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糖取り込み能力や
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代謝速度測定キット

p. 3p. 3
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ラット＆マウス
サンプル用あります !!

サンプル
あります

サンプル
あります
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もっと情報が知りたい方へ 

1  コスモ・バイオのホームページへGo!　　

記事 ID 検索 0000 このアイコンの数字が、
情報を得るための近道です！

お目当ての「記事 ID」を入力し、
検索をクリック！

3

www.cosmobio.co.jp

トップページの
「記事 ID検索」を
クリック！

2

まとめて検索 商品検索 カテゴリ検索 品番検索 SDS 検索 メーカー情報
検索 記事 ID 検索

0000

これだけ！

見やすい分子量サイズ・そのまますぐに使用可能
コスモ・バイオ　　   　　メーカー略号：DCBタンパク質分子量マーカー　SIMASIMA ラダー

しま しま

記事 ID 検索 11120Web 詳しい情報はWebサイトへ　記事 IDで簡単検索！

ちらしあります！

各3本セットは品番末尾 -3となります。

3-color/Broad Broad Low

KDa KDa KDa

SIMASIMA-LadderPrestained 

 品番 SS-3000 SS-2000 SS-2100
 添加量 10μL 10μL 10μL
 保存温度 4℃   4℃   4℃
 容量 500μL 500μL  500μL
 希望販売価格 ￥18,500 ￥15,500 ￥14,500 

Broad Low High

KDa KDa KDa

SIMASIMA-Ladder

3本
セット

あります

 品番 SS-1000 SS-1100 SS-1200
 添加量 5μL  5μL   5μL
 保存温度 4℃   4℃   4℃
 容量 500μL 500μL  500μL
 希望販売価格 ￥15,500 ￥14,500 ￥14,500 

希釈や熱処理の必要なし。そのまま使用可能！

少量サンプルもご用意、使いやすさの実感を！
　　サンプルのご依頼は…
　　営業部 03-5632-9610 までお問い合わせください。

記事 ID 検索 5329

Cat. No. ○○○○○

オーダーメイドゲル

プレートはガラス製です。手など切らぬ様
取扱には十分ご注意ください。

 保存： 2-10℃
（Storage)

     凍結厳禁：　Do not freeze!

マルチゲルと
ご一緒に！

サンプル
あります

電気泳動

マルチゲルの

http://www.cosmobio.co.jp/product/detail/dcb-20130529-1.asp?entry_id=11120&pdf=12305
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糖取り込み能力や糖消費量が分かる！
コスモ・バイオ　   メーカー略号：CSR2- デオキシグルコース (2DG) 代謝速度測定キット

ちらしあります！

記事 ID 検索 14794Web 詳しい情報はWebサイトへ　記事 IDで簡単検索！

インスリン抵抗性が高いと、インスリンが分泌されても血糖値が下がりにくく、最終的には糖尿病に

品名 品番 包装 希望販売価格

2-Deoxyglucose (2DG) Uptake Measurement Kit OKP-PMG-K01 
1 kit
 ￥91,000

  (100 test) 

糖取り込み能力を指標とすることの有用性

肥満 糖尿病

薬剤研究 Non-RI

グルコースと
2- デオキシグルコース (2DG) の違い
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2- デオキシグルコース

ココ !

原理
細胞

代謝系へ
グルコースの代わりに
2DG を使います。

2DG

2DG6P

2DGは 2DG6P に変化し、
そのまま細胞内に蓄積。
蓄積した 2FG6P を測定！

2- デオキシグルコース（２-DG）は 2- ヒドロキシ

ル基が水素原子に置換されているため、解糖系に

よる代謝を受けません。しかし、細胞膜上のグル

コーストランスポーターでは通常のグルコースと

の識別ができず、同じ頻度で細胞内に取り込まれ

ます。

　つまり、細胞内に取り込まれても細胞内に蓄積

するので、2-DG の細胞内取り込み量を測定すれば、
代謝されて細胞外へ排出されてしまう可能性があ
るグルコースよりも、細胞内への取り込み量を正
確に測定することが可能となります。

