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！
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6月の「タカラバイオマンスリーフォーカス」 は、イルミナ社NGS装置用DNA-seqライブラリー調製キットの“体感”半額
キャンペーンを巻頭でご紹介しています。他にも、幹細胞培養培地の新発売キャンペーンやTaKaRa qPCR Probeの
ご購入でリアルタイムPCR試薬クーポンプレゼント、メールニュースを読んでプレゼントをもらおうキャンペーンやセミナー
スケジュールも掲載しています。

次世代シーケンスユーザー様にGood News！
タカラバイオのイルミナ社NGS装置用 DNA-seqライブラリー調製キット

簡単操作・確実結果“体感”半額キャンペーン
イルミナ社次世代シーケンサー（NGS）用DNA-seqライブラリー調製キット
「ThruPLEX®シリーズ 12回用」 （全3製品）を、各製品それぞれ先着20名様に
半額でご提供いたします。
ThruPLEX®の簡単な操作性とデータの高い信頼性をぜひご体感ください！

各製品先着
20名様限定

ThruPLEX® シ リ ーズ は面倒 な

ビーズ精製が1回だけ。

ゲノムDNAだけではなく、ChIP

操作ストレスとサンプルロスを

DNAやFFPE DNAなど貴重な

大幅に減らします。

サンプルからも簡単に、確実に
結果を引き出します。

★ キャンペーン期間 ： 2018年6月1日（金） ～ 6月29日（金）
※ご応募が各製品20名様に達した時点で、キャンペーンを終了いたします。

★ キャンペーン対象者 ： これまでにThruPLEX®シリーズを使ったことがない方
★ キャンペーン対象製品 ： 各製品を先着20名様に半額でご提供
製 品 名

※表示価格はすべて税別です。

製品コード

通常価格

特別価格

ここが売り！

ThruPLEX® DNA-seq 6S（12） Kit

R400523

¥93,000

¥46,500

50 pgのDNAもOK！
微量サンプルに強い

ThruPLEX® Tag-seq 6S（12） Kit

R400584

¥123,000

¥61,500

分子バーコード付きなので
1分子を確実に解析

ThruPLEX® Plasma-seq 12S Kit

R400490

¥123,000

¥61,500

血漿由来のセルフリーDNA
ならこれ！

さらに
特典！

解析アプリケーションがChIP-seq解析またはエキソーム解析なら、
上記特別価格からさらに1万円ディスカウント！

★キャンペーンの詳細やご応募方法については・・・

タカラバイオ キャンペーン

検索

★ 2018年6月の新製品＆パワープッシュキャンペーン
時間と手間を大幅に削減できます！
室温5～15分でビオチン化ターゲットを簡単、迅速に濃縮・精製

Capturem™ Streptavidin

Capturem Streptavidin

検索

✔ ベッドボリュームが小さく、高収量、高濃度の溶出が可能 ✔ Well間のバラつきが少なく再現性が高い
✔ 操作時間が短いため、サンプルの凝集、複合体の解離、活性低下が防げる

◆ ワークフロー ◆◆◆
長い時間を要するインキュベーションは必要なし！ 簡単操作で実験時間を短縮！！
平衡化

サンプルを
サンプルを
ロード
ロード

洗浄

溶出

5～15分で完了！

製 品 名

容 量

製品コード

価 格

Capturem™ Streptavidin Miniprep Columns

NEW

20回

635733

¥48,000

Capturem™ Streptavidin 96-Well Plate

NEW

96 wel

635734

¥96,000

マクロファージの培養セットキャンペーン
M1またはM2マクロファージと専用培地、コート剤をセットでご注文いただくと、
30％OFFの特別価格でご提供いたします。

細胞 ＋ 培地 ＋ コート剤

期間：6月1日（金）～7月31日（火）

30％OFF !

