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『遺伝子解析による微生物推定解析』は、第十七改正日本薬局方に「遺伝子解析による微生物の迅速同定
法」として収載され、製造現場での出荷判定や工程管理などに幅広く利用されています。 

タカラバイオでは、DNA抽出からPCR反応、シーケンス解析、相同性解析まで各種ツールを揃えています。 

遺伝子解析による微生物推定解析 

※NucleoSpinはマッハライ・ナーゲル社の製品です。 

 微生物推定解析専用のPCRキット（細菌・真菌） 

● 細菌用 16S rDNA全長塩基配列解析には・・・  

■ 第十七改正日本薬局方に収載されたプライマー配列を採用 
 細菌16S rDNA用、真菌 ITS1用のプライマーは局法収載配列を用い、それぞれプレミックス化しています。 

 

■ PCR反応時間はわずか40～50分！ 
 高い反応性を誇る高速タイプのTaKaRa Taq™ HS Fast Detect を採用。 従来品に比べ大幅に反応時間を短縮しました。 

 

 

 

 
 

 

  
  
 

■ 品質保証されたオールインワンキット 
 PCRに必要なコンポーネント（酵素、バッファー）と、シーケンス用プライマーを含み、品質を保証していますので、すぐに 

 検査にご利用いただけます。 

ターゲット 解析領域 局法収載プライマー  製 品 名 製品コード 

細菌 16S rDNA領域の約0.8 kb 10F / 800R Bacterial 16S rDNA PCR Kit Fast (800)  RR182A 

真菌 

rDNA領域内のITS1領域 
（150～500 bp） 

ITS1 F / ITS1 R Fungal rDNA (ITS1) PCR Kit Fast  RR183A 

rDNA領域内のD1/D2領域 
（約0.6 kb）  

－ Fungal rDNA (D1/D2) PCR Kit Fast  RR184A 

 【関連製品】 

  PCR増幅産物の精製に 

  NucleoSpin® Gel and PCR Clean-up  

     （製品コード 740609.10 ） 

PCR反応液にバッファーを加え、精製カラムへアプライして
洗浄するだけの簡単操作で、PCR反応液から酵素・ヌクレオ
チド・塩類・その他の不純物を迅速、簡単に除去できます。 

PCR反応 
（＋増幅産物の精製） コロニー DNA抽出 シーケンス解析 アセンブル 相同性検索 

本キットには16S rDNAの全長領域（約1.5 kb）を増幅するための
PCRコンポーネントに加え、PCR産物のシーケンス用プライマー 

も添付されています。 
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Fastシリーズ 

従来製品 
16S(800) Fast ITS1 Fast D1/D2 Fast 

 通常タイプのサーマルサイクラー 約40分 約50分 約50分 約110分 

 高速タイプのサーマルサイクラー（※） 約31分 約37分 約34分 － 

※ Ramp Temperature Speedが4℃以上のもの  

   Bacterial 16S rDNA PCR Kit  （製品コード RR180A） 

● コロニーから簡易抽出 

＜細菌・真菌＞  

SimplePrep™ reagent for DNA  （製品コード 9180） 

MightyPrep reagent for DNA  （製品コード 9182） 

● 難抽出にはゲノムDNA精製キット 

 ＜細菌＞   NucleoSpin® Tissue   （製品コード 740952.10） 

 ＜真菌＞  NucleoSpin® Plant II   （製品コード 740770.10） 

増幅産物 

Sequencing  
Primer F1 

Sequencing  
Primer F2 

Sequencing  
Primer R1 

Sequencing  
Primer R2 

増幅産物：約1.5 kb 

約550 bp 

約400 bp 

約500 bp 
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DNAシーケンスアセンブルソフトウェア 

 精製済みPCR産物とシーケンスプライマーの混合済みサンプルから迅速に解析を行います。 

 解析データはウェブサイトからダウンロードでき、簡単に解析結果をご確認いただけます。 

サービス項目 参考価格（税別） 参考納期  

 プレミックスシーケンス解析 

 （8連チューブ） 
  ¥8,000／8連チューブあたり 

 （8サンプルの場合 ¥1,000／サンプル） 
 2営業日* 

 プレミックスシーケンス解析 

 （96ウェルプレート） 
  ¥38,400／96ウェルプレートあたり 

 （96サンプルの場合 ¥400／サンプル） 
 3営業日* 

受託サービスの詳細は弊社ウェブカタログでご確認ください。    

   受託サービス一覧 ＞ 遺伝子工学研究支援 | 塩基配列解析受託 

              ＞ プレミックスシーケンス解析（8連チューブ／96ウェルプレート） 
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 操作が簡単なインターフェイスに加えて、数百～数千のフラグメントのアセンブル処理時間が大幅に短縮できます。 

