無血清タイプ細胞凍結保存液
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バンバンカー

CS-04-001

「無血清」なのに「血清入り」と同等性能!（特許取得済）
CS-02-001

● 血清を含みません。
● 高生細胞率保護剤（特許取得済）により、血清含有製品と同等の保存が可能

Cat.No.

● 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。

CS-02-001
CS-04-001

● 12時間程度−80℃で凍結した後に、液体窒素保存することも可能です。
● 製品保存条件：2〜10℃で2年間

使用例
・3T3‐L1（マウス前駆脂肪細胞株）
・A431（ヒト扁平上皮がん細胞株）
・BAEC（ウシ大動脈血管内皮細胞株）
・Balb/3T3（マウス繊維芽細胞株）
・C2C12（マウス骨格筋細胞株）
・Daudi (ヒトB細胞株)
・ECV304（ヒト臍帯静脈内皮細胞株）
・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）
・HeLa S3（ヒト子宮頸がん細胞株）
・HepG2（ヒト肝臓がん細胞株）
・HFF（ヒト正常繊維芽細胞株）
・Huh7（ヒト肝がん細胞株）
・Jurkat（ヒト白血病T細胞株）
・K562 (ヒト慢性骨髄性白血病細胞株)
・KATO? (ヒト胃癌上皮細胞株)
・KLM‐1（ヒト膵がん細胞株）

包装単位

キャンペーン価格（税抜）

120ml×1本

￥9,700

20ml×5本

￥9,900

細胞保存試験
・MDCK（イヌ腎臓尿細管上皮細胞株）
・MEF（マウス胎仔線維芽細胞）
・NIH3T3（マウス胎児皮膚細胞株）
・OKT4 (マウスハイブリドーマ)
・OP9（マウス骨髄性ストローマ細胞）
・P3U1 (マウスミエローマ細胞株)
・PANC‐1（ヒト膵がん細胞株）
・PC12 (ラット由来の副腎褐色細胞種株)
・RPE（ヒト細膜上皮細胞株）
・SNL（マウス胎仔線維芽細胞）
・TSU‐Pr1（ヒト前立腺がん細胞株）
・Vero（アフリカミドリザル腎細胞株）
・ヒトγδT細胞
・ヒトB細胞株サルB細胞株
・ヒト抹消血由来活性化リンパ球
・ヒト不死化筋細胞・マウス脾臓由来活性
化リンパ球
・マウスES細胞株
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● P3U1（マウスミエローマ細胞株）
−80℃での細胞保存期間：1年
バンバンカー

95%

A社血清入り

95%

A社無血清

70%

凍結時、保存チューブ1本当たりの
保存細胞数：2.0×10 6

● PC12（ラット由来の副腎褐色細胞腫）
−80℃での細胞保存期間：11ケ月
バンバンカー

95%

A社血清入り

59%

A社無血清

20%

凍結時、保存チューブ1本当たりの
保存細胞数：1.0×10 6

● K562（ヒト白血病細胞株）
−80℃での細胞保存期間：1年
バンバンカー

73%

A社血清入り

70%

A社無血清

60%

凍結時、保存チューブ1本当たりの
保存細胞数：3.0×10 6

● ヒトB細胞株
−80℃での細胞保存期間：9ケ月
バンバンカー

74%

A社血清入り

54%

A社無血清

35%

凍結時、保存チューブ1本当たりの
保存細胞数：1.0×10 6

● Daudi（ヒトB細胞株）
−80℃での細胞保存期間：1年
バンバンカー

100%

A社血清入り

100%

A社無血清

92%

凍結時、保存チューブ1本当たりの
保存細胞数：9.2×10 5

マウスES細胞を、バンバンカーで保存したデータです。

お客様からの製品フィードバック

下記フィードバックは、東京工業大学 大学院 生命理工学研究科 生体分子機能工学専攻 田川研究室
掲載させていただきました。
製品名

安 成晧先生のご厚意により

：バンバンカー（CS-02-001)

アプリケーション：マウスES細胞保存

条

件

培養：培地は15% FBS ／ DMEM（1mM ピルビン酸ナトリウム・100 uM NEAA・100 uM β-ME・1000 U/ml LIF）を使用した。
フィーダー細胞はマウス胎児繊維芽細胞（Mouse Embryonic Fibloblast：MEF）を用いた。
凍結：バイアル5本／ 60mm dish 1枚で凍結（3.0×10 6 cells ／バイアル）。バンバンカーは1ml ／バイアル、
−80℃に直接凍結し、翌日液体窒素で保存した。
（緩慢法）
融解：バイアルを37℃で融解後、冷蔵保存した培地で懸濁、回収後6Wプレートと6cmディッシュに播種した。

結

果

● 凍結前
ALP染色

100μm

● 解凍後2日目

● 解凍後3日目

100μm

100μm

100μm

100μm

ALP染色によって未分化状態が維持されている事が確認できた
■ バンバンカーでマウスES細胞が保存できた。細胞は凍結・融解しても未分化状態が維持され、状態の変化は見られなかった。
〈コメント〉
我々は今まで10% DMSO ／ ES細胞培養培地を凍結保存液としていた。
今回、バンバンカーの利用を試みた。凍結保存液調製の手間が省ける上に、凍結・融解しても既存の方法に比べて死細胞の数が減少
していた。マウスES細胞の未分化状態にも異常は観察されなかった。
よって、操作の簡便性とランニングコストを考慮すると、マウスES細胞の凍結保存液として適していると思われる。

バンバンカー
®

Q1

Q &A

バンバンカーは「無血清」ですが、
「血清入り」細胞凍結保存液との
違いは何ですか？

通常は、
「血清」を添加したほうが保存後の細胞の生存率は向上します。しか
し、バンバンカーは 高生細胞率保護 剤（特許取得済） などの独自の成分
配合により、
「無血清」でも「血清入り」細胞 凍結保存液と同等の生存率を
得ることができます。
さらに、バンバンカーには「無血清」による、様々なメリットがあります。

Q2 「無血清」のメリットは何ですか？
血清を含まないため、生体由来の未知成分（または感 染物質など）が細胞
に影響を及ぼすリスクがありません。
既知の成分のみを配合して製造しているため、製品のロット間差がほとんど
ありません。

Q3

バンバンカーでは、どのような細胞が保存できますか？
一 般的なセルラインなどの細胞は、問題なく保存が可能です。また、
ES細胞でも実績があります！

Q4

現在使用している細胞は、保存後の生存率が良くありません。バンバ
ンカーで改善できますか？

可能性はありますが、生存率は、細胞自体の凍結への耐性や、凍結保存・解凍
時の操作によっても大きく影響されます。
（弊社ホームページより操作方法に
関する資料がダウンロードいただけます。）

Q5

バンバンカーでは、何年間細胞の保存実績がありますか？

細胞にも大きく依存しますが、社内テストでは10年間の保存実績も確認され
ております。

Q6

細胞を保存するときに、急速冷却できる専用の「細胞凍結保存用バイ
アル容器」を使用していますが、バンバンカーで保存するときにも必
要ですか？

いいえ、専用の冷却容器などを使用する必要はありません。

http://www.n-genetics.com
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