＜M1マクロファージ培養セットの内容＞
キャンペーン
コード

WE0302

内容

製 品 名

細胞

ヒト単球由来M1マクロファージ

培地

M1-マクロファージ分化培地 DXF

コート剤

容 量

製品コード

通常価格

特別価格

1 vial （1.5×106 cells）

C-12914

¥230,000

¥161,000

250 ml

C-28055

¥113,000

¥79,100

5 ml

C-43060

¥54,000

¥37,800

フィブロネクチン溶液（ヒト）

※M2マクロファージ培養セットもご用意しています。

★ 弊社ウェブサイトのキャ
ンペーンページにご用意
している「専用発注書」で
ご注文ください。

機能を保持した凍結細胞で、
接着培養後、すぐに実験に
使用できます！
凍結細胞

4～24時間培養

接着細胞

★新発売記念★ トライアルキャンペーン
期間：6月1日（金）
～7月31日（火）

再生医療研究に携わるユーザー様へ！ この機会にお試しください！
プレートコーティング剤不要のヒト間葉系幹細胞（MSC）用Xeno-Free培地
Cellartis® MSC Xeno-Free Culture Medium
✔ 動物由来成分を含まないため、細菌やウイルスの感染リスクを低減
✔ タンパク質由来のコーティング剤フリーで効率的かつ安定的に培養でき、
製造プロセスの単純化やコスト削減が可能
製 品 名

Cellartis® MSC Xeno-Free Culture Medium
＜製品内容＞
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NEW

Cellartis MSC Xeno-Free Basal Medium
Cellartis MSC Xeno-Free Supplement
｜ タカラバイオマンスリーフォーカス

※ 1研究室につき
1 キット限り。
先着10名様限定

容 量

製品コード

通常価格

キャンペーン価格

1 Kit

Y50200

¥49,800

¥24,900

475 ml ・・・ 基本培地
25 ml ・・・ 培地添加剤
表示価格はすべて税別です。

★ 2018年6月の耳より情報＆パワープッシュキャンペーン
シングルセル遺伝子発現解析システム

SMARTer™ ICELL8® cx Single-Cell System

だからこそ出来る解析があります！

✔ 顕微鏡で画像を取得することで、生死判別と１細胞かどうかを確実に確認
✔ 蛍光抗体を用いることで、目的タンパク質を発現している細胞のみの解析が可能
✔ 幅広い細胞サイズ（5～100 μm）に対応し、8サンプルまでの同時解析が可能
✔ 多細胞（～1,500細胞）での全長RNA-seq解析が可能
✔ SMART技術で超微量のRNAを高感度かつ再現性高く増幅、より多くの遺伝子を検出

全ウェルのイメージング
とシ ン グ ル セル の 自 動
判定

受託サービスのご紹介
ICELL8システムを用いた“シングルセルRNA- seq解析サービス”
ご提供いただいたサンプルからシングルセル化～NGS解析を行います。
★最新情報やお問い合わせは・・・

ICELL8 cx

検索

最大5,184反応が可能なリアルタイムPCRシステム
多サンプルのジェノタイピング解析の効率化、低コスト化をお考えの方へ

SmartChip™ MyDesign Real-Time PCR System
✔ ジェノタイピング解析や発現解析などに利用可能
✔ 100 nl/well の微量反応系で、試薬と試料の使用量を大幅に節約
✔ 実験デザインにあわせて解析対象遺伝子数とサンプル数をフレキシブルに選択可能
✔ 付属のMultiSample NanoDispenser（自動分注装置）1台で、様々な分注パターンに対応

SmartChip™

MultiSample NanoDispenser

SmartChip™ Real-Time PCR Cycler

1チップで5,184同時反応。
100 nl/well で低コスト化

自動分注装置で、
5,184反応を約40分で分注

約2時間で解析

SmartChip MyDesign

検索

TaKaRa qPCR Probe ご購入者様限定
期間 ： ～9月28日（金）

リアルタイムPCR試薬 最大40%OFFキャンペーン
タカラバイオの受託サービス TaKaRa qPCR Probe をご注文いただいた
お客様にもれなく、プローブ用リアルタイムPCR試薬など関連製品をお得
にご購入いただける割引クーポンをプレゼントしています。
＜割引クーポン対象製品の例＞
製 品 名

