
 
 
Nippon Genetics Co., Ltd. is an authorized distributor for ALSTEM, LLC. As such, the following products 
and related services from ALSTEM are covered by the attached User Notice. 
 
Licensed Differentiated Cells include: 
hNSC11  Neural Stem Cell Line 
 
Licensed iPSCs include: 
iPS11      Human iPS Cell Line (episomal, HFF) 
iPS01      Human iPS Cell Line (retroviral) 
iPS02M  Mouse iPS Cell Line (retroviral) 
hNSC11  Neural Stem Cell Line (from iPSC, episomal, HFF) 
RF202     Episomal iPSC Reprogramming Kit 
RF101     Retrovirus iPSC Reprogramming Kit 
                As well as related iPS Cell generation services 
 

User Notice 
 Licensed Differentiated Cells 
Definitions; 
1. ALSTEM: ALSTEM, LLC 
2. iPS-AJ: iPS Academia Japan, Inc. 
3. User: The person or entity purchased Product(s) from ALSTEM or its authorized distributor. 
4. Product: Neural progenitors or neural stem cells which are differentiated from iPS cells (iPSCs) by 

ALSTEM, and which ALSTEM sells or transfers. 
 
User Restrictions; 
1. User may use the Product for internal research including but not limited to screening potential 
drug compounds for efficacy and safety, and for the provision of such services to third parties.  No other 
right is granted to User whether expressly, by implication, by estoppel or otherwise. In particular, the 
purchase of the Product does not include nor carry any right or license to use, develop or otherwise exploit 
the Product commercially, and no rights are conveyed to User to use the Product for any other purpose. 
2. User shall not administer the Product to human or animal subjects for human/animal therapeutic, 
diagnostic and/or prophylactic purposes including but not limited to clinical applications, cell therapy, 
transplantation, and/or regenerative medicine without appropriate license. 
3. User may transfer the Product to a third party; provided that User shall convey the User 
Restriction set forth herein to such third party.  
 

ALSTEM 
Address: 2600 Hilltop Drive, Building B, Suite C328, Richmond, CA 94806, USA 
E-mail: info@alstembio.com 
Fax: +1-866-605-8766 

 
 
 Licensed iPSCs (including Licensed Services) or Licensed Kit Products 
Definitions; 
1. ALSTEM: ALSTEM, LLC  
2. iPS-AJ: iPS Academia Japan, Inc. 
3. User: The person or entity who purchased services from ALSTEM or its authorized 

distributor. 



4. Product: The iPS cells (iPSCs) or kits to generate iPSCs which ALSTEM provides and are 
claimed in the patents and patents applications mentioned below. 

5. Pluripotent Cells: iPSCs regenerated or derived by User from the Product provided by ALSTEM. 
6. Progeny: derivatives from the Pluripotent Cells created by User which retain the ability to self-

replicate, retain ability to differentiate into cell types of all three germ layers and remain in an 
undifferentiated state whether or not said cells are genetically modified and cloned cell lines so 
long as the cells retain the ability to self-replicate, retain ability to differentiate into cell types of 
all three germ layers and remain in an undifferentiated state. 

7. Modification: cells which are created by User or created through the use of the Pluripotent Cells or 
Progeny, but which (i) do not differentiate into cell types of all three germ layers and (ii) are not in 
an undifferentiated state.  

8. Materials: Pluripotent Cells, Progeny and Modification. 
9. Commercial Use: any activity by a User consisting of at least one of following activities: 

(i) use of the Pluripotent Cells or Progeny, for the manufacture of related products 
distributed and/or sold to a third party including but not limited to culture medium and 
equipment, 
(ii) use of the Pluripotent Cells, Progeny or Modifications to provide a service, information 
or data to a third party for financial gain, provided, however, that in case a not-for-profit 
organization provides a service, information or data on behalf of a third party having an 
appropriate license from AJ, such not-for-profit organization’s activity shall not be considered 
Commercial Use (ii), 
(iii) use of the Pluripotent Cells, Progeny or Modifications for screening small molecular 
compounds, antibodies, proteins, peptides, and large-molecular compounds as potentially 
marketable compounds, provided, however, that (1)use of the Pluripotent Cells, Progeny or 
Modifications for target discovery, target validation or assay development are not considered 
Commercial Use (iii), and (2) use of the Pluripotent Cells, Progeny or Modifications for 
screening by a not-for-profit organization solely for its internal research use for non-commercial 
purposes shall not be considered as Commercial Use (iii),  
(iv) sale, lease, distribution or transfer of Pluripotent Cells, Progeny or Modification to third 
party(ies) for financial gain, provided, however, that transfer of Pluripotent Cells, Progeny or 
Modifications by a not-for-profit organization to other not-for-profit organization solely for its 
internal research purposes is not Commercial Use (iv), or 
(v) sale, lease, distribution or transfer of Pluripotent Cells or Progeny to for-profit 
organizations not for financial gain. 
Note: “financial gain” here means any financial benefit, gain, consideration or revenue of a 
transaction which exceeds its cost of operating the transaction. 

