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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5月の「タカラバイオマンスリーフォーカス」 はRNA-seqライブラリー調製キットの月替わりキャンペーンを始め、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iPS細胞研究や遺伝子導入のスタートアップキャンペーンなど、
フレッシュな内容が盛りだくさんです♪
その他、ゲノム編集や遺伝子導入、核酸抽出精製の新製品のご紹介や、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！

タカラバイオの次世代シーケンス（NGS）用試薬を使えば、
あなたの貴重なサンプルから簡単に、確実に結果を引き出せます。
イルミナ社NGS装置用 RNA-seqライブラリー調製キット

スーパー三大 製品 月替わりディスカウントキャンペーン
● タカラバイオRNA-seq用試薬の中から特におススメの3製品を

ピックアップ
● 20％OFFの特別価格で月替わりで1製品（1シリーズ）ずつ

ご提供
● 独自のSMART技術により、2nd strand DNAの合成やアダプ

ターライゲーションなしで簡単に確実にライブラリーを調製
今月の20％OFFディスカウント対象製品は コレ！
【 5月のキャンペーン期間： 2018年5月7日（月）～5月31日（木）ご注文分まで 】

5月の対象製品

6月の対象製品

7月の対象製品

SMART-Seq® v4 Ultra®
Low Input RNA Kit
for Sequencing

SMARTer® Stranded
Total RNA-Seq Kit v2 Pico Input Mammalian

SMARTer® Stranded
Total RNA Sample Prep
Kit - HI Mammalian

（製品コード 634888、容量 12回 他）

（製品コード 634411、容量 12回 他）

（製品コード 634873、容量 12回 他）

＜プロフィール＞
・ シングルセル、total RNA 10 pg
もOK。世界トップクラスの微量対
応力
・ mRNAのみを確実にキャッチ。
遺伝子発現解析に滅法強い
・ た だし合成は cDNAまで 。別途
ライブラリー調製キットが必要

＜プロフィール＞
・ total RNA 250 pgからもOK。
微量に強い
・ FFPEやLCM由来など、分解を
受けたサンプルも得意中の得意
・ リボソームRNA除去、インデック
ス付加もできる
・ ヒト、マウス、ラット用

＜プロフィール＞
・ total RNA 100 ngから1 μgまで
対応可能
・ 微量性はやや弱いが、コスト
パフォーマンスは随一
・ FFPEやLCM由来など、分解を
受けたサンプルも得意
・ ヒト、マウス、ラット用

★各製品やキャンペーンの詳細は・・・

タカラバイオ キャンペーン

検索

★ 2018年5月の新製品＆パワープッシュキャンペーン
数百クローンを迅速にスクリーニング！
CRISPR/Cas9システムを使用してゲノム編集された細胞集団の一塩基置換を検出

Guide-it™ SNP Screening Kit
✔ シーケンス不要のハイスループットSNPスクリーニング
✔ 簡便、迅速な操作、4時間で完了
✔ ゲノム全領域の塩基置換を検出可能
✔ 倍数性にかかわらずゲノム編集を同定

◆ ワークフロー ◆◆◆
ゲノムDNA
抽出

PCR 増幅

オリゴを
アニーリング

Flapase に
よる酵素反応

蛍光検出

25 min

1 hr 45 min

25 min

1 hr 15 min

5 min

4時間で完了の迅速なワークフロー！
製 品 名

Guide-it™ SNP Screening Kit

NEW

容 量

製品コード

100回

632652

¥68,000

400回

632653

¥195,000

新発売記念！ 無料モニター募集

価 格

期間： 5月1日（火）～18日（金）

Guide-it™ SNP Screening Kitの発売を記念して、抽選で3名様に製品を無料でご提供いたします。
ご応募をお待ちしています！

★製品や無料モニターの詳細は・・・

検索

タカラバイオ Guide-it SNP

簡易レンチウイルス量測定試薬
たった10分で
レンチウイルス量を測定

Lenti-X™ GoStix™ Plus

✔ スマートフォンのアプリを使用して10分間でウイルス量測定
✔ レンチウイルス回収の最適なタイミングを判断
✔ ウイルス量を測定することにより、一貫性のある実験が可能

★無料サンプルをご用意
検索

Gostix plus

TaKaRa

スマートフォン
でスキャン

10 min
TaKaRa
TaKaRa

TaKaRa

製 品 名

Lenti-X™ GoStix™ Plus

NEW
NEW

容 量

製品コード

20回

631280

¥52,000

50回

631281

¥110,000

遺伝子導入実験サポート！セットキャンペーン

価 格

期間： ～5月31日（木）

A、B製品群からそれぞれ1個以上をセットでご注文いただくと、25％OFFの特別価格でご提供します。

A製品群

B製品群

レンチベクタープラスミド関連
＜16製品＞

レンチウイルス産生・濃縮・精製
タイター測定関連 ＜15製品＞

★Lenti-X™ GoStix™ PlusはB製品群です。
対象製品などキャンペーンの詳細は・・・
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25％OFF！

