
キャンペーン 3 ハイブリオーブン30％OFF!!

すべての
お客様に !!

ハイブリオーブン30％
OFF

キャンペーン中の参考価格

￥462,000

希望販売価格

￥660,000

キャンペーン 2 プローブ3 本購入したら1 本無料 !!

すでに

お使いの
お客様限定 !!

ターゲットプローブ　3本

購入 すると… 無料！

ターゲットプローブ　1本

詳細は次ページへ !!

新規の
お客様限定 !!

検出試薬キット

購入 すると…

キャンペーン 1 試薬購入で、コントロール商品を無償提供+プローブ＆セットアップ料が割引 !!

￥109,000

無償提供 !!
● コントロールスライド
● ポジティブ
 コントロールプローブ
● ネガティブ
 コントロールプローブ

ターゲットプローブ

￥177,000

￥59,000

￥100,000

￥30,000

セットアップ料

Advanced Cell Diagnostics社

アッセイ

夏
得

超高感度＊

差をつけろ！
RNA in situ hybridizationで

＊従来の dig-ISH よりも 100 倍以上

キャンペーン期間

2016年 7月 19日　  ～

　　2016 年 9月 16日 　 まで

火 

金

キャンペーン番号

1609
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ご新規のお客様
も、すでにご利用のお客さまもお得 ! !



商品の価格・在庫・納期に関するお問い合わせ TEL: 03-5632-9630　　FAX: 03-5632-9623　　E-mail: nouki@cosmobio.co.jp

アッセイ夏得キャンペーン!!
キャンペーン期間

キャンペーン番号

2016年 7月 19日　  ～ 2016 年 9月 16日 　 まで火 金

1609

RNAscope® とは？

特 長 1

特 長 2

特 長 3

超高感度 - 従来の dig-ISH よりも 100 倍以上の超高感度
RNA in situ hybridization 技術です

あらゆる動物種のターゲットで使用可能です

シングルコピーの RNA を検出可能で、ドット数をカウントす
る事でコピー数の定量が可能です

RNAscope® Dig-ISH

図1　サルFFPE切片のサル免疫不全ウイルスの染色結果

いま話題のターゲットも検出可能です !!

Duplex染色

※国立感染症研究所　感染病理部　中島典子先生よりデータをご提供頂きました。

RED染色

ジカウイルス（strain MR776, Uganda, LC002520.1) のゲノム RNA(+ 鎖）

および相補的 RNA（- 鎖 ) の染色結果（写真中央および右：赤色）※

サンプル：ジカウイルス感染ベロ細胞 FFPE 切片   　

PD-L1（緑色）と CD8（赤色）の二重染色写真。

サンプル：ヒト肺がん FFPE 切片

RNAscope®は、下記の研究分野や解析に最適です。

！！

もっと 詳細はWeb へ
記事 ID 検索 9056
コスモ・バイオホームページのサイト内検索エンジン「記事 ID 検索」に、
この商品のページ ID（左記のアイコンの数字）を入力してください。
ダイレクトにページへ行くことができます。

RNAscope®は、下記の研究分野や解析に最適です。
また、使用文献数も年々増加しており、非常に注目を浴びているテクノロジーです。

使用文献数

460報
突破しました！！

発現レベルの低いターゲット遺伝子の解析

免疫組織染色 (IHC)の検証

新規バイオマーカーの探索
（がん）

Non-coding RNA解析

幹細胞研究 

HPV の検出
感染症ウイルスの検出

使
用
文
献
数

がん
感染症
HPV
炎症

神経科学
non-coding RNA

幹細胞研究
内分泌系

発生生物学
その他

使用文献数

使用文献の研究分野 2011-2015 年使用文献数が累計460報を突破！（2016年 5月時点）
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RNAscope® の商品詳細は
コスモ・バイオホームページをご覧ください。

動画で早わかり！
RNAscope® テクノロジーも

ご覧いただけます。



商品に関するお問い合わせ　TEL: 03-5632-9610　　FAX: 03-5632-9619　　E-mail: service@cosmobio.co.jp
www.cosmobio.co.jp

アッセイ夏得キャンペーン!!
キャンペーン期間

キャンペーン番号

2016年 7月 19日　  ～ 2016 年 9月 16日 　 まで火 金

1609

キャンペーン 1

新規の
お客様限定 !! 検出試薬キット

購入 すると… 半

 品　番 xxxxxx
 品　名 RNAscope® Target Probe - Hs-xxx
 サイズ 1 vial (20 slides 分 )
 希望販売価格 ￥177,000

キャンペーン中の ￥59,000　参考価格

 品　番 320269
 品　名 Setup Fee for New Standard Probe
 サイズ 1 serv.
 希望販売価格 ￥100,000

キャンペーン中の ￥30,000　参考価格

＊メーカーですでに作製済みのターゲットの場合は左側のターゲットプローブのみ、
　カスタム作製の場合は右側のセットアップ料が別途必要となります。 

ターゲットプローブ

ご購入例 ヒト FFPE切片、マニュアルアッセイ (Brown) の場合
検出試薬キット（ご購入いただくもの）

 品　番 322300
 品　名 RNAscope® 2.5 HD Reagent Kit- Brown
 サイズ 1 kit (20 slide 分 )
 希望販売価格 ￥315,000

Advanced Cell Diagnostics, Inc.　　　メーカー略号：ADC

試薬購入で、コントロール商品を無償提供+プローブ＆セットアップ料が割引 !!