※本製品は米国Gene Codes 社が開発したソフトウェアです。 総輸入販売元：株式会社日立製作所 

プレミックスシーケンス解析受託による迅速な塩基配列解析 

 テクノスルガ・ラボ微生物同定システムは、DNAを使った微生物同定において、解析結果の精度を高く保ちつつ、解析作業   

 を大幅に効率化するためのツールです。微生物同定専用に構築した塩基配列データベースと、微生物同定専用に設計され 

 たソフトウェアからなります。 

■ 同定に必要な塩基配列のみをデータベース化 

細菌については16S rDNAのほぼ全長領域、菌類（カビ・酵母）につ
いてはITS領域（ITS1 - 5.8S rDNA - ITS2を含む領域）、28S（26S） 
rDNA - D1/D2領域の塩基配列情報を収録しています。細菌・酵母で

は基準株由来の塩基配列データを、カビでは分類学的な比較に有効
なタイプ標本由来株などの塩基配列を採用しています。 

公共データベースに適切な配列が存在しない微生物については、テ
クノスルガ・ラボが独自にデータを追加しています。 
 

■ データベースは毎年更新 

新種の追加や学名の変更に対応するため、データベースは毎年更
新します。 

  

 

 

 
 
 

■ 判りやすい相同性検索結果 

学名、株名、公共データベースのアクセッション番号、 

相同率、バイオセーフティレベルが表示されます。 

検索結果をPDFやHTML形式で保存可能です。 
 

■ 近縁種の推定が容易 

系統樹を描くことで、相同率の比較だけでは理解し 

にくい近縁種との系統関係を明確にします。 

※本製品は（株）テクノスルガ・ラボの製品です。 

STEP 1 

塩基配列を入力 

テキストやFASTA形式のシーケ
ンスデータをドラッグアンドドロッ
プで読み込めます。エレクトロ
フェログラムは読み込めません。 

STEP 2 

ボタンをクリック 

相同性検索や系統樹
作成ボタンを押せば、
読み込んだ配列をリス
ト順に自動解析します。 

分かり易い相同性検索結果 

学名、株名、公共データベース
のアクセッション番号、相同率、
バイオセーフティレベルが表示
されます。検索結果をPDFや
HTML形式で保存可能です。 

系統樹を使えば近縁種の推定が容易 

系統樹を書くことで、相同率の比較だ
けでは理解しにくい近縁種との系統関
係を明確にします。出力結果をPDF

やjpeg形式で保存可能です。 

  

＊弊社午前サンプル着から起算 
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  SEQUENCHER™ for Windows V5.4 ネットワーク版（1ライセンス） 製品コード 9267  

  SEQUENCHER™ for Macintosh V5.4 ネットワーク版（1ライセンス）  製品コード 9266  

 解析ソフトウェア アドバンスト 製品コード 14107142 

 解析ソフトウェア i アドバンスト 製品コード 14107143 

シーケンス解析 

相同性検索 

アセンブル 

テクノスルガ・ラボ微生物同定システム 

細菌  16S rDNA 2,287属 11,349種 357亜種 

菌類  28S(26S)-D1/D2 1,227属   4,651種 

菌類  ITS領域    787属   4,542種  

（2016年7月現在） 

http://catalog.takara-bio.co.jp/product/basic_info.php?unitid=U100003326
http://catalog.takara-bio.co.jp/product/basic_info.php?unitid=U100009090