 
User Restrictions; 
 
1. The creation and/or use of the Product is/are covered by one or more of US Patents Nos. 8048999; 
8058065; 8129187; 8530238 and corresponding foreign patents and/or other pending US Patents and 
corresponding foreign patent applications to which iPS-AJ has been granted the license rights with sub-
licensable right. 
2. The purchase of the Product conveys to User the limited, non-exclusive and non-transferable right 
(without the right to sell, repackage, or further sub-license) to use the purchased amount of the Product and 
the derivatives of the Product in internal research conducted by User (whether User is not-for-profit 
organization or for for-profit organization). No other right is granted to User whether expressly, by 
implication, by estoppel or otherwise. In particular, the purchase of the Product does not include nor carry 
any right or license to use, develop or otherwise exploit the Product commercially, and no rights are 
conveyed to User to use the Product for any other purpose. 
3. User may use Materials for its internal research, provided however that Commercial Use of 
Materials by User shall be restricted and require an appropriate license from iPS-AJ. For clarity, in case 
that User is a not-for-profit organization, including academia, governmental body and other not-for-profit 
organization, internal research use of Materials by User for academic, educational and the other non-
commercial purpose and transfer of Materials between non -for-profit organizations for non-commercial 
purposes is not restricted. 



4. User shall not administer the Materials in human or animal subjects for human/animal therapeutic, 
diagnostic and/or prophylactic purposes including but not limited to clinical applications, cell therapy, 
transplantation, and/or regenerative medicine without appropriate license. 
5. User may transfer the Materials to a third party; provided that User shall convey the User 
Restriction set forth herein to such third party. 
6. For information on purchasing a license to the patent rights for purposes other than those 
permitted above, please directly contact with License Division, iPS-AJ. 
 
   ALSTEM 

Address: 2600 Hilltop Drive, Building B, Suite C328, Richmond, CA 94806, USA 
E-mail: info@alstembio.com 
Fax: +1-866-605-8766 

 
iPS Academia Japan, Inc. 
Address: 448-5-201, Kajii-cho, Kamigyo-ku Kyoto, Japan 
E-mail: license@ips-ac.co.jp  
Fax: +81-75-256-6211 



ユーザ通知 

 

● ライセンスされる分化細胞 

 

定義： 

 

1. ALSTEM： 

2. iPS-AJ：iPS Academia Japan, Inc.（iPSアカデミアジャパン株式会社） 

3. ユーザ：ALSTEMまたはその指定販売業者から製品を購入した個人または団体。 

4. 製品：ALSTEM によって iPS細胞（以下 iPSCsという）から分化させられ、ALSTEM

が販売または譲渡する神経前駆細胞または神経幹細胞。 

 

ユーザの制限事項： 

 

1. ユーザは、有効性と安全性に関する、および当該サービスの第三者への提供に関する潜

在的薬剤化合物のスクリーニングなどを含めて、内部研究のために製品を利用することが

できる。いかなる他の権利も、明示的にも、黙示的にも、禁反言によるとよらずにかかわ

らず、ユーザには与えられない。特に、製品の購入は、製品を商業的に利用し、開発し、

または別の方法で活用するいかなる権利もライセンスも含まず、または伴わず、および製

品を何らの他の目的で利用するいかなる権利もユーザに与えられない。 

2. ユーザは、適正なライセンスを受けずに臨床応用、細胞治療、移植、および／または再

生医療などを含めて、人間／動物の治療、診断、および／または予防の目的で、人間また

は動物の被検者に製品を投与してはならない。 

3. ユーザは、製品を第三者に譲渡することができる。ただし、ユーザが本通知に定めるユ

ーザの制限事項を当該第三者に伝えることを条件とする。 

 

ALSTEM 

住所：2600 Hilltop Drive, Building B, Suites C328, Richmond, CA 94806, USA 

Eメール：info@alstembio.com 

Fax：+1-866-605-8766 

 

● ライセンスされる iPSCs（ライセンスされるサービスを含む）またはライセンスされ

るキット製品 

 

定義： 

 



1. ALSTEM： 

2. iPS-AJ：iPS Academia Japan, Inc. 