ターゲットプローブ

￥177,000

￥59,000

￥109,000

無償提供 !!
● コントロールスライド
● ポジティブ
 コントロールプローブ
● ネガティブ
 コントロールプローブ ￥100,000

￥30,000

セットアップ料
キャンペーン期間中、検出試薬をご購入頂いたご新規のお客様に、コントロール商品を
無償で、ターゲットプローブとセットアップ料を特別価格でご提供させて頂きます。

申し込み方法 http://www.cosmobio.co.jp/RNAscope_summer
コスモ・バイオのWebサイト「キャンペーン情報」、上記のURL、右記QRコードのいずれか
からキャンペーンサイトに行き、専用フォームよりお申し込みください。

コントロールプローブ

 品　番 313901
 品　名 RNAscope® Positive Control Probe - Hs-PPIB
 サイズ 1 vial (20 slide 分 )
 希望販売価格 ￥30,000

 品　番 310043
 品　名 RNAscope® Negative Control Probe - DapB
 サイズ 1 vial (20 slide 分 )
 希望販売価格 ￥30,000

* 実験プロトコール、サンプルの前処理条件の検討、およびサンプルの品質確認にご使用頂けます。
また、得られたシグナルの特異性の確認に上記Negative Control Probe のご使用を推奨しております。

コントロールスライド

 品　番 310045
 品　名 RNAscope®  Control Slides - Human Hela Cell Pellet
 サイズ 1 unit (4 slide 入 )
 希望販売価格 ￥49,000

＊メーカー推奨の固定条件で作製されたスライドです。コント
ロールプローブで染色を行うことで、実験手技の確認にご使
用頂けます。

無償提供 !!

無償提供 !!

無償提供 !!

無償提供品

割引品



お願い /注意事項

記載の希望販売価格は 2016年 7月 1日現在の価格で、予告なく改定され
る場合があります。また、「希望販売価格」「 キャンペーン中の参考価格」は参考価格であり、
販売店様からの実際の販売価格ではございません。ご注文の際には販売店様へご確認くだ
さいますようお願い申し上げます。表示価格に消費税は含まれておりません。

希望販売価格

記載の商品およびサービスは全て、「研究用」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。
使用範囲

記載の社名・商品名等の名称は、弊社または各社の商標または登録商標です。

商品の価格・在庫・納期に関するお問い合わせ
　TEL: 03-5632-9630（受付時間 9:00～ 17:30）
　FAX: 03-5632-9623　　E-mail: nouki@cosmobio.co.jp

商品に関するお問い合わせ
　TEL: 03-5632-9610（受付時間 9:00 ～ 17:30）
　FAX: 03-5632-9619　　E-mail: service@cosmobio.co.jp

http://www.cosmobio.co.jp/ 12538

取扱店

本社所在地　〒135-0016　東京都江東区東陽 2-2-20 東陽駅前ビル 

アッセイ夏得キャンペーン!!
キャンペーン期間

キャンペーン番号

2016年 7月 19日　  ～ 2016 年 9月 16日 　 まで火 金

1609

キャンペーン 3

すべての
お客様に !!

ハイブリオーブン30％
OFF

キャンペーン期間中、下記 EZ-Batch スライドシステム 付きの
ハイブリダイゼーションオーブンを 30％オフ価格でご提供致します。   

＊プローブハイブリダイゼーショ
ン反応中のプローブの乾燥を防
ぎ最適な湿度を保つ、非常に密
封性が優れたオーブンです。

構成品　RNAscope® EZ-Batch™ Slide Processing System

構成品
　・ HybEZ™ Oven
　・ HybEZ™ Humidity Control Tray
　・ HybEZ™ Slide Rack
　・ RNAscope® EZ-Batch™ Slide Processing System

品名 品番 包装 希望販売価格 キャンペーン中の参考価格

ACD HybEZ Hybridization System (110VAC)   
321461  1 set ¥660,000 ¥462,000with ACD EZ-BatchTM Slide System

Advanced Cell Diagnostics, Inc.　　　メーカー略号：ADC

キャンペーン 2

すでに

お使いの
お客様限定 !!

ターゲットプローブ　3本

購入 すると… 無料！

ターゲットプローブ　1本

最大 20 スライドまでセットでき、複数スライドを同時に洗浄操作が行えます。
また、 HybEZ™オーブンのコントロールトレイにそのまま入れる事ができ、効率的に実験を
進める事ができます。

プローブ3 本購入したら1 本無料 !!

ハイブリオーブン30％OFF !!

申し込み方法 http://www.cosmobio.co.jp/RNAscope_summer
コスモ・バイオのWebサイト「キャンペーン情報」、上記のURL、右記QRコードのいずれかから
キャンペーンサイトに行き、専用フォームよりお申し込みください。

キャンペーン期間中、ターゲットプローブを 3本ご購入頂いたお客様に、ご希望のターゲットプローブを
1本プレゼント致します。カスタムプローブをご希望の場合は、別途セットアップ料金を頂戴いたします。


