000

EX-24TR 0.2ml・0.5ml・1.5mlミックスブロック 85×123×25mm 1個 ￥17,000

EX-MINI ミニブロック 0.2ml×8, 0.5ml×3, 1.5ml×2, 2ml×2 85×30×25mm 1個 ￥7,700

EX- 384 384ウェルPCRプレート用 85×123×25mm 1個 ￥65,000

EX-96F 0.1mL 96ウェルPCRプレート用 85×123×25mm 1個 ￥23,000
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• 膜材質 ：セルロースアセテート
• フィルター径 ：28mm 
• 有効ろ過面積 ：6.2cm2

• 外径 ：33mm
• 出口形状 ：ルアースリップ

仕　様

適合口径
45mm

ザルトラボ RF/BTシリーズ〈ボトルトップ吸引ろ過ユニット〉

ミニザルト〈滅菌用シリンジフィルター（加圧ろ過） 〉

• 培養培地やバッファー等、水溶液のろ過滅菌に最適
• 独自に開発したPES膜は、低タンパク吸着・高流量を実現
• PS製のフラスコ付き（RF：レシーバーフラスコ）と割安なフラスコ無し（BT：ボトルトップ）の2種類を準備
• お手持ちのガラスビンにも適合可能（受容器口径 45mm）
• エンドトキシンレベルは＜0.25 EU/ml
• 流量を最大限に確保する四角型メンブレン
• Flow方向を一定にして、流速効率を上げた同円心リブ構造型フィルターサポート
• 有効ろ過面積：18cm2（150ml）, 24cm2（250ml）, 40cm2（500ml）, 62cm2（1000ml）

ザルトラボ RF（レシーバーフラスコ付き）  

ザルトラボ BT（レシーバーフラスコ無し）  

0.2μm 0.45μm

Cat.No. 膜材質 孔径 容量 包装単位 キャンペーン価格（税抜）

180C1E PES 0.22μm 150ml 12個 ￥7,500

180C7E PES 0.22μm 250ml 12個 ￥8,000

180C2E PES 0.22μm 500ml 12個 ￥13,500

180C3E PES 0.22μm 1,000ml 12個 ￥16,500

180C8E PES 0.1μm 1,000ml 12個 ￥16,500

180A1E CA 0.45μm 250ml 12個 ￥10,200

180A2E CA 0.45μm 500ml 12個 ￥15,300

180A3E CA 0.45μm 1,000ml 12個 ￥20,700

Cat.No. 膜材質 孔径 容量 包装単位 キャンペーン価格（税抜）

180C4K PES 0.22μm 150ml 48個 ￥28,000

180C5E PES 0.22μm 500ml 12個 ￥11,000

180C6E PES 0.22μm 1,000ml 12個 ￥14,000

180A4E CA 0.45μm 500ml 12個 ￥12,000

PESシリンジフィルター〈滅菌用シリンジフィルター（加圧ろ過） 〉

• 高流速＆低吸着

ろ過滅菌 ：培地、アミノ酸、糖液、バクテリア、細胞片、
清澄ろ過 ： 染色液、指示薬、科学・放射化学　
除粒子ろ過 ： ポリマー溶液、放射性液、エマルジョンオイル
  水、点眼液、添加剤、保存剤、SPF動物用水、放射性薬剤など

• 膜材質 ：PES＝ポリエーテルスルホン
• 孔径 ：0.22μm, 0.45μm
• ハウジング ：PP＝ポリプロピレン

用　途

仕　様

Cat.No.   　　　  孔径　  　　  フィルター径 包装単位 キャンペーン価格（税抜）

SLPES2522S 　　0.22μm　　　　25mmφ 100個 ￥14,500  ＠￥145

SLPES2545S 　　0.45μm　　　　25mmφ 100個 ￥14,500  ＠￥145

SLPES3322S 　　0.22μm　　　　33mmφ 50個 ￥12,750  ＠￥255

SLPES3345S 　　0.45μm　　　　33mmφ 50個 ￥12,750  ＠￥255

Cat.No. 孔径 フィルター径 包装単位 キャンペーン価格（税抜）

17597K 0.2μm 28mm 50個 ￥10,200 @￥204

17598K 0.45μm 28mm 50個 ￥10,200 @￥204

孔径：0.22μm
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親水性のため使用範囲が広いうえに強酸や強塩基試料のろ過に最適です。
（水系サンプルでもプレウェットが必要ありません。）

強酸や強塩基試料のろ過に最適です。
（水系サンプルに使用する時は、プレウェットが必要になります）

●  疎水性PTFE（ポリテトラフルオロエチレン）シリンジフィルター

●  親水性PTFE（ポリテトラフルオロエチレン）シリンジフィルター

Cat.No. 孔径 フィルター径 包装単位 キャンペーン価格（税抜）

SLPT0422NB 　0.22μm
4mmφ

100個 ￥6,700    ＠￥67.0

SLPT0445NB 　0.45μm 100個 ￥6,700    ＠￥67.0

SLPT1322NB 　0.22μm
13mmφ

100個 ￥6,800    ＠￥68.0

SLPT1345NB 　0.45μm 100個 ￥6,800    ＠￥68.0

SLPT2522NB 　0.22μm
25mmφ

100個 ￥8,500    ＠￥85.0

SLPT2545NB 　0.45μm 100個 ￥8,500    ＠￥85.0

Cat.No. 孔径 フィルター径 包装単位 キャンペーン価格（税抜）

SLPT0422NL 　0.22μm
4mmφ

100個 ￥9,600    ＠￥96.0

SLPT0445NL 　0.45μm 100個 ￥9,600    ＠￥96.0

SLPT1322NL 　0.22μm
13mmφ

100個 ￥9,600    ＠￥96.0

SLPT1345NL 　0.45μm 100個 ￥9,600    ＠￥96.0

SLPT2522NL 　0.22μm
25mmφ

100個 ￥11,000  ＠￥110.0

SLPT2545NL 　0.45μm 100個 ￥11,000  ＠￥110.0

バルク包装 1000個入

SLPT0422NL-B 　0.22μm
4mmφ

1000個 ￥77,000    ＠￥77.0

SLPT0445NL-B 　0.45μm 1000個 ￥77,000    ＠￥77.0

SLPT1322NL-B 　0.22μm
13mmφ

1000個 ￥77,000    ＠￥77.0

SLPT1345NL-B 　0.45μm 1000個 ￥77,000    ＠￥77.0

HPLC分析試料の前処理＆除粒子（液体用シリンジフィルター）
未滅菌シリンジフィルター〈HPLC前処理用〉

• 残液量が少なく、低吸着、低溶出
• 好評の1000個入の大容量パック
• 待望の4mmフィルターも登場
• オートクレーブ滅菌可能です。

水系・非水系溶媒での使い分けが不要です。一般的な試料の除粒子に最適で高流量
が特長です。半導体工業用水、アルコール性飲料水など使用範囲に優れています。

● 親水性ナイロンシリンジフィルター

Cat.No. 孔径 フィルター径 包装単位 キャンペーン価格（税抜）

SLNY0422N 　　0.22μm
4mmφ

100個 ￥6,700    ＠￥67.0

SLNY0445N 　　0.45μm 100個 ￥6,700    ＠￥67.0

SLNY1322N 　　0.22μm
13mmφ

100個 ￥6,000    ＠￥60.0

SLNY1345N 　　0.45μm 100個 ￥6,000    ＠￥60.0

SLNY2522N 　　0.22μm
25mmφ

100個 ￥7,800    ＠￥78.0

SLNY2545N 　　0.45μm 100個 ￥7,800    ＠￥78.0

バルク包装 1000個入

SLNY0422N-B 　　0.22μm
4mmφ

1000個 ￥55,000    ＠￥55.0

SLNY0445N-B 　　0.45μm 1000個 ￥55,000    ＠￥55.0

SLNY1322N-B 　　0.22μm
13mmφ

1000個 ￥54,000    ＠￥54.0

SLNY1345N-B 　　0.45μm 1000個 ￥54,000    ＠￥54.0

4mmφ
1000個入

13mmφ
100個入

4mmφ
100個入

13mmφ

25mmφ
100個入

25mmφ

13mmφ
1000個入

4mmφ
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特　長

特　長

• ペリスタリックポンプに比べ灌流固定の失敗を軽減
• 組織全体が満遍なく綺麗に固定可能
• 灌流固定の動物別のプロトコール付き
• 針先を鈍くすることで右心室の突き抜けを防止（針先は使い捨て、簡単に交換可能）

• プールレーンに順番に並べることができるため、切片の置き場所が明確
• 組み立て、分解が簡単
• レーン板が深く、切片を拾いやすい形状
• ステンレス製のため、ISHなどで使用時、感熱滅菌ができRNaseFreeに最適

使い易さを追求した針先

連続切片、バーチャルスライド用の切片作製などに最適
連続切片プール（連続切片作製用バット）

Cat.No. 入  数 価格（税抜）

GSINT-PFTS 2セット ￥29,000

Cat.No. 入  数 価格（税抜）

GSINT-SSP 1個 ￥43,000

灌流固定ツールセット

従来品当社製品

針先形状に
工夫

動物実験器具シリーズ

ジェノスタッフ
新製品コーナー 鋼製小物コーナー 超極細針

VWR Norm-Ject® ディスポシリンジ

ジェノスタッフ 新製品コーナー

P.46 P.48 P.50
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特　長

特　長

• 上げ底の形状で中にスターラーを入れての使用が可能
• ステンレス製で脱脂に用いるクロロホルムなどの有機溶媒に耐性あり

• 上げ底の形状で中にスターラーを入れての使用が可能
• 特殊テフロン製で脱灰に用いる酸に耐性あり

均一に撹拌することで浸透が早くなり、検体間での品質にばらつきが出ない

■ 脱脂用 ＋ 脱灰用スターラーツールセット

脱脂用／脱灰用スターラーツールセット（ビーカー付き）

■ 脱灰用スターラーツールセット

■ 脱脂用スターラーツールセット

Cat.No. 入  数 価格（税抜）

GSINT-STS-DC 脱灰用スターラーツールセット 1個 ￥27,000

GSINT-STS-DG 脱脂用スターラーツールセット 1個 ￥13,000

Cat.No. 入  数 価格（税抜）

GSINT-STS-SET 1セット ￥38,000

GSINT-STS-DC

GSINT-STS-DG

GSINT-STS-SET
（カセットは含まれません）

特　長

• 高価な装置を用いず、モールドのパラフィンを固めることが可能
• 端の1mmの段差によってモールド内でパラフィンの固まる速度の調整・
微細組織の向きの調整が簡単
• 省スペース（使用しない時は冷凍庫で保管）
• アルミ素材で、内部には保冷剤が入っており長時間冷却維持が可能

作業効率を上げる1mmの段差

Cat.No. 入  数 価格（税抜）

GSINT-MCP-1 1個 ￥46,000

モールド冷却プレート（パラフィンブロック作製用冷却プレート）

特　長

• ジェノスタッフ社が実際の受託業務で使用しているハイブリBOX（チャンバー）
• 大きなサイズのハイブリBOXは反応中のBOX内温度が均一にならないことがあります。

また、ISHの反応はIHCと比べて高温になりますので、BOXの気密性は再現性に関わる重要な点です。

ISHのために考え尽くされたベストな設計
ハイブリBOX

仕　様

• 寸法：幅17cm×長さ22cm×高さ5cm
• 容量：950ml
• 耐性温度：-20℃～ 80℃
• スライドセット枚数：1箱最大8枚

Cat.No. 入  数 価格（税抜）

GSHBOX-1 2個 ￥6,000
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ピンセット

ハサミ

止血鉗子

Cat.No. 先端タイプ 長 さ 入  数 キャンペーン価格（税抜）

❶ FG-AF0546 無鈎 13cm 1本 ￥1,300

❷ FG-EF546 エコノミー 無鈎 13cm 1本 ￥980

❸ FG-AF0616 有鈎 13cm 1本 ￥1,300

❹ FG-EF616 エコノミー 有鈎 13cm 1本 ￥1,050

❺ FG-AF0736L 無鈎 11.5cm 1本 ￥2,100

❻ FG-EF004 エコノミー 無鈎 11.5cm 1本 ￥1,250

Cat.No. タイプ 先端形状 長 さ 入  数 キャンペーン価格（税抜）

❿ FG-BS1286 ストレート 両鈍 14.5cm 1本 ￥2,600

⓫ FG-BS1287 ストレート 片尖 14.5cm 1本 ￥2,600

⓬ FG-BS1305 カーブ 両鈍 14.5cm 1本 ￥2,600

Cat.No. 長 さ 入  数 キャンペーン価格（税抜）

❼ FG-AF0778 11cm 1本 ￥2,100

❽ FG-EF778 エコノミー 11cm 1本 ￥1,500

Cat.No. タイプ 先端形状 長 さ 入  数 キャンペーン価格（税抜）

⓮ FG-BS480 ストレート 両尖 11cm 1本 ￥4,200

⓯ FG-BS481 カーブ 両尖 11cm 1本 ￥4,200

Cat.No. リングサイズ 長 さ 入  数 キャンペーン価格（税抜）

❾ FG-AF0081 3mm 10cm 1本 ￥3,800

Cat.No. タイプ 長 さ 入  数 キャンペーン価格（税抜）

⓭ FG-BS0476 ストレート 11.5cm 1本 ￥2,600

Cat.No. タイプ 長 さ 入  数 キャンペーン価格（税抜）

FG-FC0802 ストレート 12cm 1本 ￥4,500

Cat.No. タイプ 長 さ 入  数 キャンペーン価格（税抜）

⓰ FG-BS0489 ストレート 10cm 1本 ￥3,400

● 精密ピンセット

● デリケートハサミ

● リングピンセット

● アイリスハサミ

● 金冠ハサミ

❶ FG-AF0546 ❷ FG-EF546

❼ FG-AF0778

❿ FG-BS1286

⓭ FG-BS0476 ⓰ FG-BS0489

FG-FC0802

⓮ FG-BS480 ⓯ FG-BS481

⓬ FG-BS1305⓫ FG-BS1287

❾ FG-AF0081❻ FG-EF004

❸ FG-AF0616

❺ FG-AF0736L

❹ FG-EF616

FG-AF0778

FG-EF616

❽ FG-EF778

無鈎 有鈎

＊エコノミータイプ：通常のタイプと比べて検品過程を簡略化している製品です。製品の外見で大きな違いはありません。

鋼製小物コーナー
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スカルペル＆替刃
Cat.No. サイズ 入  数 キャンペーン価格（税抜）

FG-ZS132 スカルペル #3 1本 ￥800

FG-B2010 メス替刃 ＃10 100枚 ￥3,600

FG-S3010 ディスポスカルペル ＃10 10本 ￥1,000
FG-S3010FG-ZS132

FG-B2010

FG-ZS132

FG-B2010

Cat.No. カフの色 入  数 キャンペーン価格（税抜）

FG-300DS Sサイズ □ 10双 ￥13,600

FG-300DM Mサイズ ■ 10双 ￥13,600

FG-300DL Lサイズ ■ 10双 ￥13,600

FG-300DLL LLサイズ ■ 10双 ￥13,600

• 優れた信頼
優れた耐切創性などでは定評のある、米国DuPont社が開発したKevlar®を使

用しております。

• 優れた安心
マウス・ラットなどに咬まれやすい、親指・人差し指・中指を保護する為に、

Kevlar®を使用して編むことにより、咬まれることによるケガや事故の被害を低

減できます。

• 使用済み替刃を約100枚収納し、安全に廃棄できます。

替刃メスを上向きにし、
奥まで差し込む。

リムーバー上部をしっか
りと押さえる

そのままハンドルを引き抜く
と替刃が安全に外れます。

• 素材 3本指部分：ナイロン41%, Kevlar®生地59%

  3本指以外：ナイロン100%
• 左右兼用

仕　様

使用方法

耐切創性とは、切断されないということを意味するものではなく、あくまで切れにく
いという意昧です。突き刺し防止の効果はございません。

【保管および洗濯時などの注意点】

• Kevlar®は太陽光及び蛍光灯などに含まれる紫外線により変色いたします。変色した
場合は、糸の強度が低下している事がありますので、ご使用後は商品が包装されてい
るアルミ袋に入れ、暗所での保管をお勧めします。

• 洗濯の際には、漂白剤を使用しないでください。
• 洗濯後は直射日光に当てずに陰干ししてください。

Cat.No. 入  数 キャンペーン価格（税抜）

ISZ001 10個 ￥5,300

FastGeneTM 耐切創用グローブ

替刃リムーバー

マウス・ラット用耐切創性手袋

❶ ❷ ❸
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最先端のナノナノナ テクノロジーが可能にした超極細の注射針

オールプラスチック製のディスポーザブルブルブ シリンジ

Cat.No. ゲージ 針外径 針内径 針全長 入 数 キャンペーン価格（税抜）

FG-NAN3703

37G 0.08mm 0.05mm

3mm

5本／1箱 ￥99,000

FG-NAN3704 4mm

FG-NAN3705 5mm

FG-NAN3706 6mm

FG-NAN3707 7mm

FG-NAN3708 8mm

FG-NAN3709 9mm

FG-NAN3710 10mm

FG-NAN3603

36G 0.10mm 0.06mm

3mm

5本／1箱 ￥99,000

FG-NAN3604 4mm

FG-NAN3605 5mm

FG-NAN3606 6mm

FG-NAN3607 7mm

FG-NAN3608 8mm

FG-NAN3609 9mm

FG-NAN3610 10mm

FG-NAN3505
35G 0.15mm 0.10mm

5mm
100本／1箱 ￥99,000

FG-NAN3510 10mm

FG-NAN3407 34G 0.20mm 0.10mm 7mm 100本／1箱 ￥75,000

FG-NAN3313 33G 0.26mm 0.16mm 13mm 100本／1箱 ￥35,000

FG-NAN3013 30G 0.30mm 0.20mm 13mm 100本／1箱 ￥25,000

Cat.No. 容量 目盛 型式 入 数 キャンペーン価格（税抜）

53548-001 1mL 0.01mL A1 100本 ￥5,600

53548-003 3mL 0.1mL A3 100本 ￥4,000

53548-005 5mL 0.2mL A5 100本 ￥5,700

53548-006 10mL 0.5mL A10 100本 ￥7,000

Cat.No. 容量 目盛 型式 入 数 キャンペーン価格（税抜）

53548-017 3mL 0.1mL AL3 100本 ￥7,000

53548-019 5mL 0.2mL AL5 100本 ￥8,500

53548-023 10mL 0.5mL AL10 100本 ￥10,000

• 30G～37Gまでのラインナップ
• 従来の27Gまでのニードルでは難しかったアプリケーションに応用頂けます。
• ディスポーザブル
• 針先の角度：12度
※37Gは針先から雫のように液体が出てきます。

• バレル（外筒）はポリプロピレン製、プランジャー（ピストン部）はポリエチレン製です。
• メディカルグレードのプラスチックを採用しています。
• ラテックスフリーで、ゴム、シリコーン・オイル、スチレンは一切使用しておりません。

※ 36Gおよび37Gは受注生産品です。（納期1ヶ月前後）

• 実験マウス・ラットの静脈注射
• 溶液の微少液滴の注入・吸引
• 小動物の臓器からの還流実験

特　長

アプリケーション

FastGeneTM 超極細ニードル

Norm-Ject® ディスポシリンジ〈ラテックスフリー〉

● ルアースリップ・タイプ

● ルアーロック・タイプ

針外径
0.08mm

針内径
0.05mm

※37Gの場合

先端拡大画像 先端比較

普通の針超極細ニードル

超極細針 Norm-Ject® ディスポシリンジ
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お 知 ら せ

日本ジェネティクス ホームページ

情報サイト

開設

2018年4月 新しくなります！

製品開発秘話

UP! ONLINE 編集部より 展示会レポート 新入社員紹介 社内イベントレポート

研究室インタビュー記事

新製品情報

海外メーカー最新情報

新着アプリノート

UP! カタログでは

見られない

情報が満載！

新着記事の情報を
受け取りたい方は
　　　

に 今すぐ登録！
（詳しくは裏表紙を

ご覧ください）

日本ジェネティクス

初！動画

アプリノート検索
キーワード・

アプリケーションで
探せます。

販売店様
検索ページも！

他のお客様からの

評価コメント
が見れます！
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LineUp!!
機 器

P.58

P.62

P.66

P.54

P.61

P.65

P.55

P.56

P.64

パルスフィールド
電気泳動パワーサプライ

全自動核酸精製システム

サーマルサイクラー
リアルタイム定量 PCR

システム

振とう装置

マグネティックスターラー

自動 DNA断片ゲル
抽出システム

パラフィン包埋装置

Blue/Green LED 採用
ゲル撮影装置

   世界
最先端

テクノ
ロジー
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P.67 P.70P.68

最新！予算申請用機器カタログできました。

• リアルタイム定量PCRシステム
• サーマルサイクラー
• ゲル撮影装置
• プレートシーリング
• 全自動電気泳動関連機器
  （NGSサイズセレクション）
• 細胞観察

• パラフィン包埋装置
• 組織・細胞破砕装置
• 全自動核酸精製システム
• 分注機
• 検体保存・管理
• 等温増幅機器
• ミキシングインキュベーター

主なラインナップ

WEBよりお気軽に
ご請求ください。

UP!

