今一番知ってほしいタカラバイオを一つにまとめました！

タカラバイオ マンスリーフォーカス
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10月の「タカラバイオ マンスリーフォーカス」は、クローニング関連製品キャンペーンとNGSプレミアムセミナーをピック
アップしてご紹介します。このほかにもキャンペーンや新製品、バージョンアップ品など盛りだくさんです。
裏面のセミナー・ワークショップ情報も要チェック！

10月のPick Up
期間 ： 10月2日（月）～ 10月31日（火）

クローニング関連製品 10万円分を5名様にプレゼント！
クローニング関連の対象製品の中から、お好きな製品10万円分（通常価格、税別）を抽選で5名様にプレゼン
トいたします。普段使いの製品だけでなく、使ったことがないクローニングの効率や成功率Upにつながる製品
をお試しいただくチャンスです。
抽選に外れても、クローニング関連製品がお得にご購入いただけるクーポン券をもれなくプレゼント。どしどし
ご応募ください！

● キャンペーン対象製品
・In-Fusionシリーズ ・Ligation Kitシリーズ

・コンピテントセル

・クローニングベクター など

● ご応募方法
弊社ウェブサイトの専用キャンペーンページからご応募ください。
＜タカラバイオがおススメする組み合わせ例＞
In-Fusion® HD Cloning Kit
（10回用）

&

製品コード 639648 価格 ¥23,000

DNA Ligation Kit
＜Mighty Mix＞

&

製品コード 6023 価格 ¥27,000

原理の異なる2種類のクローニングキットを準備しておくと、目的や用途に応じて
より最適なキットをお選びいただけ、その結果、クローニングの効率や成功率の
Upにつながります。In-Fusionはクローニングの成功率が高いので、Ligation Kit
でうまくいかなかった場合のバックアップにもなります。
事実、ライゲーションキットとIn-Fusionを併用されているユーザー様は多数いらっ
しゃいます。

★ 対象製品やキャンペーンのご応募は・・・

先着

100名様

参加費無料

E. coli HST08 Premium
Competent Cells
製品コード 9128 価格 ¥22,000

一番おススメのコンピテントセル。
このコンピに替えてクローニング
がうまくいったとのお声も多数い
ただいています。
コンピ選びもクローニング成功の
ポイントです！

タカラバイオ クローニング プレゼント

検索

次世代シーケンスで開く新たな世界
SMARTer NGS プレミアム TGCAセミナー

2017年10月26日（木）

コングレスクエア日本橋

13:30～ セミナー
18:00～ 情報交換会（簡単なお食事をご用意しています）

＜主な講演者＞
・慶応義塾大学 先端生命科学研究所 荒川和晴 先生
・富山大学大学院・医学薬学研究部（薬学） 植物機能科学研究室 山村良美 先生
・九州大学 生体防御医学研究所 附属トランスオミクス医学研究センター トランスクリプトミクス分野 原田哲仁 先生

セミナーの詳細・お申し込みは弊社ウェブサイトをご覧ください。

★ 2017年10月の新製品＆パワープッシュキャンペーン
ゲノム編集関連プレゼントキャンペーン
期間 ： 10月2日（月）～ 10月31日（火）

ゲノム編集製品ガイド 2nd Edition 発刊記念

「CRISPR/Cas9スターターパック」 を3名様にプレゼント！
ゲノム編集製品ガイド 「導入システム編」 「サポートツール編」 の表紙を撮って、応募しよう！

みほん
※ゲノム編集製品ガイド
「導入システム編」「サポートツール編」 は、
弊社営業担当または弊社試薬販売店まで
ご用命ください。

● ご応募の流れ
ゲノム編集製品ガイド2種類の表紙写真をスマホ、タブレット等で撮り、
bio-marketing@takara-bio.co.jpに送信 （右のQRコードから読み取れます）
↓
タカラバイオから送られてくる簡単な入力フォームに必要事項を入力
↓
エントリー完了。当選発表までお待ちください！
＜CRISPR/Cas9スターターパックの内容＞
いま注目の、効率的でオフターゲットの少ないCas9タンパク質を使ったゲノム編集がすぐに行えます！
Guide-it™ Recombinant Cas9 (Electroporation-Ready) （製品コード 632641） 100 μg ¥25,000
Guide-it™ sgRNA In Vitro Transcription Kit （製品コード 632635） 50回 ¥150,000
約20万円相当
TransIT-X2® Dynamic Delivery System （製品コード MIR6003） 0.3 ml ¥22,000