3. ユーザ：ALSTEMからサービスを購入した個人または団体。 

4. 製品：ALSTEM が提供し、以下で言及する特許および特許願書の中で請求されている

iPS細胞（以下 iPSCsという）または iPSCsを生成するためのキット。 

5.  多能性細胞：ALSTEMにより提供される製品からユーザによって再生または抽出され

る iPSCs。 

6. プロジェニー：その細胞が自己再生する能力を保持し、すべての 3つの胚葉の細胞種類

に分化する能力を保持し、未分化状態にあるかぎりにおいて、当該細胞が遺伝子組み換え

され、クローンされた細胞系であるかどうかを問わず、自己再生する能力を保持し、すべ

ての 3 つの胚葉の細胞種類に分化する能力を保持し、未分化状態にある、ユーザによって

生成される多能性細胞からの派生物。 

7. 改変物：ユーザによって生成されるか、または多能性細胞もしくはプロジェニーの使用

によって生成されるが、(i) すべての 3 つの胚葉の細胞種類に分化せず、および(ii) 未分化

状態にない細胞。 

8. 材料：多能性細胞、プロジェニー、および改変物。 

9. 商業的利用：以下の活動のうち少なくとも 1つからなるユーザによる何らかの活動： 

(i)  培養基および培養装置などを含めて、第三者に流通および／または販売される関連す

る製品を製造するための多能性細胞またはプロジェニーの利用、 

(ii) 財務利益を目的として第三者にサービス、情報、またはデータを提供するための多能

性細胞、プロジェニー、または改変物の利用（ただし、ある非営利団体が iPS-AJから与え

られた適正なライセンスを保持する第三者の代理でサービス、情報、またはデータを提供

する場合は、当該非営利団体の活動は商業的利用(ii)とは見なされない）、 

(iii) 潜在的に販売可能な化合物として少分子化合物、抗体、タンパク質、ペプチド、およ

び高分子化合物をスクリーニングするための多能性細胞、プロジェニー、または改変物の

利用（ただし、(1) ターゲットディスカバリー、ターゲットバリデーション、またはアッセ

イ開発のための多能性細胞、プロジェニー、または改変物の利用は商業的利用(iii)とはみな

されず、および(2) 非営利目的の内部研究を唯一の目的として非営利団体がスクリーニング

を実施するための多能性細胞、プロジェニー、または改変物の利用は商業的利用(iii)とはみ

なされない）、 

(iv)  財務利益を目的とする第三者への多能性細胞、プロジェニー、または改変物の販売、

賃貸、流通、または譲渡（ただし、内部研究を唯一の目的としたある非営利団体による他

の非営利団体への多能性細胞、プロジェニー、または改変物の譲渡は商業的利用(iv)ではな

い）、または 

(v) 財務利益を目的としない営利団体への多能性細胞またはプロジェニーの販売、賃貸、

流通、または譲渡。 



注：本通知における「財務利益」とは、取引実施費用を上回る当該取引の何らかの財務利

益、利得、対価、または収益をいう。 

 

ユーザの制限事項： 

 

1. 製品の生成および／または利用は、iPS-AJ が再ライセンスする権利とともにライセン

ス権を与えられている米国特許第 8048999号、第 8058065号、第 8129187号、第 8530238

号、および対応する外国特許、および／または他の係属中の米国特許および対応する外国

特許出願のうち一または二以上によってカバーされている。 

2. 製品の購入は、（販売、リパッケージ、またはさらに再ライセンスする権利を伴わない）

ユーザにより実施される内部研究において購入した数量の製品および製品の派生物を利用

する限定された、非独占的な、および譲渡不能の権利をユーザに付与する（ユーザが非営

利団体か営利団体かを問わない）。いかなる他の権利も、明示的にも、黙示的にも、禁反言

によるとよらずにかかわらず、ユーザには与えられない。特に、製品の購入は、製品を商

業的に利用し、開発し、または別の方法で活用するいかなる権利もライセンスも含まず、

または伴わず、および製品を何らの他の目的で利用するいかなる権利もユーザに与えられ

ない。 

3. ユーザは、その内部研究のために材料を利用することができる。ただし、ユーザによる

材料の商業的利用は、制限されており、iPS-AJから適正なライセンスを受ける必要がある。

明確化するために付言すると、ユーザが学会、政府機関、および他の非営利団体を含む非

営利団体である場合は、学究的な、教育的な、および他の非営利目的でのユーザによる材

料の内部研究における利用、ならびに非営利目的での非営利団体間の材料の譲渡は、制限

されない。 

4. ユーザは、適正なライセンスを受けずに臨床応用、細胞治療、移植、および／または再

生医療などを含めて、人間／動物の治療、診断、および／または予防の目的で、人間また

は動物の被検者に材料を投与してはならない。 

5. ユーザは、材料を第三者に譲渡することができる。ただし、ユーザが本通知に定めるユ

ーザの制限事項を当該第三者に伝えることを条件とする。 

6. 上記で許可される以外の目的での特許権のライセンスの購入に関しては、iPS-AJ のラ

イセンス課に直接連絡されたい。 

 

ALSTEM 

住所：2600 Hilltop Drive, Building B, Suites C328, Richmond, CA 94806, USA 

Eメール：info@alstembio.com 

Fax：+1-866-605-8766 

 



iPS Academia Japan, Inc.（iPSアカデミアジャパン株式会社） 

住所：日本国京都府上京区梶井町 448-5-201  

Eメール：license@ ips-ac.co.jp 

Fax：+81-75-256-6211 

 