NEW CATALOG

吸光度計細胞観察システム ベンチトップ機器

消 耗 品 P.22

検体保存・管理
ピペットチップ
手動ピペッター
PCRチューブキャッパー・デキャッパー
PCRプレート
プレートシール
細胞培養・観察
リキッドハンドリング
実験用グローブ
各種ラボグッズ
滅菌用シリンジフィルター
未滅菌シリンジフィルター
動物実験関連

試 薬 P.74

リアルタイム PCRマスターミックス
逆転写酵素 ＆cDNA合成キット
核酸精製（RNA）
核酸精製（DNA）
エンドポイント PCR試薬
電気泳動関連試薬
タンパク実験関連
細胞保存試薬
蛍光染色用封入剤
セルフリー DNA 実験関連製品
NGSライブラリー調製キット
発現解析関連

受 託 P.96

in situ ハイブリダイゼーション（ISH）受託サービス
免疫組織化学染色（IHC）受託サービス
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T
サーモ

hermo S
シェーカー

haker

• 様々なチューブを、高精度な温度コントロール下で撹拌

• タッチスクリーン操作

• 最大振動スピード　3,000rpm

• カンタン ブロック交換

• 正確なPID温度コントロール

温度設定範囲 1～100℃

温度制御範囲 室温-15℃～100℃（最低温度0℃）

温度精度 ≦±0.5℃（15℃ -100℃）

温度コントロールモード ブロックモード

温度均一性 ≦±0.5℃（20℃ -45℃）
≦±0.8℃（<20℃ or >45℃）

振動スピード 300～3000rpm

振動幅 3mm

タイマー設定可能範囲 0～99h59min

電源 100V-240V AC, 50/60Hz, 180W

サイズ 310×210×145mm（L×H×W)

重量 6.3㎏（BlockA含む）

仕　様

Cat.No. キャンペーン価格（税抜）

MB-202 Thermo Shaker　　　本体一式 ￥288,000

MB-202-A

MB-202-F

MB-202-B

MB-202-G

MB-202-C

MB-202-H

MB-202-D

MB-202-J

MB-202-E
￥77,600 

￥77,600 

￥52,800 

￥64,800 

￥77,600 

￥63,200

￥77,600 

￥77,600

￥77,600 

専用ブロック（別売）

384マイクロプレート
3000rpm（蓋付き）

12×5.0mlチューブ
1000rpm

96×0.2mlチューブ
2000rpm（蓋付き）

12×15mlチューブ
1000rpm

54×0.5mlチューブ
2000rpm

4×50mlチューブ
1000rpm

35×1.5mlチューブ
2000rpm

32×0.2mlチューブ ＋ 20×1.5mlチューブ
2000rpm

35×2.0mlチューブ
2000rpm

特　長

145mm

310mm
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• 24サンプルの核酸抽出を最短70分以内で完了

• ファストプロトコールを用いて8サンプルの核酸抽出を最短30分以内で完了

• 採血管からの核酸抽出を完全に自動化

• たった1種類の試薬だけで、10種類以上のサンプルタイプ、200～4,000μLの

スタートサンプル量に対応

• 追加専用バッファーと専用プロトコールでセルフリー核酸抽出も可能

作業効率の向上
• プレパック試薬で試薬消耗品セットアップを簡便化

• ロードチェックはわずか30秒

• 試薬消耗品残量の管理機能

使いやすさの追求
• 単一試薬キットで様々なサンプルに対応

• 同一ランに複数種のサンプル搭載が可能

• 様々な後続アプリケーションに適した核酸抽出

最高の安全性
• 液面レベルや検体中クロットのモニタリング機能

• オーディット・トレイル機能とアカウント管理機能を標準装備

• UVランプによるコンタミネーション防止システム

新しいワークフローの提案
• プライマリチューブの直接搭載が可能

• 一体型タッチスクリーンによる制御

• インストール済みのプロトコール

トータル核酸 MagNA Pure 24 Total NA Isolation Kit
全血、血清、血漿、新鮮凍結組
織、培養細胞、尿、スワブ、喀痰、
CSF、BAL、糞便

セルフリー核酸 MagNA Pure 24 Total NA Isolation Kit
MagNA Pure cfNA Buffer Set

血漿

■ MagNA Pure 24専用キット

※本製品はRUO（Research Use Only）です。

サンプル数 1～24サンプル

サンプル容量 一般プロトコール：200～1,000μL
セルフリー核酸用プロトコール:最大4,000μL

溶出容量 50～200μL

同時サンプル処理数 24サンプル

対応サンプルタイプ 全血、血清、血漿、新鮮凍結組織、培養細胞、尿、スワブ、
喀痰、脳脊髄液(CSF) 、気管支肺胞洗浄(BAL)、糞便

ランニング時間 プロトコールに依存する。24サンプルの場合は約70分
ファストプロトコールで8サンプルの場合30分以内

試薬タイプ 調整済みプレパック試薬

21 CFR part 11（subsection B） 対応
サイズ 940×680×800 mm（W×D×H）
重量 約100kg

電源 AC100 – 125V（-15％、+10％）, 450W, 50/60Hz

仕　様特　長

　　　M
マグナ

agNA P
ピュア

ure 24  System
高速全自動核酸精製シスシスシ テムテムテ

Cat.No. 価格（税抜）

07 290 519 001 MagNA Pure 24  System ￥8,500,000

セルフリー DNA 抽出用採血管
• スムーズな運用でゲノムDNA混入を防止

• 室温での仮保存・ハンドリングに最適

P92 に掲載

Cat.No. キャンペーン価格（税抜）

05 875 803 001 UPS（無停電電源） ￥105,000

■ オプション品
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G
ジーンタッチ

eneTouch / G
ジーンタッチ

eneTouch Plus
タッチスチスチ クリーンーンー ・サーマルマルマ サイクイクイ ラー〈ブロック交換モデルデルデ 〉ル〉ル

• 6.5インチ大型カラータチスクリーン（日本製）
• ブロック交換モデル（384ウェル・48ウェルデュアルブロックより

選択可能）
• 最大4℃／秒まで、0.1℃刻みでランプレート調整が可能
• グラジェント機能に対応した48ウェルブロックをお使い頂ける

GeneTouch Plusが新登場。（GeneTouch とのブロック相互性は
ありませんのでご注意ください）

保証期間
安心の

年間

保証期間

年間3

Cat.No. 価格（税抜）

TC-EA GeneTouch本体 ￥680,000

B-384GA 384ウェルブロック ￥345,000

B-48DA 48ウェルデュアルブロック ￥246,000

Cat.No. 価格（税抜）

TC-EA＋ GeneTouch Plus本体 ￥710,000

B-48DA＋ 48ウェルデュアルブロック ￥345,000

温度範囲 4～105℃

温度均一性 ±0.5℃

温度精度 ±0.5℃

温度制御モード ブロックモード／チューブモード

プログラム保存数 250以上（一般的なプログラム）

最大サイクル数 99（ネステッドPCRに最適）

タイムアップ／ダウン 0～9分59秒（ロングPCRに最適）

温度アップ／ダウン 0.1～ 9.9℃（タッチダウンPCRに最適）

ヒートリッド温度範囲 30℃～110℃

ブロック B-384GA B-48DA B-48DA＋

GeneTouch専用 GeneTouch専用 GeneTouch Plus専用

対応消耗品 384ウェルPCRプレート 48×0.2mlチューブ／ブロック
6×8ストリップ／ブロック

48×0.2mlチューブ／ブロック
6×8ストリップ／ブロック

グラジェント幅 30～105℃ – 30～99℃

グラジェント温度幅 1～30℃ – 1～30℃

ランプ・レート
（温度上昇／下降速度）

上昇：最高2.8℃／秒
下降：最高2.8℃／秒

上昇：最高4.0℃／秒
下降：最高4.0℃／秒

上昇：最高4.0℃／秒
下降：最高4.0℃／秒

特　長 共通仕様

● GeneTouch

● GeneTouch Plus
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• 5.7インチの大型タッチスクリーン、カラフルなディスプレイ（日本製）
• 温度上昇および温度下降の範囲を調節可能 (0.1 ～ 4℃ )
• 一目見てわかるプログラム編集機能で、柔軟かつ効率的なアプリケーションの設定が可能
• POST（Power-On Self Test：電源起動時の自動テスト）により安全性テストが行われ、ユ

ーザー管理、パスワード保護、コピー・削除・オペレーションの手順が向上
• ヒートリッド：オイルフリーの操作が可能で、圧力の調節もできることから様々な消耗品
（フラットキャップ、ドームキャップにも）に対応

• USBインターフェース：USBを使用することで無制限のプロトコルに対応可能

Cat.No. キャンペーン価格（税抜）

TC-96GHbC ￥320,000

保証期間
安心の

年間

保証期間

年間3

特　長

耐久性UP!

ブロック形状 0.2ml×96ウェル

対応消耗品
• 96ウェルPCRプレート  
• 0.2mlチューブ×96   
• 8連チューブ×12ストリップ

温度範囲 4～105℃

ランプ・レート（温度上昇／下降速度）上昇：≦4℃ /秒 下降：≦4℃ /秒（可変）

温度均一性 ±0.5℃

温度精度 ±0.5℃

グラジェント温度幅 1～30℃

保存プログラム数 250以上（一般的なプログラム） 

最大サイクル数 99 （ネステッドPCRに最適）

仕　様

※最新型ペルチェで
　耐久性が向上しました

L
ライフエコ

ifeECO Ver 2.0
タッチスチスチ クリーンーンー ・サーマルマルマ サイクイクイ ラー〈96ウェルブルブル ロック固定モデルデルデ 〉ル〉ル
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F
ファス

AS-V
ファイブ

　　

カメラ 高感度モノクロCCDカメラ

画素数 200万画素（1600×1200）

レンズ 6倍ズームレンズ, 
クローズアップレンズ（58ｍｍ）, フィルター

モニター 10.4インチタッチスクリーン

プリンター デジタルモノクロプリンター P95D

データ保存 16GBメモリー（本体）, 
USBメモリースティック（合計3ケ所）

保存形式 TIFF / JPEG / BMP / PNG

サイズ 400×500×875mm（W×D×H）

重量 30kg

電源 100-240V（ユニバーサル）2.0A

波長 500nm（Blue/Green LED）

撮影有効スペース W210×L260mm

• 2MP（＝200万画素）高感度CCDカメラ

• 幅広い核酸染色試薬に抜群の相性を発揮する最新型のBlue/Green LEDイルミネーター標準搭載

• こだわりのソフトウェアとレスポンスの速いタッチパネルが大好評

• 白色LEDによりSDS-PAGE（CBB染色）ゲル、ウェスタンブロットメンブレンの撮影可能（オプション）

• 従来モデルに比べ省スペース化したスマートデザイン

Cat.No. 価格（税抜）

FAS5 FAS-V フルシステム（プリンター付） ￥1,200,000

FAS5s FAS-V フルシステム（プリンターなし） ￥1,000,000

P95D モノクロプリンター本体 ￥200,000

■ 別売オプション・アクセサリー

Cat.No. 価格（税抜）

FAS5-WP 白色LEDプレート ￥50,000

NE-GPG オレンジゴーグル ￥8,000

FAS-DGOF2 切り出し用オレンジボード ￥22,500

FAS-2530M イルミネーター用ゲルトレイ　W160×D240mm ￥15,000

K95HG モノクロプリンターP95D用 サーマルペーパー ￥13,100

本体仕様

イルミネーター仕様

高感度CCDカメラ搭載　ハイスペックゲル撮影装置　最新モデル

特　長
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特　長

梱包内容

• 人体とサンプルに優しい青色LED・白色LEDを採用したデュアル光源

• 核酸染色試薬ミドリグリーンシリーズとの組み合わせにより、高感度を実現※

• 光の強さは三段階調節が可能

• 青色フラットプレートにはDNAゲル、白色フラットプレートの上にタンパク用ゲルまたはX線フィルム

を置き、すぐに実験を行えます

• スリムでコンパクトなデザインと耐久性のある素材

※エチジウムブロマイドは推奨されておりません。

• 本体

• アンバーフィルターカバー

• フラットプレート（Blue）

• フラットプレート（White）

• ゲルカッティングナイフ & 替刃

• 電源コード

外形寸法 18.5×22×3cm（W ×L ×H）

ゲル観察スペース 12×18cm（W×L）

電源 100-220V／2.0A

LED光源 青色LED（470nm）, 白色LED

Cat.No. 価格（税抜）

NE-FG-12 一式 ￥135,000

仕　様

B
ブルー

lue / W
ホワイト

hite LED T
タブ

ab
アガロースースー 電気泳動ゲルゲルゲ と SDS-PAPAP GEゲルゲルゲ の観察をこれ一台で。
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Gel Documentation Systems
• 優れた画質と魅力的価格を兼ね備えたシステム
• 波長UV（302nmおよび365nm）、落射白色光源

Gel Documentation System-BL
• 標準タイプの全ての機能を装備
• 波長UV（302nmおよび365nm）、落射白色光源および落射青色光源
• EtBr代替試薬にも最適
• Microsoft® Windows® タブレットコンピューター標準装備

• イメージキャプチャ、画像編集テキスト（画像への注釈追加等）、およびコントラスト調整の
ための直感的なユーザーインターフェイス

• 光源はUV（302nm, 365nm）、落射白色光源、落射青色光源（BLシステムのみ）を選択可能

多彩な機能を搭載
• セーフティ機能：偶発的なUV曝露を防ぐためのドアセンサー（ドアが開くと自動的に 紫外

線を遮断します） 
• 安全スライド機能（UVトランスイルミネーター上でのバンドカットを可能にし、5分が経過

すると自動的にオフになります。）
• Auto Exposure機能（1度のクリックで最適な露光時間を自動計算）
• Slider機能（露光時間を手動調整し、更新されたライブ画像を表示）
• Select ROI機能（特定領域のみを選択。Auto Exposure機能はこの選択領域に基づき

計算されます。極度に強いバンドや弱いバンドに有効な機能です）
• 多彩なイメージング機能（トリミング、回転、リサイズ、コントラスト、彩度、ズーム）と編集機

能（テキスト、描画）。イメージは保存、印刷、メール送信、外部出力ができます。

仕　様

Gel Documentation 
System

Gel Documentation 
System-BL

カメラ 5 .4 MP 画像解像度 5 .4 MP 画像解像度

照明光源
• 落射白色光源
• 二波長UV
   （302 nmおよび365 nm）

• 落射白色光源
• 二波長UV
   （302 nmおよび365 nm）
• 落射青色光源

視野 15×20 cm 15×20 cm 

画像出力 16ビットTiff、Jpeg 16ビットTiff、Jpeg

蛍光フィルター 590 nm 590 nm

3ポジション・フィル
タースライダー なし あり

製品フットプリント 30.48cm×38.1cm 30.48cm×38.1cm

重量 14 .4 kg 14 .4 kg

消費電力 100 ～ 240 VAC、4A 100 ～ 240 VAC、4A

G
ゲル

el D
ドキュメンテーション

ocumentation System

Cat.No. 価格（税抜）

GD-1000 Gel Documentation System ￥980,000

GDBL-1000 Gel Documentation System-BL ￥1,500,000

UVゲル撮影装置

特　長
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特別価格にてLightCycler® 96へ
お買い替えのチャンス

現在LightCycler®Nanoシステムを
お持ちの研究室様限定

通常価格

￥3,800,000
特別価格
お問い合わせください

Cat.No.

LC96SP

L
ライトサイクラー

ightCycler® 96 R
リアル

eal-T
タイム

ime PCR System
リアルアルア タイムイムイ 定量 PCRシスシスシ テムテムテ

• 日常的な使い易さと利便性を追求したオールインワンのリアルタイムPCR装置
• 直感的に操作できるタッチスクリーンインターフェースと、データ解析ソフトの卓越した

パフォーマンス
• 独自の光学ユニットやサーマルブロックユニットなどの革新的なツールが、実験に求めら

れるバイアスの無い結果を導きます。

Cat.No. キャンペーン価格（税抜）

05 815 916 001 LightCycler® 96 System ￥2,600,000

特

現

通常価格

￥

Cat.No.

