
製 品 名 容 量 製品コード 通常価格 キャンペーン価格 WEB会員様特別価格

CELLBANKER® 1
100 ml CB011 ¥14,800 ¥11,840 ¥11,100

20 ml×4 CB013 ¥14,000 ¥11,200 ¥10,500

CELLBANKER® 1plus
100 ml CB021 ¥12,800 ¥10,240 ¥9,600

20 ml×4 CB023 ¥12,000 ¥9,600 ¥9,000

CELLBANKER® 2 100 ml CB031 ¥12,800 ¥10,240 ¥9,600

STEM-CELLBANKER®

GMP grade

100 ml CB045 ¥28,000 ¥22,400 ¥21,000

20 ml×4 CB047 ¥28,000 ¥22,400 ¥21,000

STEM-CELLBANKER®

DMSO Free GMP grade

100 ml CB061 ¥28,000 ¥22,400 ¥21,000

20 ml×4 CB063 ¥28,000 ¥22,400 ¥21,000

HSC-BANKER®

GMP grade
15 ml CB071 ¥6,000 ¥4,800 ¥4,500

CELLOTION™ 100 ml CB051 ¥7,000 ¥5,600 ¥5,250

CELLBANKER®

ご愛顧感謝キャンペーン
期間 ： 2019年10月1日（火）～10月31日（木）ご注文分まで

CELLBANKER®シリーズは長年の実績を誇る細胞凍結保存液で、多くのお客様にご利用いただいています。
日頃のご愛顧に感謝し、定番のロングセラー品から再生医療研究に最適なSTEM-CELLBANKER® GMP grade

まで、シリーズ全製品を20％OFF（タカラバイオWEB会員様なら25%OFF!!） の特別価格でご提供いたします。

●融解時の細胞生存率が良好

●試薬の調製が要らず、そのまま使用可能。凍結保存操作も簡単！

●プログラムフリーザー不要。－80℃ディープフリーザーで急速に凍結保存可能
20%OFF

■製品選択ガイド

CELLBANKER® 1

血清含有

DMSO含有

20年以上に渡る
信頼と実績を誇る
ロングセラー品

CELLBANKER®

1plus

血清含有

DMSO含有

CELLBANKER 1の
リニューアル品。

CELLBANKER® 2

血清不含

DMSO含有

血清およびアルブミン
等のタンパク質成分
不含

STEM-CELLBANKER® GMP grade
STEM-CELLBANKER®

DMSO Free GMP grade

血清不含

DMSO含有／不含 の両タイプを用意

HSC-BANKER®

GMP grade
CELLOTION™

血清、タンパク質成分、
糖類等不含

ケミカリーディファイン

リンパ球培養時の
PBMC分離に最適

製造元 日本全薬工業株式会社 発売元 ゼノアックリソース株式会社

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

粘性およびピペッティング操作による
泡立ちを抑えたことで、操作性up！ 無血清培養細胞の凍結保存に最適

再生医療
研究向け

✓

✓

✓

✓

✓

GMPに準拠した製造および品質管理を実施

ES細胞やiPS細胞、間葉系幹細胞（MSC）等
の幹細胞および組織保存に最適化

原薬等登録原簿（マスターファイル）登録済み

ドな細胞洗浄・回収液

遠心・洗浄時の細胞の損失を抑え、
回収率の改善を実現！
PBSに代わる細胞や組織、臓器の
洗浄に最適

✓

✓

✓

血清不含

DMSO含有

再生医療
研究向け

✓

✓

✓

✓

✓

GMPに準拠した製造および
品質管理を実施

造血幹細胞や臍帯血由来
幹細胞の保存に最適

原薬等登録原簿（マスター
ファイル）に登録予定

確

本製品のご購入に際して、ご利用目的に関する確認書の提出が必要です。確

確

25%OFFWEB会員様なら・・

※表示価格はすべて税別です。



・本チラシ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。
・ライセンスなどに関する最新の情報は弊社ウェブサイトをご覧ください。 ・本チラシ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。
・本チラシ記載の価格は2019年10月1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。

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
Website http://www.takara-bio.co.jp
Facebook http://www.facebook.com/takarabio.jp
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CELLBANKER® ご愛顧感謝キャンペーン ＜期間 ： 2019年10月1日（火）～31日（木）＞

製 品 名 特 長 容 量 製品コード 価格（税別）

Cellartis® MSC Xeno-Free 
Culture Medium

プレートコーティング剤不要！

動物由来成分を含まないXeno-Freeのヒト間葉系
幹細胞用培地。15継代まで安定した培養が可能

1 Kit Y50200 ¥49,800

■ HSC-BANKER® GMP gradeを使用した間葉系幹細胞（MSC）の凍結保存試験

■関連製品

本製品の使用で、通常の凍結保存工程で間葉系幹細胞
（MSC）の保存が可能であることが明らかとなり、造血幹
細胞の保存に限らず、より広い用途での使用の可能性が
示唆された。

（EMO BIOMEDICINE社取得データ）

タカラバイオ公式チャンネル

★ STEM-CELLBANKER® GMP gradeの無料サンプル
（容量 20 ml）をご提供中！

弊社ウェブサイトの「サンプル請求フォーム」からお申込みください。
※初回限定、1研究室につき1個まで

https://www.takara-bio.co.jp/sample/CELLBANKER/

弊社YouTube公式チャンネルにて
「ヒトiPS細胞の凍結保存」の操作
手順を動画で公開中！

★

★ CELLBANKER®シリーズ 【 細胞凍結保存液製品ガイド 】 をリニューアル！

ご入用の際は、弊社販売店へお問い合わせください。また、弊社ウェブサイトからもダウンロード可能です。

【お客様ご提供の培養例】 ヒト脂肪由来間葉系幹細胞の培養

Cellartis MSC Xeno-Free Culture Mediumを用いてヒト脂肪由来間葉系幹細胞を培養した。
その結果、細胞を継代後、3日目にはコンフルエントの状態となり良好な培養が確認できた。
また、15継代まで培養が可能であった。（下：3継代目での細胞形態、右：増殖曲線グラフ）

★ GMPグレード品を近日発売予定

「製品選択ガイド」を新設！用途ごとに最適なCELLBANKER®製品を、フロー図で分かりやすくご案内

直近2年を中心に、CELLBANKER®製品を使用した文献情報を大幅に追加！

STEM-CELLBANKER® GMP gradeのアプリケーションデータも追加！

HSC-BANKER® GMP gradeに関する製品情報を追加！

HSC-BANKER HSC-BANKER

解凍して18時間後 解凍して72時間後

HSC-BANKER GMP gradeに懸濁した間葉系幹細胞（MSC）をクライオチューブ内に入れ、ディープフリーザー（−70℃）にて24時間
保存した。その後、液体窒素内に移して5 か月保存した。

その結果、解凍3日後のHSC-BANKER GMP gradeで保存した間葉系幹細胞（MSC）の生存率は98.3％であった。
また、解凍後の継代も問題なく行うことができ、解凍後の3日間で細胞数は約8倍にまで増殖した（Doubling Timeは24.3時間）。
なお、解凍してから18時間後および72時間後の細胞の様子は下図の通りである。

細
胞
数

継代数


