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microRNA Custom PCR Panel（Pick-&-Mix Panel）オンライン見積依頼手順書 

 

本手順書では、Exiqon 社 microRNA Custom PCR Panel（Pick-&-Mix Panel） のオンライン見積依頼の手順につ

いて説明します。Pick-&-Mix Panel をご注文いただく際には、まず Exiqon 社 WEB サイトにてアカウントを作成し

てください。アカウントを作成いただくことで設計途中の Pick-&-Mix Panel のレイアウトや他のカスタム LNA オリ

ゴ製品の情報をアカウント内に保存することができます。 

オンラインで見積依頼をされた後、タカラバイオ担当窓口より御見積書兼依頼書をお客様にメールにて送信い

たします。ご注文いただける場合は、この御見積書兼依頼書に必要事項をご記入のうえ、メール返信などによ

り担当窓口までご注文ください。Exiqon 社 Web サイトでの見積依頼作業にて正式な発注とはなりませんのでご

注意ください。 
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１．ご注文までの流れ 

Exiqon 社 WEB サイトにアカウントを作成します 

 

設計ツールを使用してパネルのレイアウトを作成します 

 

WEB 経由で見積依頼を行います 

 

WEBでの見積依頼後、弊社から見積書兼依頼書をメールでご案内します 

 

 

ご注文いただける場合は担当窓口まで見積書兼依頼書をご提示ください 

見積書兼依頼書の弊社受領を持って正式なご注文となります 

 

２．アカウントの作成 

http://www.exiqon.com/ 

にアクセスします。画面右上の［Sign In］（①）をクリックし、表示される Sign in ページの［Register］（②）をクリックします。

「Sign up for your new account」ページが表示されますので、必要情報を入力してアカウントを作成してください。 

 

 
  

アカウントの作成 

WEB でのレイアウト作成 

見積依頼 

タカラバイオからの 

見積書兼依頼書のご案内 

ご注文 

↓ 

① 

② 

↓ 

↓ 

↓ 

http://www.exiqon.com/
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３．Pick-&-Mix Panel 設計サイトへのアクセス 

http://www.exiqon.com/pick-and-mix 

にアクセスして、Exiqon 社の Pick-&-Mix microRNA PCR Panel 製品ページの、［Configure your plates］をクリックしてく

ださい。サインアウトしている場合は再度サインインを行ってください。 

 

 

 

４．パネルのウェルタイプの選択 

1. PCR プレートのタイプを 96 well または 384 well から選択します（①）。プレートタイプは後で変更することができませ

ん。プレートタイプを変更する場合は、別途新規でレイアウトを作成する必要があります。 

2. ［Next］（②）をクリックして次に進みます 

 

  

① 

② 

http://www.exiqon.com/pick-and-mix
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５．PCR 装置の選択 

1. 使用する PCR 装置を選択します（①）。PCR 装置は後で変更することができません。PCR 装置を変更する場合は、

別途新規でレイアウトを作成する必要があります。 

2. ［Next］（②）をクリックして次に進みます 

 
  

① 

② 



 5 / 11 
 

タカラバイオ株式会社 
2015.1 

６. 生物種とアッセイの選択 

1. 生物種を選択します（①）。 

2. アッセイリストを選択します（②）。 

「All assays」を選択した場合は、Exiqon 社の全ての pre-design LNA PCR primer set から任意のアッセイを PCR Panel

に配置することができます。 

「Assay list of pre-designed panels」には、設計済みのレイアウトが保存されています。あらかじめ各ウェルへの

primer set の配置が完了していますので、目的にあった pre-design panel がある場合は、こちらを使用すると簡便

に設計を完了することができます。また、pre-design panel のレイアウトを雛型として利用し、一部のウェルを別の

primer setに変更するなどの利用方法もあります。各pre-design panelの概要は、［details］をクリックして確認してく

ださい。アッセイリストは後で変更することもできます。 

3. ［Next］（③）をクリックして次に進みます。本紙では「All assays」を選択した場合をご説明します。 

 
  