L

クラー

l ® 96 R
リアル

l T
タイム

i

特　長

• デスクトップに収まる省スペース設計
• 迅速なPCR反応（40サイクル＜40分）
• PC不要でタッチパネル操作だけでランニング可能
  タッチパネル画面でリアルタイムに増幅曲線を確認
• グラスファイバーを介した検出系によりウェル間差を抑えたシグナル検出が可能
• 用途に合わせて8連チューブも96ウェルプレートも使用可能

温度制御方式 ペルチェ素子

最大加熱冷却速度 加熱 ： 4.4℃ /sec、冷却 ： 2.2℃ /sec

蛍光励起光源 LED

蛍光励起波長 4波長（470、533、577、645nm）

蛍光検出波長 4波長（514、572、620、697nm）

サンプル数（1ラン） 96サンプル

反応容量 10-50μl（96ウェルプレート、8連チューブ）

付属品 ソフトウェアなど

サイズ 400×400×530mm（W×D×H）

重量 27kg

電源 AC 100-125V ± 10%、 600W、50/60Hz

仕　様

革新的な光学ユニット
特許出願中のLightCycler® 96 光

学システムは、96本のグラスファイ

バー2セットからなります。

1セット（緑）は各ウェルに励起光を

供給し、もう1セット（赤）は各ウェル

から蛍光を検出します。

キャンペーン中！

￥2,600,000

※適用条件がございます。詳しくはお問い合わせください。

Cat.No. キャンペーン価格（税抜）

05 875 803 001 UPS（無停電電源） ￥105,000

■ オプション品
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• 細胞から長鎖DNA（約50kb ～ 2Mb）を分画抽出
• 細胞溶解、電気泳動、サイズ分画抽出を1台で実現
• Cas9酵素を用いた特定領域の分取が可能

なぜ、いま、超長鎖DNA？
• ヒトゲノムシークエンスにおいて、個々のフェノタイプの違いに及ぶさらなる構造的変異

解析が求められています。
• ゲノムサイズが大きく複雑なゲノム構造の生物種では、より多くの配列情報取得のために、

これまでよりも長い平均リード長での解析が求められています。
• ガンおよび遺伝性疾患の臨床診断目的の研究に求められています。

• ゲノム構造解析

• Copy Number Variation（CNV）解析

• Haplotype Phasing 解析

細胞から直接超長鎖DNA（約50kb〜2Mb）を抽出

S
セージ

age HLS™

自動 DNA断片ゲル抽出システム

特　長

アプリケーション

Cat.No. 価格（税抜）

HLS0001 Sage HLS™ ￥8,500,000

電気泳動電圧 25V-100V パルスフィールドおよび150V 定電圧
蛍光検出 なし
サンプル温調機能 15-60℃
サイズ 310×340×250mm（H×W×D）
重量 9 kg

電源 100–240 VAC, 2.5 A, 50–60 Hz

本体仕様
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1kb以上の長いフラグメントライブラリーの低分子除去、低分子／高分子除去に最適

〈お薦めアプリケーション〉
• for PacBio
• for Oxford
• for 10×Genomics

High molecular weight DNA prep
10µg DNAを含む Mouse WBCs をSageHLSTM で処理・回収したサ

ンプルを電気泳動でサイズ確認しました。

複数のElutionフラクションで長鎖DNAが確認されました。
• ペアエンドシークエンスライブラリー作製

• メイトペアシークエンスライブラリー作製

• PacBio RSⅡ SMRT bellTM ライブラリー作製（専用プロトコールを使用）

• 10×Genomics® ChromiumTM ライブラリー作製（専用プロトコールを使用）

• 独立したレーンで5サンプルを同時に泳動、コンタミを減少させます

• より狭い範囲に分布した目的分画サンプルを精度高く回収できます。

• 煩雑なマニュアルでのゲル抽出操作が不要となり、実作業時間の短縮を実現します。

• 一分子リアルタイムシークエンサー用ライブラリー調製で、低分子のみを除去できます。

• 物理的に独立した5レーンで、泳動中のコンタミネーションがありません。

• 各レーン毎に抽出方法とサイズが個別設定できます。

• 4つのゲル濃度選択で90bp～18kbと幅広くサイズ対応できます。

• 再現性の高い自動抽出が可能です。

B
ブルーピッピン

luePippin
自動 DNA断片ゲル抽出システム

特　長

アプリケーション

電蛍光検出システム 励起波長：470nm,　検出波長：525nm

サイズ 18×28×53cm（H×W×D）
重量 7 kg

電源 100-240 VAC, 2.5 A, 50-60 Hz

本体仕様

Cat.No. 価格（税抜）

BLU0001 BluePippin ￥3,700,000

Elution modules

1 62 3 4 5

225 Kb

48.5 Kb

450 Kb

785 Kb

1100 Kb

1900 Kb
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• NGSライブラリー調製のみならず、通常の電気泳動では困難な長いDNA断片の分離

およびサイズチェックに最適です。（～2Mb 程度）

• 準備が簡単な通常の15×15cmのアガロースゲルを使用し、簡便なパルスフィールド電

気泳動を行えるように設計されています。

• 専用ソフトウェアには5つのプリセット・プロトコールが設定されていて、簡単な操作で

泳動を行えます。

• 条件検討のために自由なプロトコール作成も可能です。

P
ピッピンパルス

ippinPulse
パルスフィールド電気泳動パワーサプライ

特　長

Cat.No. 価格（税抜）

PPI0200 PippinPulse ￥990,000

電気泳動電圧 25-175V

最大電流 200mA

サイズ 7×20×24cm（H×W×D）
重量 1.1kg

本体仕様
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• 高品質の攪拌棒とユニットによるパワフルな攪拌性能

• 耐薬品性に優れており、洗浄も容易なABS樹脂と丈夫なポリカーボネートのブレンド素材

• ロープロファイルのデザインは、軽量で簡単に持ち運び可能

• 小さなフットプリントでベンチトップのスペース節約に。

• 低振動で動作が静か

• ALNICO製で強力な永久磁石も利用可能

• 化学的不活性で洗浄が容易

• 250℃まで耐熱

• センターピボットリングを備えた低摩擦オクトゴン形状

• 粘性の高い溶液でも使用可能

• ミニマグネチックスターラー1L本体

• 撹拌棒 9mm×35mm（HS120552）　2本

• 電源コード

Mini マグネティックスターラー 

Stir & Retrieval Bars（撹拌子 & 回収棒）

ミニ磁気撹拌機

特　長

特　長

パッケージ内容

Cat.No. キャンペーン価格（税抜）

HS120595 Mini Magnetic Stirrer 1L ￥17,600

Cat.No. サイズ 包装 キャンペーン価格（税抜）

HS120547 Stir Bars 10×5 mm 10/PK ￥5,600

HS120548 Stir Bars 20×8 mm 10/PK ￥6,300

HS120549 Stir Bars 25×8 mm 10/PK ￥7,700

HS120550 Stir Bars 28×8 mm 10/PK ￥9,800

HS120551 Stir Bars 30×8 mm 10/PK ￥11,200

HS120552 Stir Bars 35×9 mm 10/PK ￥12,600

HS120553 Retrieval Bar 30 cm 5/PK ￥14,000

回転速度 200～2200rpm

容量 1L

音量レベル フルスピードで53dB

サイズ 18×13×4.7cm（L×W×H)

重量 0.447K

本体仕様

180mm

130mm

10×5mm

20×8mm

25×8mm

28×8mm

30×8mm

35×9mm＊

＊本体一式に含まれています。
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ISH（ in situ ハイブリダイゼーション）専用機としておすすめ

ISH、IHCに最適なパラフィンブロックが作製可能

• 環境にやさしい専用溶媒『G-NOX』（ドラフト不要）

• 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。

• 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。

• ジェノスタッフ社の全面的なバックアップ

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。  

ジェノスタッフ社による無料技術セミナー

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

特典1

特典 2

特典 3

C
シーティー

T-P
プロ

ro20 C
セル

ell & T
ティシュー

issue P
プロセッサー

rocessor
パラフィン包埋装置

特　長

購入者特典

Cat.No. 価格（税抜）

GSCT-Pro20 CT-Pro20 ￥2,600,000

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）

サイズ W430×D430×H690mm

重量 約30kg（本体のみ）　　　　　　
電源 100～120V　15A

仕　様
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HUVEC などの内皮細胞 (endothelial cell) をより生体内に近い条件で培

養して観察が可能。

通常のポンプと異なり、流速（ml/分）ではなくシェアストレス（dyn/cm2）で設

定できます。文献の再現実験も簡単。

• 灌流（フロースルー）条件下の細胞観察に最適です。

• 左右シリンジのチャンネル切り換えで、途切れることなく長期間一定方向の還流が可能

です。

• ibidi社の様々なタイプのフロー培養用スライドから選択できます。

• 専用ソフトにより、簡単にフロー条件のプログラムが可能です。

• シェアストレスの計算は不要

• シェアストレスの強さや、定流速／脈動など自由自在です。

流速範囲 0.03 - 35 ml/min

シェアストレス 0.3 - 150 dyn/cm2

培地量 2.5 - 50ml  （シリンジ消耗品セットに依存します。）

● ポンプ本体

ポンプ圧 5 - 95mbar（推奨使用範囲）
使用環境 15 - 40℃ （湿度80%で31℃まで、湿度30%で40℃まで）
サイズ 170×230×90mm (W×D×H) 2.4kg

● Fluidic Unit：シリンジ固定用ユニット

使用環境 15～45℃（湿度100%まで対応）
サイズ 85×135×270mm (W×D×H) 1.1kg

Fluidic Unitは4台まで接続可能です。

Cat.No. 価格（税抜）

ib10902 ibidi Pump System
（ポンプ本体、シリンジ固定ユニット、PC） 一式 ￥2,600,000

ib10903 オプション
追加用シリンジ固定ユニット(Fluidic Unit)

1台 ￥412,000
ソフトの操作が思ったよりもカンタンで良いですね。

ポンプを使うことで、生体内に近い状態で培養できますね。

デモを体験されたお客様の声

特　長

仕　様

i
イビディ

bidi P
ポンプシステム

umpSystem
灌流（フロースースー ルー）条件下の細胞観察シスシスシ テムテムテ

使用イメージ

PC

ポンプ本体

Drying bottle

Air tubing

Electrical connection

インキュベーター

µ-Slide

使用
イメージ

拡大イメージ
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好きな時にどこでも使える ご自分のスマホで操作できる吸光度計

わたし、ココで測りたいんでんでん す。す。す

• 手元におけるコンパクト設計

• 専用アプリをダウンロードしたスマホやタブレットで気軽にサンプル濃度測定

• 蓄積データ、グラフをその場でチェックできます。

• PCRチューブのまま測れるのでフタの開閉不要。コンタミ防止になります。

• キュベットへの移し替えやふき取り作業も不要

※タブレットやスマートフォンは含まれておりません。
　操作の際には別途必要となります。
※専用ソフトウェア対応OSおよび対応機種はWEBにてご確認ください。

Cat.No. 価格（税抜）

PAS-110 ￥98,000

外形寸法 D70×W150×H30（mm）

重量 200g

電源 単4電池×3 本

表示言語　 日本語／英語

測
定

サンプル数 1本

時間 （測定開始から結果出力まで） 1秒～

吸光度範囲 0.02～

測定感度検知下限値 1ng/mL ～（ ブロモフェノールブルー水溶液）

セ
ン
サ
部

光源 白色LED

検出部 カラー
センサ

最大感度波長 波長域

Red 615nm 575-660nm

Green 530nm 455-630nm

Blue 460nm 400-540nm

外部インターフェース Bluetooth low energy（ Bluetooth smart） Class2

対応タブレット Nexus 7（2013）、Nexus 9、iPhone

最小サンプル量 30μL

BSA濃度（mg/mL）

0.30

0.25

0.20

0.15

0.10

0.05

0.00
0 0.1 0.2 0.3 0.4 0.5 0.6 0.7 0.8

Ab
s

y  = 0.224x + 0.016
R²  = 0.995

Bradford 法によるタンパク質定量

• タンパク質
• 細菌
• 重金属
• 環境ホルモン 

対象サンプル

70mm

150mm

■ 専用チューブ　0.2ml シングル PCRチューブ
Cat.No. 入  数 キャンペーン価格（税抜）

FG-021F フラットキャップ 1,000本／袋 ￥2,400

特　長

仕　様

PiCOSCOPEを用いたBCA法によるマウス
移植腫瘍から抽出したタンパク質の定量

今回、新しい研究室の立ち上げに際し、細胞から抽出した
タンパク質濃度をBCA法で、かつ微量測定できる安価
な分光光度計を探していたところ、本製品に出会った。
分光ではなく吸光であり、また微量（2μL）程度ではな
く40μL程度のサンプル量を要する点は希望とは異
なったが、下記の点でそれを補って余りある魅力のあ
る製品だった。

ピコスコープおよびマイクロプレートリーダーを用いた
マウス脾臓タンパク質定量比較

これまで、エクセル等を用いて検量線グラフを作成しサンプル
濃度を算出していたが、ピコスコープでは検量線グラフの自
動作成が可能で、定量結果についても１サンプルあたり1～2
秒で確認でき非常に簡便である。また、測定に必要な最低サ
ンプル量も30μLと少ない点にも魅力を感じた。現在検量
線作成に必要な既知濃度データのプロット数がBaseline
を除いて５点以内であるが、さらなる精度向上のため、今後
あと何点か増やしていただけることを期待する。

アプリケーションノート

こちらのお客様からの製品フィードバックデータはWEBで読めます！ こちらのお客様からの製品フィードバックデータはWEBで読めます！
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特　長

従来の方法（手書きノート・エクセル）でよく聞くお困りの声
• ノートに書かれた字が読みづらい

• ノートでは検体の検索や入出庫時の履歴がすぐにわからない

• エクセルファイルが共有化されておらず、担当者不在だと確認できない

• 担当者の異動の際に業務引き継ぎが非常に大変

ソフト導入の最大のメリット
• 新しく入った人でも簡単に検体情報の確認ができる

• 検体の入出庫履歴検索、保存場所検索がカンタン

• 複数人での管理ができる

検体のロケーション管理から入出庫管理までを一元化

大切な検体の管理は、カンタン便利で安価な専用ソフトにお任せ！

必須機能だけに絞り込みましたので、すぐに慣れていただけます。

■ 検体の保存/登録/修正/削除
• 検体情報登録/入庫処理
• 検体修正
• 検体削除
• 再入庫処理

■ 検体の取出し
• 出庫リスト作成
• 出庫処理

■ 検体情報照会
• 入出庫履歴照会
• 検体情報照会

■ 設定
• フリーザー設定
• 液体窒素タンク設定
• 容器（ケーン）設定
• アカウント設定
• 選択項目設定
• 出庫先設定

■ システム環境設定
• システム設定
• 端末設定
• バックアップ
• リストア
• パスワード変更

ICE-v1のメニュー

Cat.No. 価格（税抜）

Soft-098 検体管理ソフト ICE-V1 スタンドアローン版 ￥168,000

Soft-099 検体管理ソフト ICE-V1 ネットワーク版 ￥198,000

Soft-100 検体管理ソフト ICE-V1 ネットワーク版 追加ライセンス ￥134,000

※導入、設置・説明をご希望される場合は別途費用が掛かります。弊社までお問合せください。

購入決定後の流れデモ版CDが到着したら

デモ版CD到着

30日間 お試し頂けます。
※31日目からログインができなくなります。

　デモ版CDをそのまま使う場合
• お手元のCDがそのまま使えるライセンスキー

を発行いたします。
• デモ中に登録した情報は残ります。

新たなCDをお求めの場合
（デモ版CDは返却）
• 新しいCDとシリアル番号、ライセンスキーを

それぞれ記載したものを納品いたします。
• デモ中に登録した情報は引き継がれません

ラクラク！

複数名で
試してみる

使いそうな
メニューは

とにかく触って
みる

実際に保管して
いるチューブを
登録してみる

検体管理ソフト I
アイス

CE-v
ブイワン

1
脱エクセル管理！
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V
ボルテキサー

ortexer M
ミニ

ini “O
“オニギリ”

NIGIRI”

• パーソナルボルテックスミキサー
• 非常にコンパクトながら抜群の安定感
• タッチ検出方法があり、ゴムのトップ部分を少し押すとすぐに作動します。
• ボルテックススピードは前面のダイアルにて自由に調整することができます。

構成物質 化学抵抗プラスチック

サポートシステム 重量土台

動作タイプ 軌道

操作モード タッチ

スピードセット アナログ

スピード 0-4000rpm

スピードコントロール 電子

パワー 10W

電源 100-240V／50-60Hz

重量 1.5kg

Cat.No. キャンペーン価格（税抜）

NE-VX2 本体一式 ￥27,000

仕　様

• 面倒なヘッド交換不要
• 省スペース
• 簡単・直感操作
• 足部分は弾力があり安定性に優れ、振動を最低限に抑えて運転中に本体が

動いてしまうのを防ぎます。
• ヘッドは取り外し可能なので掃除も簡単です。
• 前面のダイヤルで三段階のスピード調節（1000, 2000, 3000rpm）

回転速度 1000～3000rpm

Orbit 3.7mm

モード 断続 / オフ / 連続の3モードに切り替え可能

寸法 173×190×197mm （W×D×H） （ヘッド部分含む）

重量 3.93kg

電源 110V AC, 50/60Hz

1つのヘッドで7種類の消耗品に対応

アッセイプレート×1枚

5mLチューブ×2本

50mLコニカルチューブ×2本

1.5/2.0mL マイクロチューブ×4本
0.5mL マイクロチューブ×6本

15mLコニカルチューブ×2本

0.2mLチューブ×24本

Cat.No. キャンペーン価格（税抜）

HS120318 ￥29,800

Sea Star® ボルテックスミキサー
利便性を追求したボルテックスミキサー

• 電源コード

• 固定用ゴムバンド×3本

• ヘッド中央部分用パッド×3枚

付属品

ヘッド交換不要！
これ一台で

7種類のチューブ ＋ 
アッセイプレート

対応

仕　様

30秒ムービー公開中！
“あなたのボルテックス、踊りませんか？”

PRICE
DOWN
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卓上小型遠心機
M
ミニ

ini C
セントリフュージ

entrifuge

M
ミニ

ini P
プレート

late C
セントリフュージ

entrifuge

チューブ許容量

1.5／2.0mlチューブ×6本
0.5／0.65mlチューブ×6本（要アダプター）
0.2mlチューブ×6本（要アダプター）
0.2ml8連チューブ×2列（要アダプター）

回転数 6,000rpm

遠心加速度 2,000×g

安全機構 リッドオープン連動ブレーキ

本体寸法 175×148×118mm（W×D×H）

電源 100～240V, 0.5A 50/60Hz

0.5mlチューブ
アダプター

0.2mlチューブ
アダプター

0.2ml8連チューブ（2列）
アダプター

• 0.5mlチューブアダプター×6個

• 0.2mlチューブアダプター×6個

• 0.2ml8連チューブアダプター×1個

• ローター交換用レンチ

• 1.5 ／ 2mlチューブ用ローター

• スライドグラス用ローター

• 電源コード

付属品

プレート遠心機

• プレートまたはチューブをスピンダウンする小型遠心機が登場
• タイマー機能は1秒～ 10分まで
• フタが透明なので中が見えます
• コンパクト設計で省スペース

プレート・チューブ
許容量

PCRプレート×2枚
ELISAプレート×2枚
0.2ml シングル・8連チューブ（要アダプター）

回転数 2,200rpm

遠心加速度 480×g

タイマー 1秒～10分

本体寸法 290×360×140mm（W×D×H）

重量 3.6kg

電源 AC 100-120V, 50-60Hz

• プレート（ノンスカート・セミスカート）用アダプター×2個

• 0.2mlチューブ用アダプター×2個

• 電源コード

付属品

Cat.No. キャンペーン価格（税抜）

NE-NG002B ￥24,000

Cat.No. キャンペーン価格（税抜）

NE-NG040 ￥95,000

仕　様

仕　様
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ヒートブロック恒温槽（室温＋5℃～100℃） ヒートブロック恒温槽（室温−30℃～100℃）