メタボリックシンドローム研究の強力ツール

なんと、RI 法よりもバックグラウンドが低い！
（Webをご覧ください！）

酵素サイクリング法による高感度検出

● 各組織・細胞でのグルコース取り込み速度は、

インスリン抵抗性を調べるときの重要な指標

つまり

インスリン抵抗性が高く、生活習慣病に

=血中からグルコースを取り込む能力が低い 細胞のグルコースの取り込み速度が遅い

 そのため、本キットは創薬を含めたメタボリックシンドロームの研究に有用なのです！

検出方法：発色 (420 nm)
感度：0～ 5 µM ( 高感度 )
操作時間：5～７時間 (２日間 )

広範囲な測定範囲 (0 ～ 50 µM ) をカバー、
３時間で測定が可能なキットも販売中（品番：MBR-PMG-K01）

http://www.cosmobio.co.jp/product/detail/2-deoxyglucose.asp?entry_id=14794&pdf=12305
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Santa Cruz Biotechnology, Inc.　　   メーカー略号：SCBCRISPR/dCas9 アクティベーション プラスミド

 強力な内在性転写因子活性化システム超

記事ID 検索 14683Web 詳しい情報はWebサイトへ　記事 IDで簡単検索！

（サンタクルズ バイオテクノロジー社）

SAM複合体が標的遺伝子の上流に位置する
特異的部位に結合して転写因子を動員し、
標的遺伝子の内在性転写を活性化

標的遺伝子

210 K ‒

EGFR

A B

ヒト用EGFR CRISPR活性化プラ
スミドをトランスフェクション
したHEK293T細胞におけるヒト
EGFR遺伝子の活性化

90 K ‒

55 K ‒
TLR2

A B

ヒト用TLR2 CRISPR活性化プラ
スミドをトランスフェクション
したHEK293T細胞におけるヒト
TLR2遺伝子の活性化

トランス活性化ドメインVP64 に融合した
不活性化型 Cas9（dCas9）ヌクレアーゼ（D10Aと
N863A）とブラストサイジン耐性遺伝子をコード
するプラスミド

 MS2-p65-HSF1 融合タンパク質とハイグロ
マイシン耐性遺伝子をコードするプラスミド 

標的特異的 20 塩基ノンコーディング RNA
配列とピューロマイシン耐性遺伝子を
コードするプラスミド

dCas9-VP64-Blast
PLASMID

MS2-P65-HSF1-Hygro
PLASMID

MS2-P65-HSF1融合タンパク質：
転写活性化効率を増大

sgRNA (MS2)-Puro
PLASMID

SAM転写因子活性型システムの原理
CRISPR/dCas9 活性化プラスミドは、以下の３種のプラスミドの質量比 1:1:1 で構成されます。

■ 標的特異的 20 塩基ノンコーディング RNA配列に配
向され、SAM複合体は標的遺伝子の転写開始部位
（TSS）から約 200 塩基上流に結合して大量の転写因
子を動員し、標的遺伝子の内在性発現を活性化する

■ ブラストサイジン、ハイグロマイシン、およびピューロ
マイシンによりCRISPR/dCas9 活性化プラスミドが安
定してトランスフェクションされた細胞を選択

■ 2 種の製品フォーマット:
 　　　　精製済みプラスミドとレンチウイルス粒子

dCas9（D10A, N863A）:  
不活性型Cas9、SAM複合体
のDNA結合を可能とする 20塩基非翻訳RNA配列 :  