タカラバイオ ウイルスセットキャンペーン

検索

表示価格はすべて税別です。

★ 2018年5月の新製品＆パワープッシュキャンペーン
iPS細胞研究スタートアップキャンペーン
期間： 5月1日（火）～6月29日（金）

新たにiPS細胞研究を始められる方におススメの
キャンペーンです。

対象製品のご購入でもれなく、

20％

培地や凍結保存液など関連製品の OFF

クーポン付き！

1 Cellartis® iPS細胞株 40％OFF
1.
ドナーの異なる株をラインナップ（全6種類）！

※iPS細胞株のドナー、核型、分化誘導などの情報を弊社ウェブサイトで公開中

＜対象製品例＞
製 品 名
®

Cellartis human iPS cell line 18 (ChiPSC18) Kit
ラ ご購入に際してライセンス確認書が必要です。

ラ 営

容 量

製品コード

通常価格

キャンペーン価格

1 Kit

Y00305

¥340,000

¥204,000

営 営利施設の場合、ご購入前にライセンス（有償）を取得する必要があります。
詳細はお問い合わせください。

おススメ POINT !

★ クーポン 1

● ヒトiPS細胞株と専用培地 【 Cellartis DEF-CS 100 】のセット製品
● シングルセル継代で単層培養ができ、初めての方でも再現良く培養可能
● ゲノム解析についてのドナーコンセント取得済み

・ DEF-CS 500 Culture System
・ STEM-CELLBANKER GMP grade

20％
OFF

22. 肝細胞分化誘導キット 15％OFF
＜対象製品例＞
製 品 名
®

Cellartis iPS Cell to Hepatocyte Differentiation System

容 量

製品コード

通常価格

キャンペーン価格

1 Kit

Y30055

¥138,000

¥117,300

おススメ POINT!

★ クーポン 2
・ 肝細胞分化のモニタリングツール
・ DEF-CS 500 Culture Systemなど
・ STEM-CELLBANKER GMP grade

● 分化誘導に必要な培地が揃ったAll-In-Oneキット
● 25種類以上のヒトiPS／ES細胞で肝分化を確認済み
● 優れた再現性と、高い肝分化効率（＞90％）

20％
OFF

大量のDNA断片をカラム１つで一括精製
アガロースゲルからの切り出し、
PCR反応液からの直接精製、
どちらにも利用可能

NucleoSpin® Gel and PCR Clean-up Midi
✔ 4 mlのPCR反応液、4 gのアガロース片からDNA断片を精製
✔ pH indicator入りの結合用バッファーで、確実な操作が可能
✔ オプションのバッファーを使用することで、1本鎖DNAの精製も可能
yellow, pH＜6

green, pH＜6～7

blue, pH＞7

サンプルのpHが至適

サンプルのpHが少し高い
→pH調整が必要

サンプルのpHが高い
→pH調整が必要

pH indicatorの効果
サンプル溶液をカラムに加える前に、溶液の
状態が精製に適切かどうかを目で見て判別
できます。
適切なpHの溶液をカラムにチャージできる
ため、高い回収率を実現します。

製 品 名

NucleoSpin® Gel and PCR Clean-up Midi

NEW

容 量

製品コード

価 格

20回

740986.20

¥32,000

★☆ ［ 糞便、血液からのgDNA精製キット ］ お得な大容量品（250回用、100回用）を新発売 ☆★
製 品 名

NucleoSpin®

DNA Stool

NucleoSpin® Blood L

表示価格はすべて税別です。

容 量

製品コード

価 格

NEW

250回

740472.250

¥176,000

NEW

100回

740954.100

¥94,000
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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 ♪
期間： 5月7日（月）～6月29日（金）

方法1

メール会員に登録

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

タカラバイオ メールニュース

タカラバイオ

TGCA

検索

検索

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】

5月25日（金）

東京

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セミナー内容です。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。

遺伝子検査を始めよう！
食品環境検査のリアルタイムPCR

5月22日（火）
5月29日（火）

東京
大阪

検便検査、食中毒検査、品種判別、水質検査でリアルタイムPCRの導入を検討さ
れている方や、既に実施している中で不安のある方を対象に、遺伝子検査の基本
的な原理・概要を始め、豊富なラインナップを誇るタカラバイオの「遺伝子検査シス
テム」の使用例を、結果解析の実演を交えてご紹介します。

リアルタイムPCRの基礎
～発現解析のコツ～

5月28日（月）
5月30日（水）

東京
大阪

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。また、実験の目的やシーンに適した試薬や手
法を選択していただけるよう、各ステップで用いる酵素・試薬についてそれぞれの
特長や使い分け方法を具体的にご紹介します。

・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2018年5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。
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