M
エムディー

D-M
ミニ

INI d
ドライ

ry b
バス

ath M
ミニ

ini-C
クーラー

ooler

• 新型コンパクト設計
• チャンバー材質はPTFE（ポリテトラフルオロエチレン）採用
• 小型ウォーターバスとしてもご使用いただけます 

• 人気のパーソナルサイズに新製品登場！
• プログラム設定可能
• 小型ウォーターバスとしてもお使い頂けます

タイマー 1～9999分

温度精度（37℃） ±0.25℃ 

温度上昇時間 28℃→100℃ 19分

サイズ W153×L125×H97 mm

重量 0.6 kg 

125mm 15
3mm

97
mm

タイマー 1～9999分

温度精度（37℃） ±0.25℃

温度上昇/下降時間 上昇max5℃ /分、下降max4℃ /分

温度設定範囲 室温－30℃～100℃（min:-10℃）

最大消費電力 60W

サイズ W185×D152×H134mm（フタなし）

重量 1.3 kgCat.No. キャンペーン価格（税抜）

MD-MINI（本体のみ） ￥31,500
Cat.No. キャンペーン価格（税抜）

MC-0203（本体のみ） ￥52,000

185mm
15

2mm

134
mm

仕　様 仕　様

MD-MINI-B01

MD-MINI-B06

￥8,000

￥8,000

MD-MINI-B02

MD-MINI-B07

￥8,000

￥8,000

MD-MINI-B03

MD-MINI-CAR

￥9,000

￥1,400

MD-MINI-B04 MD-MINI-B05
￥9,000 ￥8,000

MD-MINI & Mini-Cooler 共通ブロック（別売）

0.2ml PCRチューブ×32,  
8連チューブ×4列

1.5ml／2.0mlチューブ×12

1.5ml チューブ×12

1.5ml／2.0mlチューブ×12

15ml 遠心管×6

シガーソケット用アダプター

50ml 遠心管×2 0.5ml チューブ×12
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ヒートブロック恒温槽（室温＋ 5℃～150℃）
H

ヒート

eat B
ブロック

lock 

• タイマー機能あり（999分）

• 過剰加熱防止装置内蔵で安全

• RS232端子付

• 豊富なブロックバリエーション

• 温度上昇時間　室温→100℃ 30分

MD-MP01-S
￥17,000

MD-B0.5+1.5
￥17,000

MD-B17 
￥17,000MD-B0.2

￥17,000

MD-MP01-D
￥34,000

MD-B0.5
￥17,000

MD-B13
￥17,000

MD-MP02-D
￥34,000

MD-B1.5
￥17,000

MD-B25
￥17,000

MD-B0.5/1.5
￥22,000

MD-B29 
￥17,000

MD-B20
￥17,000

マイクロプレート用 マイクロプレート用 PCR プレート用

※各種ブロックへの対応消耗品については弊社ホームページを
ご覧ください。

Heat Block専用ブロック（別売） 

シングル
専用

デュアル
専用

デュアル
専用

プログラムドライバイバイ ス恒温槽（0℃～100℃）
C
クール

ool H
ホッター

otter

• 過剰加熱防止装置内蔵で安全

• プログラムマイクロプロセッサーコントロール

• 0℃～100℃までの広い温度範囲

• 4ステップ温度変化、9サイクルまでプログラム可能

• 濡れ防止加工済ステンレスブロックチャンバー

• 簡易ユーザーキャリブレーション

• RS232端子付

• 温度設定最小単位：0.1℃   

• 温度精度：±0.2℃

冷却および加熱ブロックチャンバーは、酵素の保管、ライゲーション反応、ニックトランスレーション、ウォームインキュベーターなど

低温から高温の条件を必要とする実験に最適です。

Cool Hotter専用ブロック（別売）

MC-MP01
￥16,500

MC-B17  
￥19,800

MC-MP02
￥24,000

MC-B29  
￥19,800

MC-B0.5＋1.5
￥19,800

MC-B1.5H 
￥11,000

MC-B02＋05＋1.5
￥19,800

MC-B0.5H 
￥11,000

MC-B0.5 
￥19,800

MC-B0.2H 
￥11,000

MC-B1.5 
￥19,800

マイクロプレート用 PCR プレート用

※各種ブロックへの対応消耗品については弊社ホームページをご覧ください。
※ハーフサイズブロック：2つ組み合わせることができます。（幅が通常ブロックサイズの半分）

ハーフ
サイズ

ハーフ
サイズ

ハーフ
サイズ

MD-02N-110
MD-01N-110

Cat.No. キャンペーン価格（税抜）

MD-01N-110（本体のみ） 1ブロック用（シングル） ￥56,000

MD-02N-110（本体のみ） 2ブロック用（デュアル） ￥72,000

Cat.No. キャンペーン価格（税抜）

MC-01N-110 （本体のみ） ￥210,000

両面ブロック両面ブロック
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LineUp!!
試 薬・キット

P.76

P.82

P.78

P.84

P.80

P.86

核酸精製（RNA）

電気泳動関連試薬

リアルタイム PCR
マスターミックス

核酸精製（DNA）

逆転写酵素 ＆
cDNA合成キット

エンドポイント PCR試薬
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P.88

P.93P.92

P.90

P.94

P.92

セルフリー DNA実験関連製品

タンパク実験関連

NGSライブラリー調製キット

蛍光染色用封入剤細胞保存用試薬

発現解析関連

機 器 P.52

Blue/Green LED 採用ゲル撮影装置
振とう装置
全自動核酸精製システム
サーマルサイクラー
リアルタイム定量 PCRシステム
自動 DNA断片ゲル抽出システム
パルスフィールド電気泳動パワーサプライ
マグネティックスターラー
パラフィン包埋装置
細胞観察システム
吸光度計
ベンチトップ機器

消 耗 品 P.22

検体保存・管理
ピペットチップ
手動ピペッター
PCRチューブキャッパー・デキャッパー
PCRプレート
プレートシール
細胞培養・観察
リキッドハンドリング
実験用グローブ
各種ラボグッズ
滅菌用シリンジフィルター
未滅菌シリンジフィルター
動物実験関連

受 託 P.96

in situ ハイブリダイゼーション（ISH）受託サービス
免疫組織化学染色（IHC）受託サービス
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リアルアルア タイムイムイ PCRマスターミックス
KAPA S

サイバー

YBR® F
ファスト

AST qPCR Kit

−20℃で1年間 
＊独自の酵素安定化剤により、凍結融解の影響はほとんどありません。

保存条件

高GC/AT含量の配列も強力に増幅（次世代シーケンスのライブラリー定量でも数多くの実績！）
エンジニア酵素で微量サンプルの高感度定量が可能です。

• 高濃度SYBR GreenⅠで増幅可能な新酵素採用
• 通常のプログラムはもちろん、どの装置でもFastプログラムによる時間短縮が可能

Cat.No. Kit contents キャンペーン価格（税抜）

KK4601 Universal qPCR キット
（ほとんどの機器に対応可能）
キャピラリータイプのLight Cycler®には対応していません。

1×5ml （500回用／20μl反応） ￥29,800

KK4602 2×5ml （1,000回用／20μl反応） ￥48,000

KK4604 ABI Prism®qPCR キット
（ABI7500, ViiATM7, QuantStudioを除くABI社機器）
ROX添加済みです。

1×5ml （500回用／20μl反応） ￥29,800

KK4605 2×5ml （1,000回用／20μl反応） ￥48,000

KK4620 ROX Low qPCR キット
（ABI7500, ViiATM7, QuantStudio,
 Stratagene MX3000PTM, MX3005PTM, MX4000TM）

1×5ml （500回用／20μl反応） ￥29,800

KK4621 2×5ml （1,000回用／20μl反応） ￥48,000

KK4607
Bio-Rad iCyclerTMqPCR キット

（iCycler iQ®, iQTM5, MyiQTM）

1×5ml （500回用／20μl反応） ￥29,800

KK4608 2×5ml （1,000回用／20μl反応） ￥48,000

KK4610 Roche LightCycler®qPCRキット
（LightCycler®480）
キャピラリータイプのLightCycler®には対応していません。

1×5ml （500回用／20μl反応） ￥29,800

KK4611 2×5ml （1,000回用／20μl反応） ￥48,000

リアルアルア タイムイムイ PCRマスターミックス

わずか165 種類のプレバレバレ リデートプローブーブー で、あらゆる遺伝子のリアルアルア タイムイムイ アッセイが可能

E
イーグルタック

agleTaq M
マスター

aster Mix with Rox

ヒトUPL（Universal Probe Library）セット

−20℃保存条件

• 2X濃度のマスターミックス
• プローブ、プライマー、テンプレート以外の必要な試薬が全て含まれています。

• 高感度 2倍濃度のマスターミックスは、ごく僅かなターゲットでも効果的な検出が可能になります。

• 迅速性 Fast PCR が可能となり、反応時間が短縮されます。これによりスループットが向上します。

• 安定性 反応ミックス調製後の安定性が高く、オートメーション化にも対応します。

• 高活性 収量に影響するポリメラーゼ活性と、加水分解プローブ法の検出に重要な5'ヌクレアーゼ活性も強力です。

• 最適化 マスターミックスはdUTPを含んでおりUracil-DNA Glycosylase（UDG）を用いたキャリーオーバーコ
ンタミネーションの除去にも使用できます。

ROX有

Cat.No. 入  数 キャンペーン価格（税抜）

05 876 486 001 5×1ml （500回用／20μl反応） ￥24,000

SYBR Green I 法

プローブ検出法

ROX補正を必要とするすべての
リアルタイム PCR装置用

リアルタイム定量 PCR マスターミックス

Cat.No. 包装 キャンペーン価格（税抜）

04 683 633 001 Universal ProbeLibrary Set, Human #1-#90 1set（90プローブ） ￥329,000

04 869 877 001 Universal ProbeLibrary Extension Set, Probes #91-#165 1set（90プローブ） ￥345,100

• アッセイ設計の時間と結果を大幅に短縮します。
• 高いアッセイ特異性・柔軟性・利便性があります。
• 特別なハードウェアまたは独自の反応条件は必要ありません。

特　長
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リアルアルア タイムイムイ PCRマスターミックス

リアルアルア タイムイムイ PCRマスターミックス

リアルアルア タイムイムイ PCRマスターミックス

ライトサイクラー以外のリアルアルア タイムイムイ PCR装置用

ライトサイクラー以外のリアルアルア タイムイムイ PCR装置用

ROX補正を必要とするすべすべす ての
リアルアルア タイムイムイ PCR装置用

ROXリファレンスンスン 色素補正を必要とする
すべすべす てのリアルアルア タイムイムイ PCR装置用

リアルアルア タイムイムイ PCRマスターミックス

F
ファストスタート

astStart U
ユニバーサル

niversal S
サイバー

YBR G
グリーン

reen M
マスター

aster Rox

F
ファストスタート

astStart U
ユニバーサル

niversal P
プローブ

robe M
マスター

aster Rox

F
ファストスタート

astStart S
サイバー

YBR G
グリーン

reen M
マスター

aster

F
ファストスタート

astStart T
タックマン

aqMan P
プローブ

robe M
マスター

aster

• 2X濃度のマスターミックス
• 非特異産物生成を抑制
• dUTPがキットに含まれています。
• 1st ストランド cDNA 合成キット（P.102参照）との組み合わせで機能試験済み

• 2X濃度のマスターミックス
• 機能テストを毎ロット実施済み（GCリッチ, ATリッチ, 長鎖400bp）

• 2X濃度のマスターミックス
• すべての必要な試薬（テンプレートとプライマー以外）を含んでいます。
• 機能テストを毎ロット実施済み（GCリッチ, ATリッチ, 長鎖440bp）

• 2X濃度のマスターミックス
• Fastプログラムによる時間短縮が可能
• 1st ストランド cDNA 合成キット（P.102参照）との組み合わせで機能試験済み

ROX有

ROX有

ROX無

ROX無

Cat.No. 包装単位 キャンペーン価格（税抜）

04 673 484 001 5ml （500回用／20μl反応） ￥27,000

04 673 492 001 10×5ml （5000回用／20μl反応） ￥240,000

Cat.No. 包装単位 キャンペーン価格（税抜）

04 673 409 001 2.5ml （250回用／20μl反応） ￥15,000

04 673 417 001 12.5ml （1250回用／20μl反応） ￥69,000

04 673 433 001 50ml （5000回用／20μl反応） ￥240,000

Cat.No. 包装単位 キャンペーン価格（税抜）

04 913 949 001 2.5ml （250回用／20μl反応） ￥15,000

04 913 957 001 12.5ml （1250回用／20μl反応） ￥69,750

04 914 058 001 50ml （5000回用／20μl反応） ￥240,000

Cat.No. 包装単位 キャンペーン価格（税抜）

04 913 850 001 5ml （500回用／20μl反応） ￥26,600

04 913 914 001 10×5ml （5000回用／20μl反応） ￥240,000

SYBR Green I 法

SYBR Green I 法

プローブ検出法

プローブ検出法

リアルタイム定量 PCR マスターミックス
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FastGeneTM S
スクリプテース

criptase B
ベーシック

asic
逆転写酵素 ＆cDNA合成キット

• 高濃度でも阻害なし
特別なバッファー組成により、高濃度のRNAでも可能です。他の逆転写酵素では扱えない大量のRNAを扱
うことができます。

• エンドポイントRT-PCRに合わせて設計
FastGeneTM Scriptase Basicは、エンドポイントRT-PCRで一般的に使用される大量のRNAを扱うよう
に設計されています。また同時に、低濃度のRNA処理も可能です。

• 酵素のみでも、cDNA合成キットでも
FastGeneTM Scriptase Basicは酵素のみ（酵素、バッファー、dNTP）でも、cDNA合成キット（酵素とオ
リゴdT、ランダムヘキサマー、RNase阻害剤で構成）でもご購入いただけます。また、100回の反応が可能
なキットサイズで、96ウェルのプレート全体が1キットで処理できます。

• 遺伝子発現の定量化
• エンドポイントRT-PCR
• 高濃度のRNA

• FastGeneTM Scriptase Basic（200U/μL）
• 10×FastGeneTM Scriptase Basic Buffer
• dNTP Mixture（2mM each）
• Sterile water（RNase free）

マウス白血病ウイルス（Murine Leukemia Virus: MuLV）逆転写酵素を強化したもので、ワイルドタイプ同様の
cDNA 鎖の合成能力、低いリボヌクレアーゼH活性、プロセッシティビティを持ち合わせています。
ただし、その強靭さは大幅に向上しています。大量の RNAを簡単なテンプレートで扱うための理想的な酵素です。

アプリケーション

キット内容

図1. 他社製品より高い感度を持つFastGeneTM の
ScriptaseBasic
FastGeneTM Scriptase Basic (A) は、ワイルドタイプ
のMuLV (B) よりも高度な感度を持つ、最適化された
MuLV 逆転写酵素です。RNA 濃度0.1 ng でもRNA か
らのテンプレート作成が可能です。

Cat.No. 包装単位 キャンペーン価格（税抜）

NE-LS62 FastGeneTM Scriptase Basic cDNA Synthesis
（酵素とオリゴdT、ランダムヘキサマー、RNase阻害剤） 100 反応分 ￥30,000

特　長

逆転写酵素 ＆ cDNA 合成キット

RNA (ng) 2 1 0.5 0.1 0.01 NT

A

他社製品（N社）

B

トライアルキット無償

プレゼント反応分
5

お申し込みは ジェネティクスホームページへ

新製品限定企画

FastGeneTM Scriptaseシリーズ

新逆転写酵素 &cDNA合成キット
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FastGeneTM S
スクリプテース

criptase II

• より長いcDNAを得るための低活性RNaseH
FastGeneTM Scriptase IIは修飾されたRNaseHドメインを持っているため、RNAは分解されず、より長
いcDNAのテンプレートとなります。その結果、最長12 kBpの断片を得ることが可能です。

• qPCRのために最適化された組み換え酵素
FastGeneTM Scriptase IIを使えば、qPCR やNGSなどの下流アプリケーションに優れたcDNAテンプレ
ートを提供できます。その結果得た全長cDNAからは、遺伝子の全体像と、スプライシング変異体などの修
飾を見ることができます。

• 遺伝子発現の定量化
• RT-qPCR
• 次世代シークエンシング
• 低濃度RNA
• 困難なテンプレート

組み換え型逆転写酵素は、極めて少量のRNAからのcDNA合成を可能にします。
MuLV逆転写酵素のリボヌクレアーゼHのドメインに突然変異が挿入されているため、1番目のストランドの合
成間にもRNAの分解が起こらず、全長cDNAがより高い収量で得られます。また、熱安定性が上がるため酵素
の頑強性も向上します。FastGeneTMScriptase IIは、まさにその特性を持った組み換え酵素です。RNaseH
のドメインにおける突然変異と熱安定性の向上を持つFastGeneTM Scriptase IIは、RT-qPCRやNGSなど、
より複雑なアプリケーションに最適な選択です。

アプリケーション

Cat.No. 包装単位 キャンペーン価格（税抜）

NE-LS63 FastGeneTM Scriptase II cDNA Synthesis 
（酵素とオリゴdT、ランダムヘキサマー、RNase阻害剤） 100 反応分 ￥45,000

42°C 50°C

遺伝子1（738 bp）

遺伝子2（395 bp）

遺伝子3（184 bp）

Fa
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図1. I社 RT-2およびFastGeneTM Scriptase II で作成した
cDNA を用いたマルチプレックスPCR の比較（42℃およ
び50℃）。

図2. I社 RT-2およびFastGeneTM Scriptase II を42℃で
使用し、異なったRNA 初期濃度で作成したGAPDH およ
びcDNA のプリマーを用いたqPCR 実験の結果の比較。

図3. I社 RT-2およびFastGeneTM Scriptase II を42℃で
使用し、異なったRNA 初期濃度で作成したYWHAZ および
cDNA のプリマーを用いたqPCR の結果の比較。

比較（GAPDH、qPCR）

■ FastGeneTM Scriptase II
■ I社 RT-2

RNA 濃度

C
T 

値

比較（YWHAZ、 qPCR）

■ FastGeneTM Scriptase II
■ I社 RT-2

RNA 濃度

C
T 

値

逆転写酵素 ＆cDNA合成キット

• FastGeneTM Scriptase Ⅱ（200U/μL）
• 5×FastGeneTM RT Buffer
• DTT（0.1M）
• dNTP Mixture（2mM each）
• Sterile water（RNase free）

キット内容

特　長

逆転写酵素 ＆ cDNA 合成キット

トライアルキット無償

プレゼント反応分
5

お申し込みは ジェネティクスホームページへ

新製品限定企画

FastGeneTM Scriptaseシリーズ

新逆転写酵素 &cDNA合成キット
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• DNase I、プレフィルターを除いたスタンダードキット

• 室温（15～25℃）

• FastGeneTM RNA mini-elute columnのみ到着後4℃

• 他構成品は全て室温（15～25℃）

• DNase I 酵素、プレフィルター、微量溶出容量カラム全てが入った新しいコンセプトのキット

• DNA感受性が極めて高いダウンストリームアプリケーションにおすすめ

• 最適化したDNase I 処理ステップとFastGeneTM mini-elute column のテクノロジーを併用することで、

高純度で高品質なRNA 精製を保証

※組織によって最適な前処理をお選びください、サンプルや部位によって得られる収量は異なります。

※組織によって最適な前処理をお選びください、サンプルや部位によって得られる収量は異なります。

一般的な収量

• 培養細胞（1×106 HeLa 細胞）の場合 ：10-20 μg

• 組織（20mg マウス肝臓組織）の場合 ：50-100 μg

一般的な収量

• 培養細胞（1×106 HeLa 細胞）の場合 ：10-20 μg

• 組織（20mg マウス肝臓組織）の場合 ：50-100 μg

• 溶解バッファー（RL）
• 洗浄バッファー 1（RW1）
• 洗浄バッファー 2（RW2）
• 溶出バッファー（RE：RNase free water）
• FastGeneTM RNA binding column
• 1.5 mL コレクションチューブ
• 2 mL コレクションチューブ