SAM複合体を
ゲノムDNA内の特異的
標的部位に導く

核局在化
シグナル

MS2アプタマー修正型テトラループと
ステムループ２（MS2ループ）を含み、
MS2-P65-HSF1融合タンパク質の結合を促進

レンチウイルス粒子もご提供しています。

CRISPR/dCas9 Lentiviral Activation Particles     
希望販売価格：　￥82,000

CRISPR/dCas9 Activation プラスミド
　　希望販売価格：　￥72,000 品番など詳細は、Webでご確認ください。

合成生物学 遺伝子機能研究

CRISPR/dCas9 とは？

CRISPR/Cas9 技術の応用ツールで、3種のプラスミドで
構成される相乗的活性化媒介物（SAM) 複合体を産生し、
強力に内在性転写因子を活性化することができます。

本商品は、Cas9の二本鎖DNA切断活性をなくしたdCasおよびgRNAの複合体が、狙った部位特異的に転写活性化因子を送達することを利用したCRISPR/Cas9技術の応用ツールです。
転写活性化因子を標的部位へと運び、内在性の転写因子そして、標的遺伝子を強力に活性化します。

        ゲノム編集についてもっと詳しく知りたい方は…　　http://www.cosmobio.co.jp/ ⇒ 商品情報 ⇒ カテゴリから探す ⇒ 分子生物 ⇒ ゲノム編集 ⇒ ゲノム編集概論

サンタクルズ社は、世界のリーディングカンパニーです
研究に必要な 抗体、siRNA/shRNA、レンチウイルス粒子、バイオケミカル、ラボウェア製品を取り揃えています。

CRISPR ADVANTAGES gRNAが特異的に遺伝子を識別
標的遺伝子研究用のツールをデザイン済
優れたコストパフォーマンス

トランスフェクションにそのまま使用可能
ゲノムワイドな商品ラインアップ

高効率な遺伝子ノックアウト OR 活性化‣
‣
‣

‣
‣
‣ パンフあります！

http://www.cosmobio.co.jp/product/detail/crispr-cas-activation-plasmid-scb.asp?entry_id=14683&pdf=12305
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Ingenious Targeting Laboratory, Inc　　　メーカー略号：ITL遺伝子改変モデルマウス作製受託サービス

豊富な経験と実績 ! 驚きの成功報酬形式！　

記事 ID 検索 14775Web 詳しい情報はWebサイトへ　記事 IDで簡単検索！

パンフあります！

（インジーニアス ターゲティング ラボラトリー社）

株式会社マクロジェン・ジャパン　　メーカー略号：MAGCRISPR/Cas9 ノックアウトマウス作製受託サービス

 短期間でリーズナブル！

記事 ID 検索 14599Web 詳しい情報はWebサイトへ　記事 IDで簡単検索！

パンフあります！

参考価格および標準納期

上記項目1, 2 に関しましてはファウンダーマウス (F0) が得られなかった場合や飼育中に死亡した場合でも
ご請求になりますのでご注意ください。
納期は標準納期になります。状況により納期が延期となる可能性もございますことをご承知おきください。

 項目 サービス内容 標準納期 参考価格

 1 Cas9+sgRNA デザイン・合成 
4 週間

 