★ キャンペーンの詳細は・・・

検索

タカラバイオ ゲノム編集ガイド 改訂

SMARTer NGS新製品
シングルセルからレパトア解析を可能にするNGS用ライブラリー調製キット
®

SMARTer Human scTCR a/b Profiling Kit

NEW！

柔軟なワークフロー ・・・ FACSやマニュアルで分離したシングルセルからイルミナ用ライブラリーを調製
簡便さ ・・・ 96個のシングルセルをインデックス付加により12種類のライブラリーとして解析
感度 ・・・ 5’RACE法の応用により、微量の TCRバリアントやα鎖とβ鎖のペアリングの検出が可能
特異性 ・・・ ヒトTCR mRNAの完全長V（D）Jのシーケンスで、高いターゲット率と正確なペアリング情報を取得

製 品 名

SMARTer® Human scTCR a/b Profiling Kit
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容 量

製品コード

価 格

96回

634431

¥710,000

480回

634432

¥2,200,000

表示価格はすべて税別です。

★ 2017年10月の新製品＆パワープッシュキャンペーン
ヒトiPS細胞由来肝細胞培養キットがバージョンアップ！
長期の培養が可能に！ 従来製品よりも初代ヒト成熟肝細胞に近い機能を保持

Cellartis® Enhanced hiPS-HEP v2 Kit

NEW！

＜主な用途＞ 肝毒性、代謝試験、ウイルス感染 など
細胞と、培養に必要な培地試薬を全て含むオールインワンキット
アッセイ可能期間は最大16日間 （day4～day19） ⇒ 長期間の慢性毒性試験にも利用可能
安定したCYP活性を有し、毒物代謝、肝毒性、物質輸送等のin vitro評価に最適
薬剤代謝酵素活性、アルブミン発現量、グリコーゲン蓄積能がヒト初代肝細胞のレベルに近似
製 品 名

内 容
・凍結細胞1 vial （≧12×106 cells）
・Thawing and Plating Kit
・Long-Term Maintenance Medium

Cellartis® Enhanced hiPS-HEP v2
(from ChiPSC18) Kit

容 量

製品コード

価 格

1 Kit

Y10134

¥250,000

※異なるiPS細胞株（ChiPSC12、ChiPSC22）由来の細胞もラインナップしています。

“ヒト細胞” 秋の大収穫祭
★第一弾

対象製品： Cellartis human iPS cell line 12 (ChiPSC12) Kit
Cellartis human iPS cell line 18 (ChiPSC18) Kit
などドナーの異なる全6製品

iPS細胞株 ディスカウントキャンペーン
期間 ： 9月14日（木）~11月24日（金）

CellartisのヒトiPS細胞株＊を40%OFFでご提供！

★第二弾

＊iPS細胞株と専用培地Cellartis DEF-CS 100 Culture Systemとのセット品です。

対象製品： Cellartis Enhanced hiPS-HEP v2 (from ChiPSC18) Kit
Cellartis hiPS Beta Cells (from ChiPSC12) Kit
MiraCell Cardiomyocytes (from ChiPSC12) Kit
MiraCell Endothelial Cells (from ChiPSC12) Kit

iPS分化細胞トライアルモニターキャンペーン
期間 ： 10月2日（月）~11月24日（金）

製品ご購入2か月以内に製品レビューにご協力いただ
ける方限定で50%OFFでご提供！
（初回ご購入限定、各製品先着5名様）

★第三弾

※ご注文は、キャンペーンページの専用発注書をご利用ください。

ヒト間葉系幹細胞／ヒト臍帯静脈内皮細胞 培養のスターターキャンペーン 期間 ： 10月2日（月）~11月17日（金）

対象細胞をご購入いただいた方（それぞれ先着10名様）にもれなく、専用培地と継代試薬をプレゼント！
ヒト間葉系幹細胞の培養を始めたい方に（一例）
製 品 名

容 量
1 vial

ヒト骨髄由来間葉系幹細胞

製品コード

価 格

C-12974

¥118,000

（5×105 cells）

製 品 名

プレゼント

hMSC-BM

用途・特長

容 量

製品コード

間葉系幹細胞増殖培地2

血清濃度2%の低血清培地であり、増殖能が優れている。

500 ml

C-28009

Accutase-Solution, primary
human cell culture tested
HEPES Buffered Saline Solution
（30 mM HEPES）