受託サービスのご紹介 

  
微生物推定解析 

第十七改正日本薬局方収載の方法に準じて、リボソームRNA遺伝子塩基配列を決定し、相同性検索による推定を行います。 

サービス項目 
参考価格 

（1検体あたり） 
参考納期 サービス内容 

 16S rRNA配列 部分解析（細菌） ¥30,000 2週間～ 
  細菌の16S rRNA遺伝子の約500塩基の配列を決定し、相同性 

  検索結果より推定される菌種の上位リスト（50位）を納品 

 16S rRNA配列 全長解析（細菌） ¥85,000 2週間～ 
  細菌の16S rRNA遺伝子の約1,500塩基の配列を決定し、相同 

  性検索結果より推定される菌種の上位リスト（50位）を納品 

 ITS1配列解析（真菌） ¥30,000 2週間～  
  真菌の18S rRNAと5.8S rRNA間のスペーサー領域（ITS1、約 

  300塩基）の配列を決定し、相同性検索結果より推定される菌種 

  の上位リスト（50位）を納品 

 リボソームRNA配列解析 

 （ご希望領域） 
別途ご相談 2週間～ 

  真菌または細菌のrRNA塩基配列を決定し、相同性検索結果よ 

  り推定される菌種の上位リストを納品 

取扱店 

東京支店 TEL 03-3271-8553 FAX 03-3271-7282 

関西支店 TEL 077-565-6969 FAX 077-565-6995 

テクニカルサポートライン 

 TEL 077-565-6999 FAX 077-565-6995 

ウェブサイト http://www.takara-bio.co.jp 

2016年10月作成G 

・本パンフレットで紹介した製品はすべて研究用として販売しております。ヒト、動物への医療、臨床診断用には使用しないようご注意ください。また、食品、化粧品、家庭用品等として使用 

  しないでください。    ・タカラバイオの承認を得ずに製品の再販・譲渡、再販・譲渡のための改変、商用製品の製造に使用することは禁止されています。       

・本パンフレットに記載された社名および製品名は、特に記載がなくても各社の商標または登録商標です。    ・ライセンス情報については弊社ウェブサイトにてご確認ください。  

・本パンフレット記載の価格は2016年10月7日現在の希望小売価格です。価格に消費税は含まれておりません。 

◆ サンガー法での高品質塩基配列解析による微生物種の推定 

◆ 最新のNCBIデータベースやDDBJデータベースを利用したin house 相同性検索 

製 品 名  容 量 製品コード 価格（税別）  

抽出関連製品                                                                                   NucleoSpinシリーズはマッハライ・ナーゲル社の製品です。 

SimplePrep™ reagent for DNA 150回  9180   ¥27,500 

MightyPrep reagent for DNA 20 ml 9182   ¥14,500 

NucleoSpin® Tissue     10回  740952.10     ¥6,900 

NucleoSpin® Plant II     10回  740770.10     ¥7,400 

PCRキット 

Bacterial 16S rDNA PCR Kit Fast (800)    50回 RR182A   ¥42,000 

Bacterial 16S rDNA PCR Kit    50回 RR180A     ¥42,000 

Fungal rDNA (ITS1) PCR Kit Fast    50回 RR183A    ¥42,000 

Fungal rDNA (D1/D2) PCR Kit Fast    50回 RR184A    ¥42,000 

PCR増幅産物の精製 

NucleoSpin® Gel and PCR Clean-up   10回 740609.10     ¥5,300 

アセンブル                                  SEQUENCHERは米国Gene Codes社が開発したソフトウェアです。 総輸入販売元：株式会社日立製作所 

SEQUENCHER™ for Windows V5.4 ネットワーク版 （1ライセンス）  一式 9267 ¥880,000 

SEQUENCHER™ for Macintosh V5.4 ネットワーク版 （1ライセンス）  一式 9266 ¥680,000 

テクノスルガ・ラボ微生物同定システム               テクノスルガ・ラボ微生物同定システムは（株）テクノスルガ・ラボの製品です。 

解析ソフトウェア アドバンスト  一式  14107142 ¥500,000 

解析ソフトウェア i アドバンスト  一式  14107143 ¥550,000 

データベースDB-BA （細菌：1年間版） 一式 14107150 ¥100,000 

データベースDB-FU （菌類：1年間版） 一式 14107151 ¥200,000 

細菌ライセンス （1年間版）  一式 14107152 ¥100,000 

菌類ライセンス （1年間版） 一式 14107153 ¥100,000 

   ●遺伝子解析による微生物推定解析のための製品一覧 
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