1,030,000 円  及び in vitro バリデーション

 2 マイクロインジェクション 2 週間 

 3 ファウンダーマウス (F0) 作製・納品 2ヶ月 370,000 円

  合計 約 4 ヶ月 1,400,000 円

サービス内容

 ES 細胞を用いた ES 細胞を用いた CRISPR の受精卵
 ゴールドスタンダード相同的組換え CRISPR 相同的組換え マイクロインジェクション

ファウンダーマウス（F0) 樹立期間 
7 カ月 5 カ月 3 カ月（1回のインジェクション）   

F1 マウスの 
10 カ月 ８カ月 6 カ月生殖系列確認までの期間

オフターゲット効果 生じない ほぼ生じない 可能性あり
モザイク遺伝 なし なし あり
コスト 中 低 低

生殖系列保証マウス 可　能 可　能 可　能

マウスモデル作製実績1,400 以上！実績豊富

独自開発 FLP ES 細胞株で時間とコスト削減時間 /コスト削減

独自開発の ES 細胞株は 90% 以上の正倍数体比率生殖細胞系列保証マウス

95% 以上の顧客満足度高い満足度

F1 マウスが得られなかった場合は、請求なし！驚きの成功報酬形式

Cas9+sgRNA デザイン・合成及び
in vitro バリデーション

マイクロインジェクション

ファウンダーマウス (F0) 作製・納品 140
　　万円

納期：約4か月

（参考価格）

CRISPR/Cas9 のデザイン結果レポート
CRISPR/Cas9 の合成と in vitro validation 
結果レポート
F0ファウンダーマウスのジェノタイピング
結果レポート
最低3匹の F0ファウンダーマウス

･･･をすべて合わせて、納品物

ゲノム工学 受託サービス

ゲノム工学 受託サービス

http://www.cosmobio.co.jp/product/detail/knock-out-mouse-service-mag.asp?entry_id=14599&pdf=12305
http://www.cosmobio.co.jp/product/detail/ingenious-targeting-laboratory.asp?entry_id=14775&pdf=12305
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高純度！ 高特異性！
SignalChem Pharmaceuticals, Inc.　   メーカー略号：SCP
（シグナルケム社）活性型キナーゼ & 各種酵素

カタログあります！

記事 ID 検索 11184Web 詳しい情報はWebサイトへ　記事 IDで簡単検索！

ご覧ください！
他社品よりも優れた活性を保持しています。

図 1．シグナルケム社活性型酵素について他社商品との活性比較
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すべての試験は適切な同じ条件下で行った。

500種を超える活性型キナーゼ
カタログ！大好評配布中！

各遺伝子の情報をはじめ、タンパクの発現系や法
規制、タグ、配列などを一目でご確認いただけます。
巻末には別名索引を設けておりますので、検索も
簡単です！コスモ・バイオWEBサイトの
「カタログ請求」よりご請求ください。

活性型 キナーゼ
活性型 アセチルトランスフェラーゼ
活性型 アルギニンデイミナーゼ
活性型 ヒストン脱アセチル化酵素
活性型 メチルトランスフェラーゼ
活性型 ホスファターゼ
活性型 ホスフォジエステラーゼ

高特異性
高い S/N 比で優れた結果を実現！ 
厳密なQCにより特異活性を測定

高純度　＞90～ 95％
融合タンパク質（His, GST タグ） 
効率的な精製

キナーゼとは？

　リン酸化は、タンパク質及び脂質の翻訳後修飾（PTM；
posttranslational modification）の主要なステップで、細胞内のタン
パク質及び脂質の機能を調節する最も効果的な方法の 1 つです。
　プロテインキナーゼは、細胞内の多様なシグナル経路に関与する、
高度に調節されたタンパク質で、成長因子、サイトカイン、ホルモ
ン類などの様々なプロテインキナーゼターゲット活性をオン又はオ
フに切り替え、それによりさらにその下流の基質タンパク質を調節
します。
　プロテインキナーゼによるシグナルの欠陥は、多くのヒトの疾患
の原因となり、これらのターゲットは、治療介入のために積極的に
追及されています。小分子の阻害剤や中和抗体を用いたプロテイン
キナーゼのターゲッティングは、癌などの様々なヒトの疾患の治療
に非常に有益です。プロテインキナーゼをターゲットとするいくつ
かの薬剤が既に承認され、さらに多くの候補薬が臨床試験中です。

がん研究 薬剤研究非常に精製度の高い、活性のあるヒトリコンビナントタンパク質を
製造する専門企業からご提供！

ハイスループットスクリーニングを成功させるためにはターゲットとなるキナーゼが重要な因子となりますが、シグナルケム社
の高精製度キナーゼはバキュロウイルス発現系で作製（一部例外あり）したリコンビナントタンパク質で、変異活性を抑制して
いるため、信頼性の高い結果を得ることができます。

キナーゼプロファイリングサービスもあります！
約450 種類のキナーゼによる酵素活性ベースの阻害剤の探索・解析に
最適なプロファイリングサービス 記事 ID 検索 14771