接着細胞を非常に穏やかに効果的に剥離することができ、
間葉系幹細胞の継代時に推奨している試薬

100 ml

C-41310

細胞剥離時の細胞の洗浄に使用

125 ml

C-40010

ヒト臍帯静脈内皮細胞（HUVEC）の培養を始めたい方に（一例）
製 品 名

ヒト臍帯静脈内皮細胞（プールド）

容 量
1 vial

製品コード

価 格

C-12208

¥38,000

（5×105 cells）
製 品 名

用途・特長
大血管由来の内皮細胞の培養用に最適化
された低血清（2％ V/V）培地
初代細胞を非常に穏やかにプレートから
剥離することが できる継代試薬

内皮細胞増殖培地2キット
プレゼント

DetachKit

★ キャンペーンの詳細は・・・
表示価格はすべて税別です。

※ご注文は、キャンペーンページの
専用発注書をご利用ください。
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容 量

製品コード

500 ml

C-22111

各30 ml

C-41200

タカラバイオ キャンペーン
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Label IT®シリーズ新発売キャンペーン
期間：10月2日（月）～10月31日（火）

Label

IT®

Label

MFP488 Labeling Kit 新発売記念
IT®シリーズ全製品 20%OFFキャンペーン

Label ITシリーズは、Ready-to-useですぐに使える核酸標識済のコントロールやワンステップで簡便に核酸を標識
するための製品群です。

● 対象製品の一例

※Label ITシリーズはMirus Bio社の製品です。 取り寄せ品のため、納期にお時間をいただきます。

製 品 名
NEW
Label IT® MFP488 Labeling Kit
®
®
Label IT Plasmid Delivery Control, Cy 3
Label IT® Tracker™ Cy®5 Kit
Label IT® siRNA Tracker™ Cy®3 Kit
without Transfection Reagent

容 量
1 Kit （25 μg用）

製品コード
MIR7125

通常価格
¥35,000

キャンペーン価格
¥28,000

10 μg

MIR7904

¥28,000

¥22,400

1 Kit

MIR7021

¥40,000

¥32,000

50 μg用

MIR7212

¥66,000

¥52,800

● 新製品Label IT® MFP488の光退色抵抗性データは、製品ページのApplicationをチェック！
★ キャンペーンの詳細は・・・

タカラバイオ Label IT キャンペーン

検索

細胞へのヒトウイルスの混入をリアルタイムRT-PCRで検出！
バージョンアップ

【 Virus Test Kit (HIV, HTLV, HCV, HBV, ParvoB19) Ver.2 】 製品コード RR273A
【 Virus Test Kit (EBV, CMV, WNV) Ver.2 】 製品コード RR274A

お知らせ
タカラバイオでは、インターカレーター法のリアルタイムPCR（qPCR）試薬の製品名を2017年10月下旬より順次、
「TB Green™シリーズ」に名称変更いたします。製品コードや試薬の性能に変更はありません。
これまで通りご使用ください。詳しくは弊社ウェブサイトの「お知らせ」をご覧ください。

セミナー ・ ワークショップ情報
セミナー名

ポイントがわかる！ 遺伝子導入実験

iPS細胞ワークショップ1
～フィーダーフリー・シングルセル継代
によるヒトiPS細胞培養～
次世代シーケンスで開く新たな世界
～SMARTer NGS プレミアム
TGCAセミナー ～

★ お申込み・セミナー詳細は・・・
日 程

10月13日（金）
11月10日（金）

10月19日（木）
11月16日（木）

10月26日（木）

タカラバイオ TGCA

検索

会 場

セミナー内容

福岡
岡山

DNAトランスフェクション試薬を用いた遺伝子導入について、原理、
操作方法から導入効率の確認まで解説します。また、広範な細胞や
動物個体に対して導入効率の高いレンチウイルスベクターやアデノ
随伴ウイルス（AAV）ベクター製品についても、実験環境整備からウ
イルスベクター作製、感染実験例までご紹介します。

神奈川

Cellartis DEF-CS 500 Culture Systemを用いたiPS細胞のフィー
ダーフリー培養についてご説明後、実際の作業を間近でご覧いただ
きます。培地の調製からSTEM-CELLBANKERを用いた凍結保存
まで、iPS細胞の培養に必要な基本作業を全て行い、操作のコツな
どをお伝えします。

東京

本プレミアムセミナーは、“微量サンプルからのNGS解析”をキー
ワードにしたタカラバイオのRNA-Seq／DNA-Seq解析用試薬を実
際にご使用いただいている先生方に、成功事例などを含めてご講演
いただきます。NGS解析をこれから行う予定の方、既に行っている
方にも参考になる情報が満載です。セミナー終了後には、情報交換
会を予定しています。

・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。
・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。
・本パンフレット記載の価格は2017年10月2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。
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