
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
vol.48 2019年7月号（6月28日発行）

【 vol.48の内容は ・・ 】

★ In-Fusion®ユーザー様実施例募集

★ リアルタイムPCR関連のキャンペーン 3つを一挙にご紹介

★ ［新製品］ ヒトiPS細胞由来心筋細胞 ★ゲノム編集実験のパンフレット

★いよいよサマーキャンペーン開始！ ★ 7月開催のTGCAセミナー

＜表紙＞

＜2ページ＞

＜3ページ＞

＜裏表紙＞

タカラバイオ In-Fusion 実施例 検索★キャンペーンの詳細は・・・

期間 ： 7月1日（月）～9月30日（月）

In-Fusion®ユーザー様実施例募集キャンペーン

★実施例のご提供でもれなく ・・・

QUOカード 1,000円分プレゼント！

★ さらに！
提供した実施例がタカラバイオのウェブサイトに掲載されると ・・・

なんと、QUOカード 10,000円分プレゼント！！

✔他のキットではうまくいかなかったクローニングがIn-Fusion®で成功した

✔長いインサートの挿入がうまくいった

✔ 3断片のマルチクローニングができた

✔ベクター改変にIn-Fusion®を使用している などなど

おかげ様で多くのユーザー様にご愛用いただいているIn-Fusion®。

In-Fusion®を使用した実施例をお寄せいただいた方にもれなく、QUOカードをプレゼントするキャンペーン
を実施いたします。

実施例を提供してQUOカードをゲットしよう！

－ In-Fusion®の特長を活かしたこんなデータをお持ちではありませんか？－

皆さまからの多数のご応募をお待ちしています！

まだ In-Fusion®をお試しいただいていない方！今がチャンスです！！

In-Fusion®シリーズは、現在実施中のタカラバイオサマーキャンペーンの対象製品

で20%OFFです（期間： 8月30日（金）まで）。この機会をぜひご利用ください。
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表示価格はすべて税別です。

★ 2019年7月のパワープッシュキャンペーン

リアルタイムPCR装置は、いつご購入いただいてもお得です

タカラバイオサマーキャンペーン2019

Thermal Cycler Dice® Real Time System 買換え応援プログラム （キャンペーンID：L88）

装置買換え特典

Thermal Cycler Dice® Real Time System ご購入者様限定キャンペーン
（キャンペーンID：N61）

今年もドドーンと実施中！

製 品 名 容 量（※） 製品コード 通常価格 キャンペーン価格

TB Green® Premix Ex Taq™ II  (Tli RNaseH Plus) 200回 RR820A ¥44,000 ¥35,200

TB Green® Fast qPCR Mix 200回 RR430A ¥44,000 ¥35,200

Probe qPCR Mix ★ 200回 RR391A ¥35,000 ¥24,500

装置ご購入後１年間は試薬もお得

タカラバイオ キャンペーン L88 検索

★キャンペーンの詳細は・・・

Probe qPCR Mix （製品コード RR391A）

✓ PCR阻害物質に対する抵抗性を強化

✓高速反応条件に対応

反応時間40分の高速反応条件でも再現性の
高い結果が得られます。

＜各種PCR阻害物質によるCt値への影響＞

鋳型 HL60 ゲノムDNA ： 1反応あたり

170 ng 17 ng 1.7 ng 170 pg 17 pg

期間 ： ～2020年3月19日（木）

販売を終了させていただいた1波長リアルタイムPCR（qPCR）装置 Thermal Cycler Dice Real Time Systemをお持ち
のお客様限定で、最新の2波長モデル Thermal Cycler Dice Real Time System IIIおよびLiteを特別価格でご購入
いただけます。詳細は弊社ウェブサイトのキャンペーンページをご確認ください。

製 品 名 製品コード 通常価格 買換え応援価格

スタンダード96 wellモデル （0.1 mlチューブ・プレート対応）

Thermal Cycler Dice® Real Time System III TP950 ¥3,300,000 ¥2,310,000

手軽な48 wellモデル （0.2 mlチューブ・プレート対応）

Thermal Cycler Dice® Real Time System Lite TP700 ¥2,530,000 ¥1,650,000

◆買換え対象装置

約35%OFF

期間 ： ～2020年3月31日（火）

RNA精製キット、qPCR試薬、チューブ類の消耗品、さらにプライマーセットやTaKaRa qPCR Probe合成受託を含めた
qPCR実験関連製品を、装置ご購入後1年間、特別価格（20～50%）で何度でもご購入いただけます。

タカラバイオ キャンペーン N61 検索★キャンペーンの詳細は・・・

期間 ： 2019年7月1日（月）～8月30日（金）

リアルタイムPCR関連製品をはじめとする幅広い製品がお買い得です。詳細は弊社ウェブサイトをご覧ください。

◆対象製品の一例 ※容量は50 μl反応系での回数です。 20-30%OFF

★ 2019年夏のイチオシ製品 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

★無料サンプルモニター募集中！

probe qpcr mix サンプル 検 索

30%OFF
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★ 2019年7月の新製品＆耳より情報

ヒトiPS細胞由来＜心筋細胞＞の改良版を新発売！

本製品は、MiraCell® Cardiomyocytes (from ChiPSC12)（製品コード Y50015）の基本性状
（心筋純度、生存率、プレーティング効率、薬剤応答性など）はそのままに、拍動数を増加させた
製品です。
また、MiraCell® CM Culture Medium v2（製品コード Y50023）とあわせて使用することで、
心毒性試験時の拍動数の変動を最小限に抑えることが可能です。