スタンダード ラージインプット

推奨サンプル量
培養細胞 ＜5×106 ＜1×107

組織※ ＜10 mg ＜20 mg

溶出量 50μL 50μL

所要時間（6 prepsあたり） 約40分間 約40分間
フォーマット シリカメンブレン法

スタンダード ラージインプット

推奨サンプル量
培養細胞 ＜5×106 ＜1×107

組織※ ＜10 mg ＜20 mg

溶出量 20μL（10～50μL） 50μL（20～50μL）
所要時間（6 prepsあたり） 約60分間 約60分間
フォーマット シリカメンブレン法

• 溶解バッファー（RL）
• 洗浄バッファー 1（RW1）
• 洗浄バッファー 2（RW2）
• RNA 再結合バッファー（RBD）
• 溶出バッファー（RE：RNase free water）
• DNaseⅠ 懸濁溶液（DNaseⅠ reconstitution solution）
• 10×DNaseⅠ 反応バッファー（10×DNaseⅠ reaction buffer）
• DNase I（凍結乾燥）
• FastGeneTM RNA filter column
• FastGeneTM RNA binding column
• FastGeneTM RNA mini-elute column
• 1.5 mL コレクションチューブ
• 2 mL コレクションチューブ

仕　様

仕　様

特　長

保存条件

保存条件

特　長

キット内容

キット内容

Cat.No. 入  数 価格（税抜）

FG-80006 FastGeneTM RNA Basic Kit トライアルキット 6回用 ￥4,000

FG-80050 FastGeneTM RNA Basic Kit 50回用 ￥17,500

FG-80250 FastGeneTM RNA Basic Kit 250回用 ￥80,000

Cat.No. 入  数 価格（税抜）

FG-81006 FastGeneTM RNA Premium Kit トライアルキット 6回用 ￥5,400

FG-81050 FastGeneTM RNA Premium Kit 50回用 ￥28,000

FG-81250 FastGeneTM RNA Premium Kit 250回用 ￥125,000

RNA

RNA

培養細胞

培養細胞

組 織

組 織 ゲノムDNA除去

培養細胞および組織等からのトータルタルタ RNA の精製およびRNAクリーンーンー アップ

培養細胞および組織等からのトータルタルタ RNA の精製とゲノゲノゲ ムDNA 除去

F
ファストジーン

astGeneTM RNA B
ベーシック

asic Kit

F
ファストジーン

astGeneTM RNA P
プレミアム

remium Kit

核酸精製キット　RNA精製

大好評

大好評
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T
トライシュアー

RIsureTM

トータルRNA抽出試薬

• 細胞, 組織, 細菌から細菌からRNA, DNA, タンパクの分離抽出が可能

• RT-PCR, in vitn トランスレーション, ノーザンブロット 等にダイレクトに使用可能

• 有機相が淡緑色に色が付くため、水相の回収が容易

• 操作時間約1時間でRNAの抽出が可能

• フェノールを含有する医薬用外劇物ですので、取り扱いには十分ご注意ください。

Cat.No. 包装単位 キャンペーン価格（税抜）

BIO-38032 100mL ￥13,800

核酸精製キット　RNA精製

H
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ピュア
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ティシュー
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スピンカラムタイプのmicroRNA抽出キット

• 動物細胞や組織サンプル（ホルマリン固定パラフィン包埋切片など），植物サンプルから

miRNAなどのsmall RNAを精製し濃縮するようにデザインされています

• 有機溶媒を用いません

• わずか30分で高純度RNAを精製

• フェノール/クロロホルムは不要

• 添付のDNase ⅠによりゲノムDNAのコンタミ無し

Cat.No. 包装単位 キャンペーン価格（税抜）

05 080 576 001 50回用 ￥21,450

Cat.No. 包装単位 キャンペーン価格（税抜）

12 033 674 001 50回用 ￥23,800

miRNA 組 織 培養細胞

RNA ミニスピンカラム 組 織シリカメンブレン法
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シリカメンブレン法

陰イオン交換カラム

プラスミドDNA

プラスミドDNA

H
ハイ

igh P
ピュア

ure P
プラスミド

lasmid I
アイソレーション

solation Kit

G
ジェノピュア

enopure P
プラスミド

lasmid M
ミディ

idi / M
マキシ

axi Kit

精製プラスミドDNAのミニスケール調製用 

プラスミドDNAの中スケール（ミディ）／大スケール（マキシ）調製用キット

• 30分以内に高純度プラスミドを精製

• フェノール／クロロホルムは不要

• スクリーニングやライゲーション、シークエンスに最適

• トランスフェクショングレードの高純度プラスミドDNA

2回の塩化セシウム密度勾配遠心抽出と同等以上の純度を有します。

• スピーディーで簡単な操作

Folder Filter 濾過によりライセート清澄化ステップで遠心操作が不要

わずかな時間（Midi 60分・Maxi 75分）で精製できます。

• 抜群のコストパフォーマンス

Midi Kit  最大収量100μg　培養液量 5 ～ 30ml　  （HighCopy）

Maxi Kit 最大収量500μg　培養液量 30 ～150ml （HighCopy）

超高純度プラスミドDNA 精製を最高のコストパフォーマンスで提供いたします。

Cat.No. 包装単位 キャンペーン価格（税抜）

11 754 777 001 50 preps ￥9,800

11 754 785 001 250 preps ￥40,500

Cat.No. 包装単位 キャンペーン価格（税抜）

03 143 414 001 Genopure Plasmid Midi Kit 20 preps ￥13,500

03 143 422 001 Genopure Plasmid Maxi Kit 10 preps ￥16,500

特　長

大腸菌（15kb以下のプラスミド）

• 新バッファーシステム採用でより安定した収量が得られます。
• 遠心／吸引どちらも使用可能
• より簡便に早く精製したい場合には、Fastプロトコルが使用可能

精製方法 シリカメンブレン法（遠心）
処理容量 培養液1 ～ 5ml（ローコピーでは5 ～ 10ｍ l）
結合容量 40μｇ
溶出量 50μ l

プラスミドサイズ 15 kb以下
操作時間 26分（ローコピーでは36分）

シーケンスンスン グレードのプラスミドDNA精製
F

ファストジーン

astGeneTM P
プラスミド

lasmid M
ミニ

ini

対象サンプル

プラスミドDNA

ジェネ 入ってます。

LB培地タブレット使ってね。
秤量不要！そのまま水に加えて
オートクレーブするだけの便利な
カプセル型LB培地。
100prep用キットに10個、
300prep用キットに25個付いて
きます。

シリカメンブレン法

Cat.No. 入  数 価格（税抜）

FG-90402 100preps ￥13,000

FG-90502 300preps ￥25,000

核酸精製キット　プラスミドDNA精製
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シリカメンブレン法

シリカメンブレン法

DNA

DNA

PCR産物

PCR産物

アガロースゲル切り出し

アガロースゲル切り出し

H
ハイ

igh P
ピュア

ure PCR P
プロダクト

roduct P
ピュリフィケーション

urification Kit

H
ハイ

igh P
ピュア

ure PCR C
クリーンアップ

leanup M
マイクロ

icro Kit

PCR反応産物の精製用キット

高濃度PCR産物精製キット（低容量溶出）

• わずか10分で高純度DNAを精製

• フェノール／クロロホルムは不要

• PCR産物だけでなく、制限酵素処理DNA、修飾処理DNAの精製に最適

• アガロースゲルからの切り出しDNA断片の精製にも使用可

• わずか10分で高純度DNAを精製

• フェノール／クロロホルムは不要

• PCR産物だけでなく、制限酵素処理DNA、修飾処理DNAの精製に最適

• アガロースゲルからの切り出しDNA断片の精製にも使用可

• 少量のバッファー（10μl≦）で溶出が可能で、精製後の濃縮の必要なし

• 100bp以下の小さい断片（50bp≦）も精製可能

Cat.No. 包装単位 キャンペーン価格（税抜）

11 732 668 001 50 preps ￥9,000

11 732 676 001 250 preps ￥39,750

Cat.No. 包装単位 キャンペーン価格（税抜）

04 983 955 001 50 preps ￥9,100

04 983 912 001 200 preps ￥30,800

シリカメンブレン法

2種類のアプリケーションに使用可能

• ゲル切片～ 300ｍｇ　　　

• PCR反応液～ 100μl

• エチブロ代替蛍光色素ミドリグリーン シリーズ（少量パック）無償添付中！

• 遠心／吸引どちらも使用可能

• PCR産物の精製、アガロースからのDNAの抽出の両方に使用できます。

• ゲル切片の切り出しに便利な“ゲルバンドカッター”が5個付属しています。

精製方法 シリカメンブレン法（遠心）
結合容量 10μｇ

DNA有効分離領域 50bp ～約10kbp

溶出量 20 ～ 50μ l

操作時間 20分（ゲル切片の切り出し／溶解時間は含みません）

アガロースースー ゲルゲルゲ からのDNA抽出／ PCR産物の精製
F

ファストジーン

astGeneTM Gel/PCR E
エクストラクション

xtraction

対象サンプル

Cat.No. 入  数 価格（税抜）

FG-91202 100preps ￥13,000

FG-91302 300preps ￥25,000

DNA PCR産物 アガロースゲル切り出し

ジェネ 入ってます。

ミドリグリーン、使ってね。
エチブロ代替核酸染色試薬
ミドリグリーン（Advance & Direct）の
50μLトライアルサイズが全キットに付い
てきます。

ゲルバンドカッターも付いてきます。
アガロースゲルからバンドの切り出しが
簡単・迅速にできる便利グッズ。

核酸精製キット　核酸クリーンアップ
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シーケンシング反応液

キット内容

FastGene ™ DT フィルターカラム 50 個

FastGene ™ G50 レジン 5 本× 525 mg（※ 525mg ＝ 10prep）

2ml コレクションチューブ 50 個
膨潤バッファー DT 50ml

精製方法 ゲルろ過法（遠心）
最大溶出量 20 μ l

操作時間 5 分（ゲルの膨潤時間は含みません）
保存条件 室温で 1 年間（膨潤後は 4℃で 14 日間）

ダイタイタイ ーミネーター除去
F

ファストジーン

astGeneTM D
ダイ

ye T
ターミネーター

erminator R
リムーバル

emoval

• 簡単な操作で、シーケンス産物を精製できます。
• 乾燥ゲル（別ボトル梱包）で提供されますので、室温で長期間（1年間）保管できます。
• ゲルの膨潤は10prep単位で実施できる小分けパックで便利です。

Cat.No. 入  数 価格（税抜）

FG-9411 50preps ￥9,000

対象サンプル

特　長

長鎖（～ 25kb）テンプレートの増幅に最適

M
マイタック

yTaqTM DNA P
ポリメラーゼ

olymerase

B
バイオタック

IOTAQTM DNA P
ポリメラーゼ

olymerase

R
レンジャー

ANGER DNA P
ポリメラーゼ

olymerase

• 高感度で、GCリッチなどの増幅が難しいサンプルにも適しています。
• 増幅産物はTAクローニングに使用可能
• 濃度：5u/μL

• 高純度かつ高活性な酵素で、高収量のPCR産物が得られます。
• 増幅産物はTAクローニングに使用可能
• 伸長速度：約15～30秒/kb
• 濃度：5u/μL

※72℃／30分で10nmolのdNTPsが取り込まれるものを1ユニットとします。

※72℃／30分で10nmolのdNTPsが取り込まれるものを1ユニットとします。

Cat.No. 入  数 キャンペーン価格（税抜）

BIO-21105 500units〈dNTP含む〉 ￥17,600

Cat.No. 入  数 キャンペーン価格（税抜）

BIO-21040 500units（1×100μL）〈dNTP付き〉 ￥10,400

BIO-21040/5 5×500units（5×100μL）〈dNTP付き〉 ￥47,000

Cat.No. 入  数 キャンペーン価格（税抜）

BIO-21121 250 units ￥24,000

BIO-21122 500 units ￥40,800

-20℃

-20℃

保存条件

保存条件

ダイターミネーター除去キット

PCR酵素（セパレートタイプ）
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オールラウンドに優れた酵素

KAPAT
タック

aqTM E
エクストラ

Xtra 
H

ホットスタート

otStart R
レディーミックス

eadyMix with d
ダイ

ye

−20℃で1年間　
＊独自の酵素安定化剤により、凍結融解の影響はほとんどありません。

移動度の目安（1％ゲル）
黄色：75bp　青色：  5kb

保存条件

電気泳動用色素

2×マスターミックス（電気泳動用色素入り）

Cat.No. 入  数 キャンペーン価格（税抜）

KK3606 2.5ｍl 〈200回用/25μl反応〉 ￥9,000

KK3607 25ｍl〈2000回用/25μl反応〉＋小分け用チューブ添付 ￥71,500

￥35.81反応
あたり

PCR酵素（セパレートタイプ）
KAPATaqTM E

エクストラ

Xtra PCRキット

−20℃で1年間保存条件

感度
微量テンプレートOK!

増幅効率
高収量！

伸長サイズ
〜30kb！

正確性
Taqの4倍！

Cat.No. 入  数 キャンペーン価格（税抜）

KK3009 250units〈dNTPs付き〉 ￥11,000

ジェノタイピングに最適！不純物が多いサンプルプルプ でルでル も強力に増幅

KAPA2
ツージー

GTM R
ロバスト

obust 
H

ホットスタート

otStart R
レディーミックス

eadyMix with d
ダイ

ye

−20℃で1年間　
＊独自の酵素安定化剤により、凍結融解の影響はほとんどありません。

移動度の目安（1％ゲル）
黄色：75bp　青色：  5kb

保存条件

電気泳動用色素

2×マスターミックス（電気泳動用色素入り）

Cat.No. 入  数 キャンペーン価格（税抜）

KK5706 2.5ｍl 〈200回用/25μl反応〉 ￥14,500

KK5707 25ｍl〈2000回用/25μl反応〉＋小分け用チューブ添付 ￥116,000

￥581反応
あたり

わずか30分～60分でPCRが終了！迅速PCR検出に最適

KAPA2
ツージー

GTM F
ファスト

ast 
H

ホットスタート

otStart R
レディーミックス

eadyMix with d
ダイ

ye

−20℃で1年間　
＊独自の酵素安定化剤により、凍結融解の影響はほとんどありません。

移動度の目安（1％ゲル）
黄色：75bp　青色：  5kb

保存条件

電気泳動用色素

2×マスターミックス（電気泳動用色素入り）

Cat.No. 入  数 キャンペーン価格（税抜）

KK5610 2.5ｍl 〈200回用/25μl反応〉 ￥6,300

KK5611 25ｍl〈2000回用/25μl反応〉＋小分け用チューブ添付 ￥65,000

￥32.51反応
あたり

高い正確性とハイスピードを両立

KAPAH
ハイファイ

iFiTM 
H

ホットスタート

otStart R
レディーミックス

eadyMix

−20℃で1年間　
＊独自の酵素安定化剤により、凍結融解の影響はほとんどありません。

保存条件

2×マスターミックス

Cat.No. 入  数 キャンペーン価格（税抜）

KK2601 1.25ｍl〈100回用/25μl反応〉 ￥10,000

KK2602 6.25ｍl〈500回用/25μl反応〉＋小分け用チューブ添付 ￥35,000

￥701反応
あたり

2＋1キャンペーンは終了させて頂きました。
永らくご愛顧頂き、誠にありがとうございました。

PCR酵素

PCR酵素（マスターミックス）
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ミドリグリーンアガロースタブレット

• 安全なミドリグリーンアドバンスDNA染色
• タブレットタイプのため秤量不要
• 高速溶解プロトコル
• 特別な廃棄処理は不要

M
ミドリ

idori G
グリーン

reen D
ダイレクト

irect

※一般的な試薬の取り扱いと同様に、取り扱いには十分ご注意のうえ、操作時にはグローブを着用ください。
※使用後は、各施設の基準に従って廃棄してください。

• ゲル厚は0.5cm以下になるよう作成してください。

• サンプルに混ぜるタイプ （後染め不可）
• 超高感度タイプ
• シリーズ最高のS/N比を実現

励起波長：490nm付近 （2次ピーク 290nm付近）
蛍光波長：530nm付近

室温または4℃で12ヵ月（遮光してください）保存条件

Cat.No. 入  数 キャンペーン価格（税抜）

NE-MG06 1ml ￥12,500

サンプルに
混ぜるタイプ

※後染め不可

ゲルに
混ぜるタイプ

※後染め推奨

M
ミドリ

idori G
グリーン

reen A
アドバンス

dvance
• 先染め or 後染めタイプ
• スタンダードタイプ

Cat.No. 入  数 キャンペーン価格（税抜）

NE-MG04 1ml ￥15,000

超
高感度

ミドリグリーンシリーズ
核酸染色試薬

Cat.No. 入  数 キャンペーン価格（税抜）

NE-AG09 75個 ￥30,000 ￥25,000

電気泳動関連試薬

DNA分子量マーカー
DNAラダー

• ローディング・ダイを含んでいますのでダイレクトローディング可能です。
• 5μlロード/レーン

仕　様

保存条件

• 50bp DNA Ladder
濃　　　度：112μg/ml
分子量範囲：50bp～1,500bp
バ ン ド 数：17本

• 100bp DNA Ladder
濃　　　度：108μg/ml
分子量範囲：100bp～3kb
バ ン ド 数：12本

• 1kb DNA Ladder
濃　　　度：100μg/ml
分子量範囲：250bp～10kb
バ ン ド 数：13本

• 50bp DNA Ladder
4℃または-20℃

• 100bp／1kb DNA Ladder
室温、4℃または-20℃

Cat.No. 入  数 キャンペーン価格（税抜）

NE-MWD50 50bp DNA Ladder 500μl ￥5,000

NE-MWD100 100bp DNA Ladder 500μl ￥4,000

NE-MWD1 1kb DNA Ladder 500μl ￥4,000

●100bp DNA Ladder●50bp DNA Ladder ●1kb DNA Ladder
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保存条件

LB培地カプセル

• 上皿天秤で秤量することなく、本品をそのまま水に加えて、オートクレーブにかけるこ
とで出来上がる新しいタイプのカプセル型LB培地

• カプセル2個で80ml、10個で400ml、25個で1000mLの培地を調製
• 手早く便利
• 作成したLB培地が、極めて均一
• 従来のLB培地（粉末）と同等の増殖が可能

室温で1年間

FastGene 
Plasmid mini Kitに
無償添付中（P.82）

カプセル 超純水（ミリQ 水など）

1個 40ml

2個 80ml

10個 400ml

25個 1000ml

Cat.No. 入  数 キャンペーン価格（税抜）

FG-830 50個 ￥4,500

FastGeneTM ゲルバンドカッター
• アガロースゲルから簡単にバンドの切り出しが可能です。
• 切り出し操作がとても早くなりDNAへのダメージが少なくなります。
• ゲル重量は下記にて簡単に計算できます。

• 同じゲルから切り出した断片は基本的に同じ重さになり秤量の手間を省けます。
• イルミネーター表面のフィルターを傷つけてしまうことも低減できます。

ゲル厚 2％アガロースゲル 1％アガロースゲル

1.0cm 〜140mg 〜130mg

0.8cm 〜120mg 〜110mg

0.6cm 〜100mg 〜90mg

仕　様

仕　様

保存条件

ルーチン分析用スタンダードタイプ（250bp～ 23kb）

アガロースタブレット

アガロース〈スタンダード〉

• Ready to Use アガロースタブレットです。
• 0.5g／タブレット
• 0.5g／50mlゲル＝1％

• DNA RNAのフラグメント解析に最適
• エチジウムブロマイド染色や蛍光染色で低いバックグラウンド（バッチごとに品質テストを実施）
• 素早く融解します
• 高い透明度と高い解像度