② 

①  

③ 
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７．パネル名称の決定とレイアウトの選択 

1. パネルに任意の名称をつけます（①）。半角英数字で 18 文字まで入力することができます。 

（半角スペースは 1 文字としてカウントされます。「.」や「/」など使用できない文字があります） 

2. パネルのレイアウトを選択します（②）。「380 microRNAs x 1 sample」を選択した場合は、IPC※1
の 3つのウェルを除

く 381 ウェルに任意の primer set を配置することができます（CP※2
ウェルはオプションのため、除くこともできます。

IPC ウェルは削除できませんが位置の変更は行えます）。 他のレイアウトを選択した場合は、1 つのウェルに

primer set を配置すると、自動的に対応するウェルにも同一の primer set が配置されます。例えばレイアウト「22 

microRNAs x 16 samples」を選択し、A1 ウェルに primer set を配置した場合、A1 の縦列に検体数分の同一 primer 

set が自動的に配置されます。各レイアウトに該当する検体数は、下表を参照してください。 

レイアウト名 1 枚当たりの検体数 1 検体あたりに配置できる primer set 数※3 IPC ウェル数 

22 microRNAs x 16 samples 16 検体 22 種類 16 

46 microRNAs x 8 samples 8 検体 46 種類 8 

94 microRNAs x 4 samples 4 検体 94 種類 4 

※1. IPC (Inter Plate Calibrator) : cDNA と検出用 primer set が分注されており、qPCR 反応のモニタリングやプレート

間補正に使用します。 

※2. CP : RNA Spike-in を検出するための LNA Control Primer Set が分注されています。デフォルトでは UniSp6, LNA 

Control Primer Set が配置されており cDNA 合成反応のモニタリングに使用します。CP ウェルは、UniSp2、

UniSp4、UniSp5 または cel-miR-39 に変更することができ、CP ウェルを別途追加することもできます。 

※3. CP ウェルを削除した場合、追加で 1 種類の primer set を配置できます。 

3. ［Next］（③）をクリックして次に進みます。本紙では「380 microRNAs x 1 sample」を選択した場合を説明します。 

 

 

 

① 

③ 

② 
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８．パネルの設計 

（次ページの図を合わせて参照してください） 

1. primer set の検索 

①の primer set の検索機能を使って、miRNA 名称※、配列、Product number、Design ID から primer set を検索する

ことができます。検索対象とするアッセイリストはプルダウンメニューから変更することができます。検索を実行す

ると検索結果は②または④のリストに表示されます。 

  ※名称検索は部分一致ではヒットしませんのでご注意ください 

 

In silico 設計タイプ primer set の Pick-&-Mix パネルへの搭載と追加料金について 

2015 年より、Exiqon 社の設計済み LNA primer set に約 18500 種類の in silico 設計タイプ※の primer set が追

加されました（Product number が 7 桁の製品。例：21XXXXX）。これらの in silico primer set も Pick-&-Mix パネル

に搭載することができますが、1 種類の in silico primer set の搭載につき 20,000 円（税別）の追加料金が必要と

なります。 

 

■料金例： 96 well タイプのパネルを 8 枚注文し、in silico primer set を 4 種類追加した場合の料金 

製品 数量 参考単価 小計 

96 well タイプのパネル 8 枚（最小注文枚数です） 1 350,000 円 350,000 円 

追加 in silico primer set 4 20,000 円 80,000 円 

  合計 430,000 円 

※in silico 設計タイプの primer set は実験的な反応性の確認は行われていません。 

 

2. primer set の選択 

②、⑤は、標的 miRNA および RNA spike-in 検出用の primer set リストです。④はカスタム primer set を作成した場

合にリストに表示されます。各リストからパネルに搭載したい primer set のチェックボックスに☑を入れ、搭載する

個数を入力します。 

3. primer set の配置 

上記の状態で⑥を使ってパネルに目的の primer set を配置します。「first empty well」を選択した状態で［Upload 

to Panel］をクリックすると一番若いウェル番号の空ウェルから順に選択した primer set が配置されます。「well 

number」を選択した状態で［Upload to Panel］をクリックすると、指定したウェルから順に primer set が配置されます。

②、④、⑤の全てのリストで primer set が選択された状態で配置を行うと、②、⑤、④の優先順位でパネルに

primer set が配置されます。 

4. primer set の配置の変更 

配置した primer set は位置の変更が行えます。変更するには③のパネルレイアウトイメージ上で配置済みの

primer set をクリック選択し、赤色になった状態で別のウェルにドラック&ドロップします。ドラック&ドロップによる配

置変更は一度に 1 ウェルずつ行います（操作はゆっくりと行ってください）。 

 