Probe qPCR Mix

※回数表示は、50 μl反応系での回数です。
オススメポイント
高いPCR阻害物質抵抗性
と高速性を両立したプロー
ブ検出専用試薬

容量（※）

製品コード

通常価格

特別価格

200回

RR391A

¥39,000

¥23,400

Premix Ex Taq™ (Probe qPCR)

高速反応にも対応可能な
プローブ検出専用試薬

200回

RR390A

¥45,000

¥27,000

One Step PrimeScript™ RT-PCR Kit
(Perfect Real Time)

高感度検出に威力を発揮！
1 step RT-PCR試薬

100回

RR064A

¥44,000

¥26,400

表示価格はすべて税別です。
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メールニュースを読んで
プレゼントをもらおう ♪
方法1

メール会員に登録

期間： ～6月29日（金）

5月7日よりスタートするタカラバイオメール会員に登録し、興味のあるメールを選ぶだけ。登録いただい
た方全員に、「タカラバイオ製品スターターセットクーポン券」をプレゼント。また、抽選で50名様にQUO
カード 500円分をプレゼント！

方法2

WEB会員に登録

各種受託サービスをオンラインご注文いただけるなどの特典が付いたタカラバイオWEB会員に登録、
E-mailでのご案内の送信「希望する」を選択するだけ。新規登録いただいた方全員に、「タカラバイオ
製品スターターセットクーポン券」をプレゼント。また、抽選で50名様に500円分のQUOカードをプレゼン
ト！

方法3

すでにWEB会員の方は情報の更新

WEB会員にログイン後、ご登録情報を更新。E-mailでのご案内の送信「希望する」を選択しているか
確認するだけ。抽選で100名様にQUOカード 500円分をプレゼント！
※方法2および3でのキャンペーン対象は、「E-mailでのご案内の送信」を「希望する」と設定いただいた方のみです。

★キャンペーンの詳細は・・・

★お申込み・詳細は・・・

TGCAセミナー情報
セミナー名

リアルタイムPCRの基礎
～発現解析のコツ～

はじめてのゲノム編集：
基礎と実施例、そしておススメ製品のご紹介

レジオネラ属菌遺伝子検査の最新情報
～「第4版レジオネラ症防止指針」収載の
生菌遺伝子検査法を解説します～

タカラバイオ メールニュース

日 程

タカラバイオ

TGCA

検索

検索

会 場

セミナー内容

京都

PCRおよびリアルタイムPCRの基本的な実験操作やデータの解析方法
を、実験の流れに沿って詳しく解説します。
「発現解析のコツ」 とありますように、あるサンプル中の目的遺伝子から
転写されたmRNAの量をリアルタイムPCRで解析するための基礎的な
方法の解説を主にしたセミナーです。

6月14日（木）

京都

CRISPR/Casシステムの原理や特徴、従来のゲノム編集技術との違い、
ならびに本システムを利用した実施例についてご説明します。また、効
率の高いCRISPR/Casが簡単にスタートできるCas9とsgRNAの導入
システムや、CRISPR/Casの成功率と効率Upに繋がるサポート製品を
ご紹介いたします。特に効率の良い長鎖ノックインを行いたい方に必見
の製品もご用意しています。

6月19日（火）
6月26日（火）

東京
大阪

民間企業（検査会社）、厚生労働省登録検査機関、行政機関（保健所、
衛生研究所、水道局など）で検査に従事されている方、レジオネラ属菌
の遺伝子検査にご興味をお持ちの方、「第4版レジオネラ症防止指針」
の検査を導入したいと検討中の方、これから新たに遺伝子検査の導入
を検討されている方におススメです。

6月14日（木）

・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2018年6月4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。

2018年5月作成G

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