• 溶解度 無色透明溶液（100mlの水に1グラムのアガロースを溶解）
• 電気浸透度 0.13以下
• 硫酸基 0.15％以下
• 灰分 ≦0.5％
• ゲル化温度（1.5％ゲル） 36℃±1.5℃
• メルティング温度（1.5％ゲル） 88℃±1.5℃
• Proteaseフリー 
• エンドヌクレアーゼフリー／ライゲース阻害物質フリー 

• 有効分離領域（ゲル濃度） 250bp～23kb（0.75～2％）
• ゲル強度 ≧1000ｇ／cm2（1％）　≧2000ｇ／cm2（1.5％）
• ゲル化温度 36℃±1.5℃
• メルティング温度 88℃±1.5℃
• 灰分 ≦0.45％
• 硫酸基 ≦0.1％
• 透明度 ≦4 NTU

室温で2年間

ゲル（%） 1個 2個 3個

1% 50 ml 100 ml 150 ml

1.2% 42 ml 83 ml 125 ml

1.3% 38 ml 77 ml 115 ml

1.5% 33 ml 67 ml 100 ml

1.8% 28 ml 56 ml 83 ml

2.0% 25 ml 50 ml 75 ml

アガロースゲル DNAサイズ

0.6％ 1～20kb

0.9％ 0.5～7kb

1.2％ 0.4～6kb

1.5% 0.2～4kb

2.0％ 0.1～3kb

分離の目安

下記の条件で、ゲルを作成し、電気泳動を実施しました。
ゲル強度は十分で、どのマーカーも高い解像度でバンドの分離が可
能でした。

ゲル濃度 ：1％
ゲルサイズ ：190×250ｍｍ（厚さ7ｍｍ）
電気泳動用バッファー ：1×TAEバッファー
電気泳動条件 ：70ｍA　4時間

1, 2, 5 ：λ／HindIIIマーカー
3 ：Easy Ladder I
    （Bioline社 Cat.No.BIO-33045）
4 ：1kb DNA Ladder RTU
    （NipponGenetics
      Europe社 
      Cat.No.NE-MWD1）

1 2 3 4 5

Cat.No. 入  数 キャンペーン価格（税抜）

NE-AG05 0.5g×200個 ￥17,000

Cat.No. 入  数 キャンペーン価格（税抜）

NE-AG02 500ｇ ￥32,000

Cat.No. 入  数 キャンペーン価格（税抜）

NE-L2720-100 100個 ￥7,500
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FastGene™ P
ページ

AGE G
ゲル

el Small（10×8cm）

FastGene™ P
ページ

AGE G
ゲル

el Large（10×10cm）

• 幅広いミニ電気泳動チャンバーに適合するポピュラーなミニフォーマットのプレキャストゲル
• 高い生産性と最適な解決策
• グラジェントでも一定濃度でも
• FastGeneTM MOPSまたはMESバッファーに適合

• 幅広いミニ電気泳動チャンバーに適合するポピュラーなミニフォーマットのプレキャストゲル
• 高い生産性と最適な解決策
• グラジェントでも一定濃度でも
• FastGeneTM MOPSまたはMESバッファーに適合

• 12ウェル
• 分子量範囲：3.5kDa～270kDa

• 12ウェル
• 分子量範囲：3.5kDa～270kDa

仕　様

仕　様

Cat.No. 商品名 容量 キャンペーン価格（税抜）

NE-PGS012 FastGene™ PAGE Gel - 12 % 10 枚 ￥16,000

NE-PGS412 FastGene™ PAGE Gel - 4-12 % 10 枚 ￥16,000

NE-PGS420 FastGene™ PAGE Gel - 4-20 % 10 枚 ￥16,000

NE-PGS816 FastGene™ PAGE Gel - 8-16 % 10 枚 ￥16,000

Cat.No. 商品名 容量 キャンペーン価格（税抜）

NE-PGL012 FastGene™ PAGE Gel - 12 % 10 枚 ￥16,000

NE-PGL420 FastGene™ PAGE Gel - 4-20 % 10 枚 ￥16,000

NE-PG-MOPS10 FastGene™ MOPS Buffer 10 枚 ￥8,000

ポリアクリルアミドゲル

ポリアクリルアミドゲル

タンパク実験関連製品

電気泳動により広範囲のタンパク質サイズを分離するように設計された
高性能なポリアクリルアミドゲルをご紹介します。

大量の
ウェル容量

希釈サンプルでは
最大80μl

2～8℃で
最大12ヶ月

鮮明なバンドロットの
一貫性保証

高品質で再現性の
あるゲルにより
高い費用対効果を

実現

長い貯蔵寿命 高解像度
コスト

パフォーマンス
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タンパク分子量マーカー

オールラウンドのタンパク分子量マーカー

タンパク分子量マーカー タンパク分子量マーカー

B
ブルー

LUE S
スター

tar／ B
ブルー

LUE S
スター

tar P
プラス

LUS

FastGene™ B
ブルーイージー

lueEasy

FastGene™ P
ピンク

ink FastGene™ J
ジャストブルー

ustBlue

＊ ミニゲル1レーンあたり5μl使用した場合

仕　様

仕　様

仕　様 仕　様

保存条件

• 識別しやすい三色カラー
• 非常にシャープで見易いバンド
• Ready-to-Use　融解してすぐ使用可能

• BLUE Star
分子量範囲：10～180kDa（Tris-Glycineバッファーを使用した場合）
バ ン ド 数：10本

• BLUE Star PLUS
分子量範囲：10～245kDa（Tris-Glycine バッファーを使用した場合）
バ ン ド 数：13本

−20℃で1年間（4℃の場合、3ヶ月間保存できます。）

Cat.No. 入  数 キャンペーン価格（税抜）

NE-MWP03 BLUE Star 100回〈500μl〉 ￥12,500

NE-MWP03-8 BLUE Star 800回〈500μl×8本〉 ￥82,000

NE-MWP04 BLUE Star PLUS 100回〈500μl〉 ￥14,000

Cat.No. 入  数 キャンペーン価格（税抜）

NE-MWP02 FastGene™ Pink 500μl ￥15,000

Cat.No. 入  数 キャンペーン価格（税抜）

NE-MWP06 FastGene™ BlueEasy 500μl ￥14,400

Cat.No. 入  数 キャンペーン価格（税抜）

NE-MWP05 FastGene™ JustBlue 500μl ￥14,000

• 分子量範囲：6.5 ～270kDa
• バンド数：10本

• 分子量範囲：10～180kDa
• バンド数：11本

• 分子量範囲：10～180kDa
• バンド数：11本

● BLUE Star

Tris-Glycineバッファー

4-20%グラジェントゲル
（Tris-Glycine ゲル）

MOPSバッファー 

12%ゲル
（Bis-Tris ゲル）

MESバッファー 

10%ゲル
（Bis-Tris ゲル）

kDa kDa kDa

● BLUE Star PLUS

Tris-Glycineバッファー MOPSバッファー MESバッファー 

4-20%グラジェントゲル
（Tris-Glycine ゲル）

10%ゲル
（Bis-Tris ゲル）

10%ゲル
（Bis-Tris ゲル）

kDa kDa kDa

タンパク実験関連製品
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Cat.No. 入  数 キャンペーン価格（税抜）

CS-07-001 20ml ￥5,600

CS-11-001 120ml 価格（税抜）￥23,800

• エンドトキシン ：合成基質法

• マイコプラズマ ：PCR法

• 真  菌 ・ 細  菌 ：日本薬局方

ヒトiPS細胞

ヒトiPS細胞由来神経細胞

ヒトiPS細胞由来肝臓細胞

ヒトiPS細胞由来心臓細胞

ヒトiPS細胞由来腎臓細胞

ヒト由来樹立細胞株

ヒト由来プライマリー細胞

ヒトT細胞

霊長類ES細胞

• 仕　　様 ：DMSO含有  血清不含

• 貯　　法 ：冷暗所保存（2～10℃） 

• 有効期限 ：製造後2年

• 人体には使用できません。  

• 本製品は医療用としての認可を取得していません。

• 動物由来物を含みません。

• ご使用前に、使用する細胞で確認試験を行なってください。

• 当社は、本製品の使用に起因する事故や損害についての責任を負いかねます。

• 使用に際しご不明な点はお問い合わせください。

無菌検査 使用例仕　様

注   意

再生医療研究用 無血清タイプ細胞凍結保存液（マスターフーフー ァイルイルイ 登録済み）
バンバンカー®   h

エイチアールエム

RM 再生医療研究用（human Regenerative Medicine）

ヒト由来細胞（ヒトT細胞等）を懸濁後、
即ディープフリーザー（−80℃）で保存できる血清を含まない新しいタイプの保存液です。

無血清タイプ細胞凍結保存液
バンバンカー® DMSOFree

Cat.No. 入  数 キャンペーン価格（税抜）

CS-09-001 20ml ￥5,600

• エンドトキシン ：合成基質法

• マイコプラズマ ：PCR法

• 真  菌 ・ 細  菌  ：日本薬局法

Jurkat（ヒト白血病T細胞株）

PC12(ラット由来の副腎褐色細胞種株)

HepG2（ヒト肝臓がん細胞株）

Hela S3（ヒト子宮頸がん細胞株）

HEK293T（ヒト胎児腎細胞株）

OKT4(マウスハイブリドーマ)

Vero P4（アフリカミドリザル腎細胞株）

MDCK（イヌ腎臓尿細管上皮細胞株）

NIH3T3（マウス胎児皮膚細胞株）

• 貯　　法  ：冷暗所保存（2 ～ 10℃）

• 有効期限 ：製造後2年

• 人体には使用できません。
• 本製品は医療用としての認可を取得していません。
• 動物由来物を含みません。
• ご使用前に、使用する細胞で確認試験を行なってください。
• 当社は、本製品の使用に起因する事故や損害についての責任を負いかねます。
• 使用に際しご不明な点はお問い合わせください。

無菌検査 使用例仕　様

注   意

• 血清を含みません。

• DMSOを含みません。

• 簡便にディープフリーザー（−80℃）で急速かつ長期間凍結保存ができます。

出荷実績 2倍増！

2016年 2017年
※2016年6月～2017年5月および前年

同期の当社出荷実績に基づく

ヒトiPS細胞凍結保存効率の
比較検討

ヒトiPS細 胞 の凍
結 保 存 に は こ れ

までガラス化法を用い
てまいりましたが、熟練
を要すること・多本数
のバイアルの同時処理
が難しいことなどが問
題となっておりました。バンバンカー
hRMはこの点での作業効率を向上させ
得るものと考えております。また保存性
の向上も見られたことから、ヒトiPS細
胞の保存・維持の効率改善に繋げるも
のとして期待しております。

ヒト急性骨髄性白血病細胞株
凍結保存効率の比較

本保存液を使うこ
とにより、自家調製

保存液に比べて検討した
細胞全てにおいて著明な
生存率の向上が認めら
れました。これまでの自
家調製保存液では、使用
する血清のロットにより凍結後の生存率
に差が生じていましたが、本保存液は血清
を使用しない試薬であるため、血清のロッ
トに依存しない安定した保存状態を保て
ると考えられます。ヒト由来の細胞株で
凍結後の生存率が悪い細胞には、是非、本
試薬を試される事をお勧め致します。

ヒトiPS細胞／ヒトES細胞
凍結保存効率の比較

改良型の緩慢凍
結 法 にready-

to-useの バ ン バ ン
カーを組み合わせるこ
とでヒト多能性幹細胞
を他の汎用動物細胞
株と同じ様に扱うこと
ができ、凍結保存のハードルが格段に下
がりました。
今回の実験ではいずれもROCK阻害剤
を使用せずに行っていますが、融解直
後及び再播種後の生存率も非常に高く
保たれていますので、いずれのシリーズ
も効率的な試薬だと思います。

ヒト白血病細胞株
（RCB1296: HNT-34）の
凍結保存効率の改善

バ ン バ ン カ ー
hRMは、こ れ ま

で融解後の生存率が悪
かった細胞株の保存に
おいて、非常に有用であ
ることが分かりました。
取り扱い方法も既存の
試薬と全く同じであり、容易に導入するこ
とが出来ました。融解後の生存率の向上
により、再現性の良い実験ができるよう
になりました。融解後の生存率の悪いヒ
ト由来の細胞株があれば、本試薬の導入
を検討されることをお勧め致します。

細胞凍結保存液
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ヨーロッパに続き
日本特許権取得！

• エンドトキシン ：合成基質法
• マイコプラズマ ：蛍光抗体法
• 真  菌 ・ 細  菌 ：日本薬局方

• 仕　　様 ：DMSO含有  血清不含
• 貯　　法 ：冷暗所保存（2～10℃） 
• 有効期限 ：製造後2年

無菌検査

仕　様

無血清タイプ細胞凍結保存液

無血清タイプ細胞凍結保存液

バンバンカー® 

バンバンカー® D
ダイレクト

irect

ES（マウス）
P3U1（マウスミエローマ細胞株）　
K562（ヒト白血病細胞株）　
KATOⅢ（ヒト胃癌上皮細胞株）　
ヒトγδT細胞　
Daudi（ヒトB細胞株）

PC12（ラット由来の副腎褐色細胞腫）
ヒトB細胞株　
OKT4（マウスハイブリドーマ）　
サルB細胞株　
ヒト末梢血由来活性化リンパ球　
マウス脾臓由来活性化リンパ球

CS-02-001 CS-04-001

使用例

日本特許権取得

Cat.No. 入  数 キャンペーン価格（税抜）

CS-02-001 120ml×1本 ￥9,700

CS-04-001 20ml×5本 ￥9,900

Cat.No. 入  数 キャンペーン価格（税抜）

CS-06-001 20ml ￥3,600

ES （マウス）
OP9（マウス骨髄性ストローマ細胞）
SNL （マウス胎仔線維芽細胞）
MEF（初代培養マウス胎仔線維芽細胞）
OKT4（マウスハイブリドーマ）
K562（ヒト慢性骨髄性白血病細胞株）

HEK293（ヒト胎児腎細胞株）
HEK293T（ヒト胎児腎細胞株）
HeLa（ヒト子宮頸がん細胞株）
C2C12（マウス骨格筋細胞株）
PC12（ラット副腎髄質腫細胞株）
HepG2（ヒト肝臓がん細胞株）

※この他にも数多くの使用例を弊社ホームページにて公開しております。

使用例

細胞を遠心分離することなく、本品をそのまま培養液に加えて細胞を懸濁後、
即ディープフリーザー（−80℃）で保存できる新しいタイプの保存液です。
面倒な多検体の細胞保存（ハイブリドーマなどのサブクローン）にも理想的です。

• エンドトキシン ：合成基質法
• マイコプラズマ ：PCR法
• 真  菌 ・ 細  菌 ：日本薬局方

• 仕　　様 ：DMSO含有  血清不含
• 貯　　法 ：冷暗所保存（2～10℃） 
• 有効期限 ：製造後2年

無菌検査

仕　様

遠心操作が
いりません

-80℃にて
凍結

-80℃にて
凍結

遠心後、
上清を除去

遠心後、
上清を除去

細胞を遠心
チューブに回収

細胞を遠心
チューブに回収

細胞保存液で
細胞を懸濁し、
凍結保存
チューブに移す

細胞保存液で細胞を
懸濁し、凍結保存
チューブに移す

培養液と等量の
バンバンカー
Directを加え
圴一にし、凍結

保存チューブに移す

バンバンカーDirect バンバンカーDirect

培養溶液を除去

PBS洗浄後、
剥離液を加え、加温

剥離液と等量の
培養液を加える

接着細胞での使用例 浮遊細胞での使用例

この操作が
必要ありま
せん！

この操作が
必要ありま
せん！

バンバンカー
Directを使用
するとこの操作が
必要ありません！

バンバンカー
Directを使用
するとこの操作が
必要ありません！

我々JCRB細胞バンクでは細胞バンク業務を30年間行っており、現在1400種類の細胞株を凍結保管し、2013年は約4,300アンプルを国内外の研究者に有償で提供してお
ります。多種多様の細胞株を保管していることからいくつかの問題をかかえておりました。
その中でも大きな問題は利用者から細胞株が解凍後死んでしまい、うまく培養できないというフィードバックがあり、特に今回検討した4種類（浮遊系細胞株のKHYG-1, 
KAI3, HL60および接着系細胞株OVMANA）の細胞株は早急に改善しなければならない問題でした。
そこで紹介頂いたバンバンカーを使って保存解凍試験を行った結果、現在使用している市販品と比べ、解凍後の細胞増殖が優れている、しかも4種類すべてで再現性が良い
結果が得られたことが驚きでした。
さらにバンバンカーは、血清を含まないことからロット差がなく、海外への提供手続きも非常にスムーズに行えることがわかり非常に感謝しております。
今後、JCRB細胞バンクではバンバンカーに切替え、利用者からのフィードバックに対して生存率及び増殖の改善を行ってまいります。長年の問題を解決してくれたことに
感謝しており、バンク以外の国内外の研究者に広めていきたい製品です。
本データはJCRBホームページにも記載予定です。
今後は、ヒト組織由来、ヒトiPS細胞株についても検討したいと考えております。

私はモノクローナル抗体作製の際のハイブリドーマの凍結にはバンバンカーダイレクトを使用しています。スクリーニング後、陽性の細胞の培養を９６ウェルから２４ウェル
にスケールアップします。その２４ウェルの細胞が密集している中心部のところから増殖期の細胞を２５０マイクロリットルほどピペットで吸い取り、等量のバンバンカーダ
イレクトと混ぜ、凍結します。細胞の遠心操作などを行う必要もなく、とても楽に凍結が行えます。浮遊系の細胞の凍結には威力を発揮すると思います。接着系の細胞には
バンバンカー、浮遊系の細胞にはバンバンカーダイレクトと使い分けています。

ユーザー様の声

ユーザー様の声

こちらのお客様からの製品フィードバックデータはWEBに掲載中

細胞凍結保存液
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スムーズな運用でゲノムDNA混入を防止
室内での仮保存・ハンドリングに最適

セルフリー DNA抽出用採血管

cfDNA濃度評価用プライマー、プライマー・プローブセット

真空密封型採血管（管理医療機器）

目的に合致
• 添加剤の効果によりセルフリー DNAのみを抽出
• 18 ～ 25℃で7日間までセルフリー DNAが安定

安全性・簡便性
• ポリエチレンテレフタレート（PET）製のため輸送や遠心操作中の破損リスクが低減
• 室温で仮保存や輸送が可能。運用面でのメリット

特　長

医療機器認証番号 228ABBZX00117000

採血量 8.5 ml

材質 プラスチック (PET)

保存温度 18 ～ 25℃
血液検体の保存条件 18 ～ 25℃で 7 日間まで安定
添加剤 K3EDTA および有核血液細胞の溶解を防止するための添加剤

Cat.No. 包装単位 価格（税抜）

518-250119 50 本入 ￥50,000

cfDNA濃度測定評価は特異性の高いプライマー、プローブセットで！
• 血漿中などから任意の方法で抽出したcfDNA濃度を便宜的に評価することができます。
• NGSライブラリー調整前にcfDNA濃度を測定することで適正なインプット量を決めることが可能です。
• 下記の標準的な20µL反応系容量プロトコールでの使用想定で250反応相当

LINE-1はかつて「ジャンクDNA」と呼ばれた、いわゆる「ノンコーディングDNA」の部類に属し
ていて、long interspersed nuclear element（LINE）と呼ばれる自律性トランスポゾンの一つです。
LINE-1はヒトゲノム中で豊富な配列の一つで、ヒトゲノムの17%を構成し、ゲノムあたり約
520,000コピーを有します。
このLINE-1を定量リアルタイムPCRのターゲットとして、ヒトゲノムDNAに複数箇所存在する
LINE-1配列を利用することによって、血漿・血清中の低濃度のCell Free DNA濃度を評価している
いくつかの報告があります。