製 品 名 容 量 製品コード 通常価格 キャンペーン価格

MiraCell® Cardiomyocytes v2 (from ChiPSC12) Kit 1 Kit Y50025 ¥200,000 ¥170,000

MiraCell® CM Culture Medium v2 100 ml Y50023 ¥22,000 ※対象外

★従来製品の細胞の性質は維持

従来製品（製品コード
Y50015）の拍動数を
100%とした場合、本
製品（Y50025）の拍動
数は150%程度に増加

し、しかもロット差なく
安定して増加した。

ゲノム編集実験の効率UPに！新パンフレットのご紹介

タカラバイオ ゲノム編集 検索★パンフレットの詳細や資料請求は・・・

ゲノム編集ガイド－サポートツール編－を改訂しました！

ゲノム編集実験ハンドブックゲノム編集ガイド
－導入システム編－

明日からはじめるゲノム編集

ゲノム編集実験
の概要からそれ
ぞれの実験フ
ロー、関連製品
や文献紹介など、
ゲノム編集実験
に役立つ情報が
満載です！

ゲノム編集実験
における、さまざ
まな導入システ
ムの関連製品を
ご紹介！

効率と成功率の高
い CRISPR/Cas9

を行うためのポイ
ントや必要な製品
について、Q&A方
式で分かりやすく
ご紹介しています。

その他、ゲノム編集関連のパンフレット

※Amazon、Amazon.co.jp およびそのロゴは Amazon.com, Inc. またはその関連会社の商標です。

MiraCell® Cardiomyocytes v2 (from ChiPSC12) Kit

NEW

NEW

心筋細胞の純度95%以上（cTnT陽性率）

薬剤選択や代謝による純化工程は不要

自律拍動能を保持

各種イオンチャネル遺伝子を発現（ SCN5A 、
KCNQ1、CACNA1C、KCNH2等）

各種イオンチャネル阻害剤（E4031、Chromanol
293B、Verapamil、Mexiletine）に対する電気生理学
的応答性

Lot No. 1 2 3 4

Y50015 Y50025

タカラバイオ 心筋細胞 検索★製品の詳細情報は・・・

MEDプローブ上における
拍動数の相対値

★解析時の拍動数が増加・安定化！

ゲノム編集実験の効率UPにつながる新製品やユーザー様実施例などを追加し、
さらに充実した内容になっています。
このほかにも、タカラバイオにはゲノム編集関連のパンフレットが多数あります。
ぜひお手元に常備いただき、ゲノム編集実験にお役立てください！ NEW

本キットは、タカラバイオサマーキャンペーン（期間： 8月30日（金）まで）の対象製品です！

★ゲノム編集アンケート2019★ 回答受付期間 ： 7月16日（火）～31日（水）

アンケートに回答いただくと、抽選で100名様にAmazonギフト券 500円分をプレゼント！
詳しくは弊社ウェブサイトまで！



・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2019年7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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タカラバイオマンスリーフォーカス vol.48

vol.48

TGCAセミナー情報 ★お申込み・詳細は・・・ タカラバイオ TGCA 検索

セミナー名 日 程 会 場 セミナー内容

ポイントがわかる！

遺伝子導入実験 【ウイルス編】

7月19日（金）
7月23日（火）

東京
福岡

ウイルスベクターを用いた遺伝子導入実験を開始する方や、各ウイルスベクター
の特徴を学びたい方に向けた内容になっています。ウイルスベクターを用いる際
の実験環境の整備や各種ウイルスの作製、感染実験例を交えてご紹介します。
実験操作の動画などを交え、より実験のイメージをつかみやすいよう工夫を凝らし
たセミナーです。

味の素株式会社共催

再生医療等製品の安全性確保の

考え方 ～原材料の観点から～

8月1日（木） 東京

神戸大学の青井貴之教授をお招きし、再生医療等製品を製造する上で重要な
留意点を、規制科学の観点からご講演いただきます。
また、味の素（株）、（株）マトリクソーム、タカラバイオ（株）より、再生医療等製品の
製造に向けた製品開発の経緯等についてご紹介します。

タカラバイオ サマーキャンペーン 2019
期間 ： 2019年7月1日（月）～8月30日（金）ご注文分まで

キャンペーンの詳細は、キャンペーン冊子または弊社ウェブサイトのキャペーンページをご覧ください。

☑ PCR酵素、リアルタイムPCR試薬

☑ 制限酵素、修飾酵素、逆転写酵素、電気泳動

☑ クローニング関連、cDNA Library

☑ 遺伝子機能解析関連

☑ 幹細胞研究・がん免疫研究ツール（細胞・培地）

☑ タンパク質精製・検出

☑ ウイルス・マイコプラズマ検出キット

☑ 遺伝子導入

☑ NGS関連

☑ 受託サービス

☑ 巻頭特集 「タカラバイオは正確なクローニングを応援します」