　バルクサイズ　  や
変異を入れたカスタム品　　　　　　　　 も
承っております。お気軽にお問合せください。

記事 ID 検索 14772

お問い合わせは、コスモ・バイオ商品取扱いの販売店または、
コスモ・バイオのお問い合わせ窓口（裏表紙記載）まで･･･

http://www.cosmobio.co.jp/product/detail/scp-20130611-1.asp?entry_id=11184&pdf=12305
http://www.cosmobio.co.jp/product/detail/custom-protein-scp.asp?entry_id=14772&pdf=12305
http://www.cosmobio.co.jp/product/detail/kinase-profiling-scp.asp?entry_id=14771&pdf=12305
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Hycult Biotech (Former Hycult biotechnology)　　　メーカー略号：HCBミエロペルオキシダーゼ（MPO）ELISA

ラット＆マウスサンプル用あります !! ！　

記事 ID 検索 1028Web 詳しい情報はWebサイトへ　記事 IDで簡単検索！

パンフあります！

（ハイカルト バイオテック社）

8 月上旬
発行予定

CR3
CR1

C3b

Fcg-R

C5a

Azurophilic Granules

Tertiary Granules

Secretory Vesicles

• LL-37
• Calprotectin
• Elastase
• Proteinase 3
• Azurocidin (CAP-37)
• Bactericidal Permeability

Increasing Protein (BPI)
• Defensins
• Myeloperoxidase

• Lactoferrin
• Cathelicidin
• NGAL

• CR1
• Albumin

O2                   H2O2                        H2O + O2

SOD        catalase

myeloperoxidase
Cl-

HOCl

nitrotyrosine
NO -

LPS
LP

S

ミエロペルオキシダーゼ（MPO）は、バイオマーカーとし
て広く研究されています。生体防御の役割を果たし、アテ
ローム性動脈硬化症、肺がん、アルツハイマー病、多発性
硬化症のような多数の疾患への関与が報告されています。

全サンプル検証済み！
直線性：1.03
相関係数：0.998　（マウスMPO ELISA）

各種疾患研究

品名 適用サンプル 測定範囲 サンプル量 品番 包装 希望販売価格

ラット MPO ELISA
　　　　　● 細胞培養上清
　　　　　● 血漿
　　　　　● 組織ホモジネート

3.9-250
ng/ml

100
µL/well

HK105-01 1 × 96 test ¥117,000

HK105-02 2 × 96 test ¥189,000

マウス　MPO ELISA
　　　　　● 細胞培養上清
　　　　　● 血漿
　　　　　● 組織ホモジネート

1.6-100
ng/ml 100

µL/well

HK210-01 1 × 96 test ¥98,000

HK210-02 2 × 96 test ¥158,000

特にオススメ！
ユニークなキット !!

Enzo Life Sciences,Inc.　　メーカー略号：ENZBIOMOL®  Green 試薬

試薬を加えるだけ！ 遊離リン酸を簡単検出！
（エンゾライフサイエンス社）

記事 ID 検索 11810Web 詳しい情報はWebサイトへ　記事 IDで簡単検索！

パンフあります！

www.enzolifesciences.com

®

● プロテインホスファターゼアッセイ
● リン脂質ホスファターゼアッセイ
● ATPase アッセイ

アプリケーション例
BIOMOL® Green は、様々な脱リン酸化酵素アッセイに利用できます！

● チロシル tRNA合成酵素
　(ピロホスファターゼ結合 ) アッセイ

● ウイルス RNAトリホスファターゼアッセイ

品名 品番 包装 希望販売価格

BIOMOL®  Green Reagent BML-AK111-0250 250 mL ¥23,000
（リン酸スタンダード入り） BML-AK111-1000 1 L ¥62,000