• 保管温度：-20℃
• サイズ（L×H×W）：15.5×1.5×1㎝

仕　様

Cat.No. 商品名 容量 価格（税抜）

500201 LINE-1 PPセット（プライマー・プローブセット） 250 反応 ￥35,000

500202 LINE-1 Pセット（プライマーセット） 250 反応 ￥7,500

セルフリー DNA 実験関連製品

LINE-1について

C
コラーゲン

ollagen T
タイプ

ypeⅠ. r
ラット

at t
テイル

ail

• 走化性アッセイなどの3Dコラーゲンゲル調製のための高品質ラット尾部コラーゲン溶液
• 様々なゲル濃度の調製に使用可能

• 保存温度：-20℃
• 純度：90%

仕　様

Cat.No. 入数 キャンペーン価格（税抜）

ib50201 5mg/ml × 5ml ￥20,300

ib50204 10mg/ml × 5ml ￥36,400

蛍光染色用封入剤
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KAPA RNA H
ハイパープレップ

yperPrep Kit

KAPA RNA HyperPrep Kit 
with RiboErase (HMR) KAPA mRNA H

ハイパープレップ

yperPrep Kit

※ 構成品表示のあるものは構成品型番にてお買い求めください。

Cat.No. 構成品 入  数 価格（税抜）

KK8560

KK8481 KAPA RiboErase HMR (24rxn)

24回用

お問い合わせ
ください

KK8542 RNA Hyper (24rxn)

KK8546 Pure Beads (2x3.2ml)

KK8561

KK8482 KAPA RiboErase HMR (96rxn)

96回用KK8544 RNA Hyper (96rxn)

KK8001 KAPA Pure Beads (30ml)

Cat.No. 構成品 入  数 価格（税抜）

KK8540
KK8542 RNA Hyper (24rxn)

24回用
お問い合わせ
ください

KK8543 Pure Beads (3.2ml)

KK8541
KK8544 RNA Hyper (96rxn)

96回用
KK8545 Pure Beads (3x5ml)

Cat.No. 構成品 入  数 価格（税抜）

KK8580

KK8440 KAPA mRNA Capture Kit (24rxn)

24回用

お問い合わせ
ください

KK8542 RNA Hyper (24rxn)

KK8543 Pure Beads (3.2ml)

KK8581

KK8441 KAPA mRNA Capture Kit (96rxn)

96回用KK8544 RNA Hyper (96rxn)

KK8545 Pure Beads (3x5ml)

さまざまなニーズに対応するワークフロー
mRNAキャプチャー・rRNA除去用のKAPA RiboErase (HMR)・RNA 濃縮試薬を用いない場合の3種類のフォーマットで利用可能
お客様の用途にあった最適なワークフローを選択できます。

複数の酵素反応をワンチューブ内で行うことでライブラリー調製時間を短縮

25hg-1μgのヒト・マウス・ラットでトータルRNAから
特異的なライブラリーを調製

50hg-1μgのヒト・マウス・ラットでトータルRNAから
特異的なライブラリーを調製

チ
ュ
ー
ブ
 1

チ
ュ
ー
ブ
 2
, 
3

チ
ュ
ー
ブ
 1

チ
ュ
ー
ブ
 2
, 
3

KAPA RNA 
HyperPrep Workflow

Ⅰ社 Stranded RNA 
Library Prep Workflow

N社 RNA Library 
Prep Workflow KAPA RNA HyperPrep Kits 

with RiboErase (HMR)
KAPA mRNA HyperPrep Kits

トータルRNA
(25 ng ‒ 1 µg)

トータルRNA
(50 ng ‒ 1 µg)

合計時間：～4時間 合計時間：～6時間 合計時間：～5.5時間

1
本
の
チ
ュ
ー
ブ

断片化および
プライミング

第1鎖cDNAの合成

KAPA Pure Beads精製

アダプターライゲーション
（アダプターは別売り）

KAPA Pure Beads精製

第2鎖の合成
およびAテーリング

KAPA HiFiによる
ライブラリー増幅

断片化および
プライミング

第1鎖cDNAの合成
（すべての試薬が含まれる訳ではない）

Aテーリング

ビーズ精製
（試薬は含まれない）

ライブラリー増幅

ビーズ精製
（試薬は含まれない）

ビーズ精製
（試薬は含まれない）

第2鎖の合成

アダプターライゲーション

断片化および
プライミング

第1鎖cDNAの合成
（すべての試薬が含まれる訳ではない）

Aテーリング

ビーズ精製
（試薬は含まれない）

ライブラリー増幅

ビーズ精製
（試薬は含まれない）

ビーズ精製
（試薬は含まれない）

第2鎖の合成

アダプターライゲーション
（アダプターは別売り）

RNAハイブリダイズ

KAPA Pure Beads精製

KAPA Pure Beads精製

KAPA RNA HyperPrep
ワークフロー

RNase Hによる
rRNAの除去

DNaseによる消化

mRNAのキャプチャー
（2回目）

mRNAのキャプチャー
（1回目）

KAPA RNA HyperPrep
ワークフロー

約2.5時間

約4.0時間

約6.5時間

約1.5時間

約4.0時間

約5.5時間ライブラリー調製の合計時間 ライブラリー調製の合計時間

illumina社用ライブラリー調製キット
KAPA RNA H

ハイパープレップ

yperPrep Kit シリーズ

NGSライブラリー調製キット

''Single-Day RNA''
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特　長

系統・週齢

• 正常（ネガ）、陽性（ポジ）検体　
• 独自の手法で作製したマウスおよびラットのパラフィン包埋組織切片ならびにパラフィンブロック
• 高感度を保つため、切片については受注後に薄切いたします。

in situ ハイブリダイゼーション（ISH）および免疫組織化学染色（IHC）用それぞれに、
通常マウスと通常ラットのパラフィン切片またはパラフィン包埋組織ブロックをご用意しております。

• マウス：C57BL/6（8週齢）
• ラット：Wistar（8週齢）

弊社独自の手法で作製した切片（A）と従来法で作
製した切片（B）を用いて ISH を実施した結果です。

組織 マウス脳 ( 海馬）
プローブ β -Actin

発色 NBT/BCIP A:1.5 h B:6h

※製品ラインナップおよび価格表はWEBにてご確認ください。

パラフィン切片とパラフィンブロック（試料）

ISH＊による特異性検証済 RNA プローブ（マウス・コモンマーモセット）

ヒト組織検出用プローブ（x
ゼノグラフト

enograft 用）

特　長

型番および遺伝子リスト

•すべてのプローブは特異性検証済みで、インシリコレベルではありません。
•実際に ISH＊ を行い、特異性の確認が取れたプローブ
•プローブ領域は特異性と検出感度を検証し、最適な配列を選択
•独自の方法で高感度化した DIG 標識 RNA プローブ

当社ホームページにてご確認ください。（遺伝子別 ISH染色画像を掲載したカタログもございます）

＊ISH：in situ ハイブリダイゼーション

心臓

腎臓

Biotin標識

胎盤

腸管

Dig標識

製品仕様 価格（税抜）

マウス ISH＊用RNAプローブ • アンチセンスプローブ　　3本
• センスプローブ　　　　　3本
各 25ng/μL，150μL 入り
※ 弊社推奨75ng/slide で使用時 50 slides 染色分

￥63,000

コモンマーモセット ISH＊用RNAプローブ ￥95,000

特　長

キット内容

保存条件

輸　送

•ヒト特異的検証済みプロープで、インシリコレベルではありません。
•ヒトのRibosomal RNAをターゲットにした in situ ハイブリダイゼーション（ISH）用のOligoプローブをDIGとBiotinの2種類の標識でご用意しました。
 がん研究で多く使われている ゼノグラフト（xenograft：異種移植）の組織や混合培養の細胞から、ヒト由来の細胞を特異的に検出します。

• ヒト組織検出用プローブ　標識プローブ
• ハイブリバッファー G-Hybo-L
• 洗浄バッファー 10xG-Wash
• ブロッキング試薬  G-Block

冷凍（プローブ）

冷蔵および冷凍

Cat.No. 標識 入  数 価格（税抜）

GSHCSK-01 Human Cytoplasm stain probe Iキット DIG 20回分 ￥68,000

GSHCSK-02 Human Cytoplasm stain probe II キット Biotin 20回分 ￥68,000

発現解析関連
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Gprシリーズ 遺伝子ISH＊用RNAプローブ（マウス）

ヒトPD-L1・マウスPD-L1・・・ISH＊用RNAプローブ

＊ISH：in situ ハイブリダイゼーション

＊ISH：in situ ハイブリダイゼーション

特　長

特　長

型番および遺伝子リスト

• 実際に ISH＊ を行い、特異性の確認が取れたプローブ
• プローブ領域は特異性と検出感度を検証し、最適な配列を選択
• 独自の方法で高感度化した DIG 標識 RNA プローブ

•実際に ISH＊ （主にC57BL/6 マウス E18.5を使用）を行い、特異性の確認が取れたプローブ
•プローブ領域は特異性と検出感度を検証し、最適な配列を選択
•独自の方法で高感度化した DIG 標識 RNA プローブ
•プローブの種類は随時追加予定

※ プローブの配列情報は一部（50塩基）のみの開示となります。 その他 GC含量・プローブの長さなどは開示いたします。

当社ホームページにてご確認ください。

下記は一例です

human CD 274（Synonym：PD-L1）
組織：ヒト肺がん
プローブ：CD274

Cat.No. 製品仕様 価格（税抜）

ヒトPD-L1　ISH＊用RNAプローブ GSHPDL-01 • アンチセンスプローブ　　1本※

• センスプローブ　　　　　1本※

各 25ng/μL，150μL 入り（※3本に小分け）
※ 弊社推奨75ng/slide で使用時 50 slides 染色分

￥63,000

マウスPD-L1　ISH＊用RNAプローブ GSMPDL-01 ￥63,000

製品仕様 価格（税抜）

マウスGpr　ISH＊用RNAプローブ

• アンチセンスプローブ　　1本※

• センスプローブ　　　　　1本※

各 25ng/μL，150μL 入り（※3本に小分け）
※ 弊社推奨75ng/slide で使用時 50 slides 染色分

￥63,000

保存条件

保存条件

−80℃

−80℃

Cat.No. GSMP-Gpr3 GSMP-Gpr12 GSMP-Gpr90 GSMP-Gpr135 GSMP-Gpr180
Symbol Gpr3 Gpr3 Mrgprh Gpr135 Gpr180

Gene
G-protein coupled 
receptor 3

G-protein coupled 
receptor 12

MAS-related GPR, 
member H

G protein-coupled 
receptor 135

G protein-coupled 
receptor 180
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LineUp!!
受 託

P.98 P.99

in situ ハイブリダイゼーション（ISH）
受託サービス

免疫組織化学染色（IHC）
受託サービス

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

マウス脾臓 マウス小腸 マウス大腸

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
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機 器 P.52

Blue/Green LED 採用ゲル撮影装置
振とう装置
全自動核酸精製システム
サーマルサイクラー
リアルタイム定量 PCRシステム
自動 DNA断片ゲル抽出システム
パルスフィールド電気泳動パワーサプライ
マグネティックスターラー
パラフィン包埋装置
細胞観察システム
吸光度計
ベンチトップ機器

消 耗 品 P.22

検体保存・管理
ピペットチップ
手動ピペッター
PCRチューブキャッパー・デキャッパー
PCRプレート
プレートシール
細胞培養・観察
リキッドハンドリング
実験用グローブ
各種ラボグッズ
滅菌用シリンジフィルター
未滅菌シリンジフィルター
動物実験関連

試 薬 P.74

リアルタイム PCRマスターミックス
逆転写酵素 ＆cDNA合成キット
核酸精製（RNA）
核酸精製（DNA）
エンドポイント PCR試薬
電気泳動関連試薬
タンパク実験関連
細胞保存試薬
蛍光染色用封入剤
セルフリー DNA 実験関連製品
NGSライブラリー調製キット
発現解析関連
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特　長

• 解剖から報告書までのフルサービスがお薦め（ジェノスタッフ社のノウハウがフルに活かせます）
• 同社独自のノウハウにより、決定的な遺伝子局在の結果が得られます。
• マウス・ラットによるノンラベル核酸医薬DDSをISHで確認できます。
• 豊富な組織検体を準備しております。ヒト（海外）、サル、マウス、ラット
• 遺伝子改変動物などの場合は、出張解剖も承りますのでお問い合わせください。

お客様からのご要望に応じて、動物の解剖から切片およびプローブの作製、ISHの実施、報告書の作成まで一貫してお引き受けいたします。

以下の項目をお知らせいただくだけで解析が開始できます。
1．解析をご希望の遺伝子情報（プローブ作製）
2．目的の検体（組織・細胞）について

論文掲載数
300 報以上

in situ ハイブリダイゼーション（ISH）受託サービス

日 本 が 誇 る 匠 の 集 団
ジェノスタッフ株式会社

“

”
注目の技術者集団ジェノスタッフに迫る  ー P4 より抜粋 ー
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特　長
実施例

• １次抗体をご用意いただくだけ！
特異性や染色プロトコールの情報がない抗体は条件検討から承ります。
条件検討は下記の3つのコースから選択いただけます。

①  フル条件検討
抗原賦活化（熱処理、酵素処理、無処理）とそれぞれの抗体濃度の検討を全て行います。
自家製抗体や染色プロトコールの情報がない抗体にお奨めします。

② 抗体濃度検討
抗原賦活化の条件が決まっている抗体にお奨めします。

③ プレテスト染色
信頼性の高い抗体や、染色プロトコールが既に決まっている抗体の確認染色を行います。

• 抗体のLotやメーカー間差によるコストと実験誤差を事前チェックから可能ですのでコストと時間を節約
• 解剖から報告書までのフルサービスがお薦め（ジェノスタッフ社のノウハウがフルに活かせます）

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。

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いたします。
• 組織切片を用いたタンパク質の局在解析
• 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

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

マウス脾臓 マウス小腸 マウス大腸

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

免疫組織化学染色（IHC）受託サービス

ジェノスタッフ株式会社
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“in situハイブリダイゼーション（ISH）”において、4 ,000
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。
ISH受託解析サービスでは、組織切片作製における卓越した技術のみならず、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。

創業者、技術スタッフ　
一人一人に宿る使命感と揺るぎない信念

2018年1月発刊　特別取材冊子

ー P3 より抜粋 ー

同社の匠たちのこだわりに触れたい方、ぜひお読みください。
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新コーナー

UP! Spring 2018  期間：2018年4月1日～6月30日  お問い合わせ：info@genetics-n.co.jp

研究室を

オシャレに POPに
長い時間を過ごす研究室。

カラフルな実験道具がひとつあるだけで

楽しい気分になるものです。

毎号こちらのコーナーでは

可愛くてオシャレで明るい気持ちにさせてくれる

POPでアメリカーンなグッズをご紹介します。

！ ！

ONE-WELL
CONNECTING TUBE RACKS

− おひとりさま 大歓迎。でもたまには誰かとくっつきたくなる時も、ある。−

人間というのは勝手なもので、
ひとりで静かに過ごしたい時もあれば、友達と集まって、
ただ賑やかに楽しく過ごしたくなる時もあります。

頼むから一人にしてくれ。 
どうしても今日中に読み切りたい本があるんだ・・・

と思うときもあれば、

面白い本見つけた！ あぁ、今すぐ誰かにシェアしたい！

と思うときも。
いいんです。誰しも大体そんなものだと思います。

しかしチューブはどうでしょう。
たった一人きりで細胞の様子を見守り、フタを盾にコンタミから守り、
文句もこぼさずにきっちりと役目を果たさなければなりません。

＝第4 回＝



101研究室をオシャレにPOPに！

Cat.No. 色 入  数 キャンペーン価格（税抜）

HS23052 アソート（●●●●●） 5個入 ￥6,020

仕　様

• ポリプロピレン製
• オートクレーブ可能
• コニカルまたはラウンド底のチューブもしっかり保持
• 適合チューブ：50mlチューブ
• 穴径：29mm
• サイズ：8.3×7×6.7cm

もう絶対に
倒れない。

その孤独たるや。

そのようなチューブはきっと必死で切実な目をしているはずです。
厳しい。　寂しい。　誰かと話したい。

そのチューブを支えるラックもまた、
彼（チューブ）の苦悩を感じ、
何か自分にできる事はないかと日々葛藤する感情を
抑えられないはず。

だからお願いです。
ベンチトップにスペースがあれば、
ぜひ一つでも多くの仲間（ラック）とつなげてあげてください。

だって、最初から5個セットなんですもの・・・。
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技術資料（Technical Data Sheet）

FastGeneTM RNA Kit 溶解バッファー（RL）に細胞を溶解させた際の
保存安定性試験（3か月程度）

● 目　　的： FastGeneTM RNA Kit 溶解バッファー（RL）に細胞を溶解しホモジナイズさせた後、-20℃、-80℃でどの程度保存安定性を
保つことができるか収量・RIN値・28S/18Sの値を比較することにより評価しました。

● 評価製品： FastGeneTM RNA Basic kit 6回用  Cat.No.FG-80006
 50回用  Cat.No.FG-80050
 250回用  Cat.No.FG-80250

背景

RNAは非常に分解しやすいため、キットを用いて抽出する際には、一連の作業を一度に行う必要があります。
可能な限り抽出まで完了し、そのまますぐに解析まで実施することが理想的です。
ただし、実験のスケジュール等によっては、どうしてもこれらの一連の作業をすることが困難なことがあります。
RNAの保存は、抽出前に保存液で浸したり、-80℃やドライアイス等で凍結したり、キットの溶解バッファー等でホモジナイズして凍結する方法が一
般的には知られています。
本技術資料では、FastGeneTM RNA Kit キットの溶解バッファー（RL）で細胞をホモジナイズ後、3か月程度凍結（-20℃、-80℃）を行い、凍結前の
細胞から抽出したRNAと収量・RIN値・28S/18Sを比較することで、その安定性がどれだけ保てるかを評価した一例をご紹介します。
（なお、本試料では、リファレンスとしてQ社RNA kitでも同様の作業を行いました）

評価試験に使用した機器・試薬

FastGeneTM RNA Basic kit FastGeneTM RNA Premium Kit
6回用  Cat.No.FG-80006
50回用  Cat.No.FG-80050
250回用  Cat.No.FG-80250

6回用  Cat.No. FG-81006
50回用  Cat.No. FG-81050
250回用  Cat.No. FG-81250

本評価にはFastGeneTM RNA Basic kitを使用しておりますが、
FastGeneTM RNA premium kitの溶解バッファー（RL）も同様の組成で
あるため、安定性という点では、同等の結果を示すものと考えられます。

実験条件

Day0 Day1 Week1 Month1 Month3

④ -20℃、-80℃でそれぞれ保存（n＝3）

① 回収 ② PBSで洗浄後各々の
　 Kitの溶液バッファー
　を加える

細胞培養

③ ホモジナイズ（※完全にホモジナイズしてください）

下記の各々のキットを用いて
RNAの抽出を行う

＊RNAの抽出に用いたキット＊
FastGeneTM RNA Basic kit
Q社RNA kit（リファレンス）

評価ポイント
① 収量
② RIN値
③ 28S/18S

※注意※
凍結前に細胞・組織を完全にホモジナイズすることが重要です。ホモジナイズを十分に行わない場合、収量・RIN値等が著しく落ちる可能性もあります。
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結果

