
CRISPR-Cas9 ノックアウト・ノックインマウス

作製受託サービス
CRISPR-Cas9 によりご希望の標的遺伝子を ノックアウト /インしたマウスの　 

作製受託サービスをご提供致します。

株式会社マクロジェン・ジャパン　　メーカー略号：MAG

本サービスは韓国に拠点を置く Macrogen 社により

提供されます。Macrogen 社はソウル大学・トランス

ジェニック研究所から受け継いだトランスジェニック

およびノックアウト動物作製技術を保有しており、97 

年から遺伝子改変マウスの作製を行い、1,000 系統以

上の樹立実績を有しています。Macrogen 社の遺伝子

改変マウス作製技術とゲノム編集技術を組み合わせ、

ご希望の遺伝子ノックアウトマウスを短期間でリーズ

ナブルにご提供いたします。

記事 ID 検索 14599

図：ノックアウトマウス作製模式図

マイクロインジェクション

ファウンダーマウス作製胚移植

短期間でリーズナブル！

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

F1マウス作製・納品 99
　　万円

納期：約4か月

（参考価格）

初回ご利用特典！

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 および F1 マウスのジェノタイピング結果レポート
ご希望の F1 マウス

K0マウス作製を初めてご注文頂くお客様には、

上記をすべて合わせて…

納品物



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　　

CRISPR-Cas9 ノックアウト・ノックインマウス作製受託サービス

本サービスに含まれる作業内容は下記になります。

サービス内容

特定遺伝子のオフターゲットを考慮した 3～ 5種類の sgRNA デザイン。 

SPF grade マウス飼育施設でマウスを飼育。

ファウンダーマウス (F0) から抽出したゲノム DNAを用いて T7E1 アッセイと
キャピラリーシーケンス (ABI3730 使用 ) によるジェノタイピング解析 

ゲノム編集の成功が確認できた F0 ファウンダーマウス 1 ～ 3 匹を C57BL/6 と交配し
て F1 マウスを作製します。産子全頭について PCR によるジェノタイピング（PCR で
判別できない場合は T7E1 assay）を行い、選別された F1 マウス（4 週令）を実験動
物の専門委託運送業者を通じて納品（輸送費の別途請求はございません）。

ファウンダーマウス (F0) を最大 40 匹確保。

マイクロインジェクションされた胚を仮親
マウス（10-14 匹）に移植。 

In vitro バリデーションにより高い活性が確認された 1-2 種類の sgRNA
および Cas9 タンパク質を SPF マウス (C57BL/6N strain) の受精卵前核
（約 200 個使用）にマイクロインジェクションを行う。 

合成された Cas9 および sgRNA の in vitro バリデーションによる活性検証の実施。 

特定遺伝子用の Cas9 および sgRNA 合成。 
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納品物

サービス内容
記事 ID 検索 14599

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 および F1 マウスのジェノタイピング結果レポート
ご希望の F1 マウス　



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

参考価格および標準納期

コンベンショナルノックアウトマウス

コンディショナルノックアウト・ノックインマウス

マイクロインジェクションサービス

オプションサービス

※ 企業単位、あるいは大学の研究室単位で初めて本サービスをご利用いただける場合、特別価格でご利用いただけます。
※ F1 マウスが得られなかった場合や飼育中に死亡した場合でも、ノックアウトマウスの場合 96 万円、コンディショナルノックアウト・ノックインマウスの場合は 
156 万円を作業費として申し受けます。

納期は標準納期になりますので、状況により納期が延期となる可能性もございますのでご承知おきください。

お客様からご送付いただいた Cas9, gRNA, ドナーベクター等を受精卵にマイクロインジェクションします。
得られた F0 ファウンダーマウスの送料は別途ご請求となります。

サービス内容 標準納期
初回ご注文時
希望販売価格※

2 回目以降
希望販売価格

Cas9+sgRNA デザイン・合成 および in vitro バリデーション

4 ヶ月
990,000 円 1,200,000 円

マイクロインジェクション

ファウンダーマウス（F0）作製

F1 マウス作製・納品 3 ヶ月

サービス内容 標準納期
初回ご注文時
希望販売価格※

2 回目以降
希望販売価格

Cas9 ＋ sgRNA ＋ドナーベクター デザイン・合成 および

4～ 8 ヶ月
2,600,000 円 3,000,000 円

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

F1 マウス作製・納品 3 ヶ月

項目 参考価格 標準納期

受精卵 50 個使用 240,000 円

3 ～ 4 ヶ月

受精卵 100 個使用 400,000 円

受精卵 200 個使用 790,000 円

Genotyping (PCR) 223,000 円

Genotyping (cKO, KI/ PCR) 260,000 円

サービス名 サービス内容 希望販売価格

凍結胚作製

ご提供頂いた雄マウス 3 匹から精子を採取し、野生型 C57BL/6N 雌マウス 10-
30 匹 から採取した卵子と体外受精し、凍結胚を 200 個作製します。凍結胚は
ガラス化法により凍結し、液体窒素で保管します。作製した凍結胚の一部は、
融解後の生存率、体外培養での発生率を確認いたします。

260,000 円

凍結胚輸送
ドライシッパー（World Courrier）にて、指定施設まで輸送します。 317,000 円

ドライアイス梱包で（FedEx）指定施設まで輸送します。 47,000 円



お願い /注意事項

記載の希望販売価格は 2016年 9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　　
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

http://www.cosmobio.co.jp/ 12575

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 

CRISPR-Cas9 ノックアウト・ノックインマウス作製受託サービス

参考価格および標準納期

コスモ・バイオの受託サービスは、Webサイトに より詳細な情報を掲載しています。

お見積りやお問い合わせもこちらから行えます！

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

1  コスモ・バイオのホームページへ
記事 ID 検索 0000 このアイコンの数字を入力

お目当ての「記事 ID」を入力し、
検索をクリック！

3

トップページの
「記事 ID検索」を
クリック！

2

サイト内検索 商品検索 カテゴリ検索 品番検索 SDS 検索 SDS 検索メーカー情報
検索記事 ID 検索

0000

詳細情報へは、記事 ID検索コードを使うと便利です。

記事 ID 検索 14599
本サービスを紹介するコスモ・バイオのWebサイトからWebサイトから見積のご依頼をお願
い致します。サイトへコスモ・バイオのホームページ上にある「記事 ID検索」コードを使うと
便利です。詳しくは下記記事 ID検索の使用方法をご覧ください。

【 お問い合わせ先 】
ご質問・ご不明の点はカスタマー・サービス部 受託グループまでお問い合せください。
また、秘密保持契約のご希望につきましても、下記までご連絡をお願いいたします。
 TEL：03-5632-9615
 FAX：03-5632-9614
 E-mail：jutaku_gr@cosmobio.co.jp　