5. primer set の削除 

配置済みの primer set を削除するには、削除するウェルを選択状態にして⑦の［Delete Selected Assays］をクリック

します。 

→    選択中のウェルは赤色になります（IPC を除く） 
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6. ⑧のサマリーテーブルの内容を更新するには、⑨の［Update Summary table］をクリックします。 

7. 設計途中のレイアウトを保存するには⑩の［Save Panel］をクリックします。保存したレイアウトを編集するには、画

面右上の My Profile＞My designs＞Pick-&-Mix designs から該当するレイアウトを選択してください。 

 

8. レイアウトの完了 

レイアウト作業が完了したら［Next］ボタン（⑪）で次に進みます 

 

Tips 
③のパネルレイアウトイメージでは、配置済みの primer set の確認が行えます。画面上で配置済みの primer 

set 上にマウスポインターを重ねると、primer set の詳細情報を確認することができます。 

 

 

 

 

 
 

① primer set の検索 

③パネルレイアウトイメージ ②標的 miRNA 
アッセイリスト 

⑤RNA spike-in 用 

アッセイリスト 

④カスタム primer set

選択用リスト ⑥primer set 配置ボタン 

⑧サマリーテーブル 

⑦ ⑩ 

⑨ 

⑪ 
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９．レイアウトファイルのダウンロードとパネルの Finalize 

1. 完了したレイアウトをエクセルファイルでダウンロードし（①）、設計した通りに各 primer set が配置されているかを

必ずご確認ください。設計と異なる場合にはパネルの設計画面に戻り、修正を行ってください。 

なお、オンライン見積依頼を完了すると、該当するレイアウトファイルが登録したメールアドレスに送信されます。レ

イアウトファイルは、Pick-&-Mix Panel の納品時には提供されませんので、大切に保管してください。 

2. ［Finalize plate］（②）をクリックして次に進みます 

 
  

② 

①  
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１０．注文枚数の確認 

1. Pick-&-Mix Panel の注文枚数を決定します（①）。パネルの最小依頼枚数は 8 枚です。8 枚以降は 4 枚ずつ追加す

ることができます。枚数を決定したら見積依頼内容を確認し、［Get quote］（②）をクリックしてください。 

なお、この「Basket」ページ内で関連製品としてご紹介されている cDNA 合成キットと ExiLENT SYBR® Green master 

mix はカタログ製品です。ご注文の場合は、弊社代理店様までご注文ください。 

（cDNA 合成キットと ExiLENT SYBR® Green master mix の製品ページはこちら） 

 

過去に注文した Pick-&-Mix Panel の再注文と依頼枚数について 

過去に注文した Pick-&-Mix Panel のレイアウトデータはアカウント内に保存されます。同じレイアウトの

Pick-&-Mix Panel を再度注文するには、ログイン状態で画面右上の My Profile＞My designs＞Pick-&-Mix 

designsから該当する製品を確認し、［Re-order Panel］をクリックして再注文の手続きを進めてください。なお、同

じレイアウトを再度ご注文いただく場合でも、新規の注文となるため最小依頼枚数は 8 枚になります。 

 

 

 

 

  

① 

② 

http://catalog.takara-bio.co.jp/product/basic_info.php?unitid=U100007575
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１１. 見積依頼の完了 

最後に「Contact us」画面の各必要事項を入力し、［Submit］をクリックして見積依頼が完了します。なお、Exiqon 社の

アカウントにログインされている場合でも、お名前等の再入力が必要です。ご了承ください。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

１２. 正式発注 

見積依頼が完了すると、Exiqonよりご指定のメールアドレスに見積依頼受領のメールが届きます。 別途 3営業日以

内に、タカラバイオより御見積書兼依頼書をメールにてお客様に送信いたします。ご注文いただける場合は、この御

見積書兼依頼書に必要事項をご記入のうえ、メール返信などにより弊社担当窓口までご注文ください。 3 営業日以

内に弊社からの連絡がない場合は、お手数ですが見積依頼時に発行される Reference number の情報を合わせて、

こちらまでお問合せください。 

 

https://www.takara-bio.co.jp/dragon/dragon_entry.php