● まとめ
FastGeneTM RNA Basic Kit の溶解バッファー（RL）に細胞を溶解ホモジナイズさせた後、-20℃および-80℃で3か月程度保存しても、収
量・RIN値共に、その値は凍結する前のRNAと同程度でした。
ただし、28S/18Sの値に関しては、その値が日を経つごとに下がっていることがわかりました。これは、RNAがわずかながら分解していること
が原因であると考えられます。
ただし、収量・RIN・28S/18S値は、Q社RNA kitと比較して同等以上の結果を示しました。
なお、本評価にはFastGeneTM RNA Basic Kitを使用しておりますが、FastGeneTM RNA Premium Kit の溶解バッファー（RL）も同様の
組成であるため、安定性という点では同等の結果を示すものと考えられます。

FastGeneTM RNA Basic kit Q社RNA kit  ① 収量

② RIN値

③ 28S/18S
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外出先でサッと
読んだり、
簡単に共有も
できます！
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お客様からの製品フィードバック
製　 品　 名： FastGeneTM RNA Basic Kit（FG-80050, FG-80250）
メーカー名 ： 日本ジェネティクス株式会社
アプリケーション ： Neuro2a細胞（マウス由来Neuroblastoma）を用いたRNA精製の検討
  （リアルタイムqPCRによる確認）

下記のデータは、国立研究開発法人 国立精神・神経医療研究センター 神経研究所 疾病研究第五部様のご厚意により、掲載させていた
だきました。

Application Note 2017〈14〉

方  法

条  件

マウス由来のNeuroblastoma Neuro2a細胞を６つに分け（１チューブあたり
1,000,000 cells）、それぞれ３つずつからQ社キットとFastGeneTM 
RNABasicキットによるRNA精製を行った。
RNA 1μgをTOYOBO社のReverTra Aceを用いて20μLの反応系で逆転写した。
逆転写反応サンプルをMQ水で20倍希釈し、１μLをqPCR に供した。
qPCR反応にはTOYOBO社のTHUNDERBIRD SYBR qPCR Mixを用い、
actinおよびGeneAを目的遺伝子としてApplied Biosystems社
7300 Real-Time PCR Systemで増幅、測定した。

結  果

RNA sample  (μg) Mean (μg) A260/280 A260/230

 1 17.6625  2.05 2.31

Q社 2 18.4535 18.7547 2.05 2.47

 3 20.1480  2.04 2.50
 1 18.9745  2.08 2.33

FastGeneTM  2 21.4340 19.8202 2.06 2.49
  3 19.0520  2.07 2.42

Q社キットとの比較において、収量、純度ともほとんど差はない。

収量と純度

１．RNA精製
サンプルの種類 ：Neuro2a細胞（マウス由来Neuroblastoma）
サンプル量 ：1.0×106 cells / prep
RNA精製キット ：①Q社キット、②FastGeneTM RNA Basic Kit（各n＝3）
DNase I 処理 ：①、②とも未実施
RNA溶出バッファー量 ：①、②とも30μL

２．逆転写反応
インプットRNA量 ：1μｇ（1反応20μLあたり）
逆転写酵素 ：ReverTra Ace（TOYOBO社）

３．リアルタイムqPCR
インプットｃDNA量 ：20倍希釈した逆転写反応液1μL（1反応 20μLあたり）
ｑPCR試薬 ：THUNDERBIRD SYBR qPCR Mix（TOYOBO社）
ｑPCR装置 ：Applied Biosystems 7300 Real-Time PCR System

反応プログラム：
 アニーリング 30℃・10min
　　↓
 酵素反応 42℃・30min
　　↓
 変性  99℃・5min

反応組成：
　total RNA 1μg
　Random Primers (25 pmoles/μl)  1μl
　5×Buffer 4μl
　10mM dNTPs 2μl
　ReverTra AceR (100units/μl) 1μl

（Total Volume 20μl）

yield purity

NanoDrop
（Thermo ScientificTM 社）にて測定

・n=3
・DNase I 処理なし
・30μL溶出

・RNAサンプル 
  1μg/20μL反応

・20倍希釈
  cDNAテンプレート
  1μL/20μL反応
・n＝3

1チューブあたり
1.0×106 cells

① Q社キット

② FastGeneTM

RNA Basic Kit

逆転写反応

リアルタイムqPCR

RNA精製RNA精製

培養細胞Neuro2a

［検討方法ワークフロー］
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Sample  Ct Mean Mean Ct StdDev Ct P value

＜お客様のコメント＞

Q社製品をこれまで用いてきたが、FastGeneTM RNABasicキットは操作性も良く、また収量、純度も遜色ない結果が得られた。

qPCR結果 1：actin

Q社キットとの比較において、qPCRの結果もほとんど差がない（P＞0.05）。   

Sample  Ct Mean Mean Ct StdDev Ct P value

  16.1606    

 1 16.2475 16.1369   

  16.0027    

  16.2128    

Q 社 2 16.3102 16.2347 16.3551 0.29728

  16.1810    

  16.7193    

 3 16.5803 16.6937   

  16.7815    
0.11140

  15.9163    
 1 15.8641 15.8943   

  15.9024    

  15.9028    

FastGeneTM  2 15.8711 15.9563 15.8970 0.05795 

  16.0950    

  15.9139    
 3 15.8597 15.8405   

  15.7479

    

  21.7528    

 1 21.5308 21.7298   

  21.9058    

  22.3860    

Q 社 2 22.5230 22.3819 21.9913 0.34464

  22.2366    

  21.5057    

 3 22.2444 21.8623   

  21.8369    
0.17405

  21.4406    
 1 21.5040 21.4551   

  21.4208    

  21.2879    

FastGeneTM  2 21.8181 21.6081 21.5940 0.13235 

  21.7182    

  21.9397    
 3 21.5256 21.7187   

  21.6908    

qPCR結果 2：Gene A

外出先でサッと
読んだり、
簡単に共有も
できます！
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NOTE

UP! Spring 2018  期間：2018年4月1日～6月30日  お問い合わせ：info@genetics-n.co.jp106

お客様からの製品フィードバック
製　 品　 名 ： KAPA RNA HyperPrep Kit with RiboErase（KK8560, KK8561）
メーカー名 ： KAPA BIOSYSTEMS 社
アプリケーション ： 効果的なstranded RNA-Seq用ライブラリー調製キット選定評価試験
  ～Embryonic stem cell（ES cell）およびPrimitive endoderm cell（PrE cell）を用いた
  　rRNA depletion RNA-Seq～

Application Note 2017〈07〉

KAPA RNA HyperPrep Kitシリーズ *は、従来のstranded RNA-Seqライブラリー調製キットで実施される複数の酵素反応ステップを統合し、
ワークフローをstreamline化した新しいキットです。
（*「mRNAキャプチャー」や「rRNA除去 (対象：ヒト、ラット、マウス)」モジュールが付属したキットも提供されております。）

このように、ワークフローのstreamline化で「操作の煩雑性」や「精製によるサンプルロスのリスク」を低減させることにより、これまでよりも短
時間の操作で、再現性高く、ストランド特異的な発現解析が可能となります。今回は、効果的なstranded RNA-Seq用ライブラリー調製キットの
選定を目的として、KAPA RNA HyperPrep Kit with RiboEraseを用い、マウスEmbryonic stem cell（ES cell）と、そこから分化させた
Primitive endoderm cell（PrE cell）についてそれぞれ rRNA depletion（rRNA除去）RNA-Seqを行い、評価した事例についてご紹介します。

はじめに（日本ジェネティクス）

以下のアプリケーションデータは、理化学研究所情報基盤センター バイオインフォマティクス研究開発ユニット 梅田 茉奈 様、林 哲太郎 様、
笹川 洋平 様、二階堂 愛 様のご厚意により掲載させていただきました。
研究室URL：http://bit.riken.jp/

• 初発サンプル （細胞） ： マウスEmbryonic stem cell（ES cell）
  マウスPrimitive endoderm cell（PrE cell）
　　　　　　　　　　　　  　＊PrE cellは、ES cellをデキサメタゾンで
  　　72hr.処理して誘導、分化させた。

• RNA抽出方法 ： 1.0×106個の細胞をQIAzol Lysis Reagent（Qiagen）
  で溶解し、Direct-zolTM RNA MiniPrep Kit （Zymo 
  Research）でDNase I処理も行ってから total RNAを
  抽出した。

• 抽出したRNAの確認 ： 品質 Bioanalyzer RIN >9.5、濃度測定 Nano-drop

• ライブラリー調製キット  ： KAPA RNA HyperPrep Kit with RiboErase
  　＊全てプロトコール推奨反応量の1/2量で実施

• インプットRNAの調製 ： i.  ES cell total RNA
  ii.  ES cell poly（A）selected RNA（＊） 

  iii.  PrE cell total RNA
  iv.  PrE cell poly（A）selected RNA（＊） 

  　＊今後の検証のため、NEB社キットでpoly（A）RNA
  　　を精製したサンプルも調製した。
  　　条件を揃えるため rRNA除去ステップから行った。

• インプットRNA量  ： i～ iv 各200ng,　n=3

〈実験条件〉

評価デザイン

 RNA抽出 QC（結果①）
　
 rRNA depleted RNA  QC（結果②）
　
 ライブラリー調製 QC（結果③）
　
 シーケンス
　
 データ解析 rRNA除去効率 （結果④）
  カバレッジ （結果⑤）
  再現性 （結果⑥）
  マーカー遺伝子の解析 （結果⑦）

➡
➡

➡
➡

• 外部評価用 spike RNA ： ERCC RNA Spike-In Mix（ThermoFisher）
  　＊推奨条件で添加（1ngあたり0.00001 
  　　倍希釈したものを2μL添加）
  　＊poly(A) selected RNAサンプルにおい
  　　ても、total RNA 200 ng 換算で添加

• RNA断片化条件  ： 85℃  6min（目標サイズ：300-400 bp）

• 使用アダプター ： SeqCap Adapter Kit (Roche)

• アダプター添加濃度  ： 1.5 μM

• ライブラリー増幅サイクル数  ：7～8cycle

• シーケンサー  ：HiSeq 2500

KAPA RNA HyperPrep Kitの特長

• 従来よりも酵素反応と精製のステップ
を最小化することでライブラリー調製
操作を省力化

• 短時間（約４時間）でライブラリー調
製が可能

• 以下のモジュール付属キットも提供可
　mRNAキャプチャー
　rRNA除去（ヒト、ラット、マウス）

注：アダプターは含まれておりません。
詳細はお問い合わせください。

＊poly（A）selected RNAサンプルについては、
   total RNA 200 ng 換算量を用いた。
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RIN:9.50 RIN:9.80

KAPA RNA HyperPrep Kit with RiboEraseのワークフロー

約6.0時間約4.0時間

KAPA RNA HyperPrep Kit with RiboErase (HMR)

ここまで約2.5時間

rRNA除去

ライブラリー
調製

➡
➡

➡
➡

➡

トータル RNA（25 ng ～1 µg）※

RNA ハイブリダイズ

RNase H による rRNA の除去

ビーズ精製

DNase による消化

ビーズ精製

断片化およびプライミング

1st Strand cDNA の合成

2nd Strand の合成およびAテーリング

アダプターライゲーション（アダプターは別売）

ビーズ精製

KAPA HiFi によるライブラリー増幅

ビーズ精製

➡
➡

➡
➡

➡
➡

断片化およびプライミング

1st Strand cDNA の合成

2nd Strand の合成

ビーズ精製

Aテーリング

アダプターライゲーション

ビーズ精製

ライブラリー増幅

ビーズ精製

➡
➡

➡
➡

➡
➡

➡
➡

1つの
チューブ

チューブ
1

チューブ
2, 3

（参考）従来のStranded RNA-Seqライブラリー調製の
 ワークフロー

結果

① 抽出したRNAの品質（一部）（Agilent Bioanalyzer RNA 6000 Nano Kit）

ES-1 PrE-1

※今回は200ngを使用

従来の stranded RNA-Seqライブラリー調製キットで実施される
複数の酵素反応ステップが統合され、ワークフローが streamline化
されている。

全てのサンプルでRIN＞9.50であることを確認した。

外出先でサッと
読んだり、
簡単に共有も
できます！
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input total RNA rRNA 除去後の RNA

②-1 rRNA 除去後のRNAの品質（Agilent Bioanalyzer RNA 6000 Pico Kit）

1.00 1.00 1 
1.13 

1.24 

1 

0.00 0.00 

1 

0.00 0.00 

1 

0.00 

0.20 

0.40 

0.60 

0.80 

1.00 

1.20 

1.40 

1.60 

rRNA除去後のRNA rRNA除去後のRNA total RNA 

ライブラリーDNAテンプレート

テンプレート

逆転写産物（cDNA）

rRNA除去後のRNA rRNA除去後のRNA 

ライブラリーDNA 逆転写産物（cDNA）

Gnb2l1 
Nanog 
18S rRNA 
28S rRNA 

※ Gnb2l1の検出量で補正した値を用いて total RNA の逆転写産物を１とした時の相対値

②-2 rRNA 除去後のRNAの品質（ｑPCRによる特定遺伝子の定量）

rRNA 除去後のRNAの品質（ｑPCRによる特定遺伝子の定量）

1.00 
1.00 1 

1.15 1.19 

1 

0.22 

0.53 

1 

0.57 

1.60 

1 

0.00 

0.20 

0.40 

0.60 

0.80 

1.00 

1.20 

1.40 

1.60 

1.80 

total RNA 

Gnb2l1 
Nanog 
18S rRNA 
28S rRNA 

※ Gnb2l1の検出量で補正した値を用いて total RNA の逆転写産物を１とした時の相対値

マウスES cell から抽出したtotal RNA 200ng を インプットRNAとして使用し、他社キットでrRNA 除去から2nd strand synthesis まで行った後、
KAPA HyperPrep Kit （DNA-Seq用）を用いてライブラリーを作製した。
何回か実施したが、下記のデータのとおり、rRNA除去後のQC において、想定どおりの品質が得られなかった。
そこからライブラリー作製も試みたが、結果的に意図したサイズ分布を示さなかった。
その後、同様のサンプルを用いてKAPA RNA HyperPrep Kit with RiboErase を評価したところ、安定してライブラリーを得ることができた。

（参考）rRNA 除去後の RNAの品質チェックで適切な結果が得られなかった事例

rRNA除去により28S
および18S rRNAの
ピークが消失した。

rRNA 除去後の RNAでは、
ｑPCRで28Sおよび18S rRNA は
検出されなかった。

作製したシーケンスライブラリDNAの品質

RIN:9.80 RIN:3

ライブラリDNA のサイズ分布を確認したところ、
意図とは異なるサイズ分布を示した。

rRNA 除去後の RNAも、ｑPCRで28S
および18S rRNA が検出された。
この結果から、rRNA の除去が不十分で
あることが示唆された。
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得られたシーケンスリードについて、rRNAのReferenceデータを参照として rRNA由来リードの混入率を検証したところ、rRNAが効果的に
除去され、十分に低いことが確認された。

ライブラリーのサイズ分布

i. ES cell total RNA

ii. ES cell poly（A）selected RNA

iii. PrE cell total RNA

iv. PrE cell poly（A）selected RNA

(参照)別途実施ES cell total RNA

Library DNA の収量
平均
 (ng) 

④ rRNAの除去効率

③ 作製したシーケンスライブラリDNAの品質　～意図したサイズ分布と安定した収量

rRNA 除去を実施したRNA-Seq のリードの構成

標準偏差 
(ng) 

5.12% 4.78% 5.01% 0% 
10% 
20% 
30% 
40% 
50% 
60% 
70% 
80% 
90% 
100% 

1 2 3 

% not assigned reads 

% Rn45s or Rn4.5s

0.02% 0.03% 0.02% 0% 
10% 
20% 
30% 
40% 
50% 
60% 
70% 
80% 
90% 
100% 

1 2 3 

RepeatMasker repClass: rRNA RefSeqGene: Rn45s or Rn4.5s

% not assigned reads 

% repClass :rRNA 

RepeatMaskerの repClass: rRNA (total 1564 sites)をReferenceに
用いて計算したもの。
この計算方法では、rRNAはほとんど除去されている。

RefSeqGeneのRn45s（45S pre-ribosomal RNA）と Rn4.5s（4.5S RNA）を
Referenceに用いて計算したもの。
この計算方法では、約5%の rRNAの混入が認められる。

シーケンスリードの構成を調べたところ、リードの20％以上を
Introns（■紫）が占めており、poly（A）型だけでなく、
非poly（A）型RNAも効率良くシーケンスされていることが
確認された。

59.92 5.70 7

48.13 3.79 8

61.33 4.44 7

47.27 4.89 8

41.64 1.73 6

PCR
cycle

※各n＝3
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発現量の散布図から、遺伝子発現の十分な再現性が認められた。ERCC spikeなど外部評価RNAでも十分な相関が有ることが確認された。

⑥ 再現性

遺伝子構造を確認するのに重要な「トランスクリプトのカバレッジ」が非常に均一であった。

⑤ カバレッジ
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＜お客様のコメント＞
rRNA-depletion 以降からの Library 調整のステップがより簡素化・高速化されているため、実務作業として楽に感じられました。
従来の製品より、より安定して RNA-seq を運用できると期待されます。
RNaseH 方式による rRNA-depletion では、RNA 溶液を 45℃ に保ったまま次の試薬を加えて混ぜる必要があるのですが、こ
の過程は比較的煩雑に感じました。しかし、再現性の有る rRNA-depletion が行えたのでとても満足しました。
Poly-A RNA-seq だと上述のような煩雑な過程を必要としないため、さらに簡便です。実際に操作を行うにあたり、注意点が詳細
にプロトコルに書かれていますので、問題は特に感じずプロトコル通りに進めるだけで問題ないと感じました。十分な精度が安定し
て出ているため、 rRNA-depletion 方式の RNA-seq kit としてファーストチョイスになると思います。

実際にゲノムビューワーで確認した。RNA-Seqの結果として、ES細胞、PrE細胞それぞれの細胞に特異的なマーカー遺伝子が確認された。

⑦ マーカー遺伝子の解析

ES cell 
特異的マーカー遺伝子

PrE cell 
特異的マーカー遺伝子

ES cell 
特異的マーカー遺伝子

PrE cell 
特異的マーカー遺伝子

ES cell

PrE cell



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2018年4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。 10N1803C39K

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

日本ジェネティクス株式会社

西日本
営業所

本 社
〒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

〒600-8491 京都府京都市下京区室町通四条南入鶏鉾町493番地 ムーンバットビル6F
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皆様に日本ジェネティクスのサービスをもっと便利で身近に感じていただきたい。
私達もお客様とのコミュニケーションから更なるサービス向上につなげたい。

そんな想いから生まれたWEB限定の会員サービスです。

その他にも・・・

特典追加情報を受け取りたい方は 今すぐ入会！

会員特典
（2018年4月時点）

WEB会員登録フォームへ

内容はどうぞお楽しみに！

会員特典は定期的に追加されます。

ロゴをクリック！
または 当社ホームページで

日本ジェネティクス WEB会員サービス

2018年 4月 START!

ただのニュースメールと
あなどるべからず！
今後続々と追加される
会員特典のお知らせも。。。

いま話題のあの商品、
気になる商品の
キャンペーン情報。

どこよりも早く無料で届きます！

最大 99％OFF！
いつものあの商品が
激安価格で買えるかも？

ニュースレター配信 UPカタログ定期購読 アウトレット商品が買える！
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