BIOMOL® Green を用いたキットもございます。詳しくは、パンフレットをご覧ください。

便利な高感度比色試薬：遊離リン酸を 1ステップで定量！
（abs：600-680 nm）（~50 pmol in 100 µL）。

マラカイトグリーンの改良型：モリブデン酸との混合操作不要！
長期保存可能（4℃で 6ヶ月間）       ハイスループットアッセイに最適

免疫 代謝関連

リン酸 (Pi) 測定の重要性

タンパク質や脂質などのリン酸化
および脱リン酸化は、生体内の様々
なシグナル伝達に関与しています。
そのためリン酸の測定は免疫や代
謝関連の研究に有用です！

バイオモルブランドは、
エンゾライフサイエンス社よりご提供いたします。
エンゾ社商品はコスモ・バイオよりお求めいただけます。

ミエロペルオキシダーゼは、好中球に多く存在し、
ペルオキシダーゼに分類される酵素です。
過酸化水素（H2O2）と塩酸イオン（Cl-) から次亜
塩素酸（HOCl）を生成する反応を触媒します。

http://www.cosmobio.co.jp/product/detail/enz-20131016-3.asp?entry_id=11810&pdf=12305
http://www.cosmobio.co.jp/product/detail/products_hcb_20060123.asp?entry_id=1028&pdf=12305


　● 希望販売価格 ･･･ 「希望販売価格」は参考であり、販売店様からの販売価格ではございません。
  記載の希望販売価格は２０１5年8月１日現在の希望販売価格です。
  予告なしに改定される場合がありますので、ご注文の際にご確認下さい。消費税は含まれておりません。
　● 使  用  範  囲 ･･･ 記載の商品は全て、「研究用試薬・機器」です。
  人や動物の医療用・臨床診断用・食品用等としては使用しないよう、十分ご注意ください。

(12305)
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　コスモ・バイオに いいものあります！      第 7 号　2015 年 8 月〈隔月〉発行

Biological Industries Ltd.　　   メーカー略号：BLGUSDA グレード高品質ウシ胎児血清［FBS］

FBSと試薬を一緒に購入して大変お得！

記事 ID 検索 1286Web 詳しい情報はWebサイトへ　記事 IDで簡単検索！

パンフあります！

（バイオロジカルインダストリー社）

バイオロジカルインダストリーズ社のウシ胎児血清（FBS: Fetal Bovine Serum）は、
品質マネジメントシステム ISO9001: 2008 および ISO13485: 2003に準拠して製造さ
れた、高品質な USDA グレードの FBSです。

細胞培養

■ USDA グレード FBS
■ 非働化処理済み FBS
■ チャコール（活性炭）処理済み FBS
■ 透析処理済み FBS
■ Tet システム用 FBS
■ γ（ガンマ）線照射済み FBS
■ ES 細胞培養用 FBS
■ 間葉系幹細胞（MSC）培養用 FBS

ウシ胎児血清（FBS）10 本以上購入予定のお客様には、
ロットチェックサンプルをご用意しています。

上記は、組合せの一例です。ご希望に合わせお見積りいたしますので、Webサイトおよびパンフレットの
「評価用 FBS ロットチェックサンプル申込用紙」にてご依頼ください。

1 x 500 mL FBS

5 x 500 mL 
PBS

3 x 100 mL
L-Glutamine 

5 x 100 mL
 Trypsin

2 x 100 mL
Pen-Strep

に対して･･･

使用本数
（目安）

細胞培養おまとめ購入プラン
細胞培養に必須試薬をまとめて

お安く購入する
お見積りプランをご提案いたします！

取扱い FBS 一覧
サンプル
あります

アメリカ農務省（USDA) により BSE
（ウシ海綿状脳症）と FMD（口てい疫）
に感染していないと認証された国々
（主にパナマ、オーストラリア）の原
材料を使用ています。

原材料

http://www.cosmobio.co.jp/product/detail/00760002.asp?entry_id=1286&pdf=12305
http://www.cosmobio.co.jp/index.asp?pdf=12305

