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What’s PrimePCR ?

PrimePCRは、最新の情報とアルゴリズムを用いて設計したリアルタイムPCR（qPCR）およびDroplet Digital™PCR（ddPCR™）
用のプライマーおよびプローブセットです。ヒト、マウス、ラットの遺伝子発現解析PrimePCR製品は、実際に実験をして感
度良く解析できることを検証しています。

 信頼性の高いアルゴリズムにより設計されています。

 多くの製品がWet-Labで検証され、そのパフォーマンスが約束されています。
 遺伝子発現（qPCR）、変異検出（ddPCR用）、コピー数多型（ddPCR用）の解析に最適です。
 MIQE ガイドラインに準じています。

Complete Solution for Real-Time PCR

■■ Aurum™ Total RNA Kits

■■ iScript™ cDNA Synthesis Kits

■■ Supermixes for qPCR

■■ PCR plates and tubes

■■ Real-time PCR instruments

■■ CFX Manager Software

Wide Range of Predesigned Disease- 
and Pathway-Specific Panels
■■  

Expertly curated to include  
the most biologically relevant  
gene targets■■  
Customizable to include different 
gene targets of interest■■  
Integrated with CFX Manager

™ 

Software

Wet-Lab Validation of Every Primer Pair

■■ Offers guaranteed performance

■■  
Eliminates time-consuming 
optimization■■  
Aids in minimum information  
for publication of quantitative  
real-time PCR experiments 
(MIQE) compliance

Advantages

●   次世代シーケンサーにより増幅産物の
配列を検証しています。

●  遺伝子多型（SNPs）を含む配列を避け
たデザインを行っています。

●  可能な限りイントロンを挟んだ配列を
デザインしています。

　　 
●  cDNAの二次構造を考慮した設計が施さ

れています。

●  なるべく多くのアイソフォームが検出
できるようにデザインしています。　
　 

●  標準的なアッセイ条件で増幅できるよ
うな配列をデザインしています。

アッセイデザインの特長

PrimePCRとは

Wet-Labにて検証済み 

▪ パフォーマンスを約束

▪ 検証データは、公開

▪ 最適化実験を省略

▪ MIQEガイドラインに準拠＊

幅広いプレデザインの疾患パネ
ルやパスウェイパネルを用意

▪   生物学的に重要な遺伝子標的を含むよ
うにキュレーション

▪   プレデザインプレートを元に、興味の
ある遺伝子をカスタム編集可能

▪   CFX Manager™と連動し、Run情報を
CFXにダウンロード可能

豊富なアプリケーション試薬、
機器、ソフトウェアに対応

▪   Aurum™ Total RNA Kits

▪   iScript™ cDNA Synthesis Kits

▪   Supermixes for qPCR

▪   PCRプレートやチューブ

▪   リアルタイムPCR機器

＊MIQEガイドライン：Bustin SA et al. (2009). MIQE guidelines: Minimum information for publication of quantitative real-time PCR experiments. Clin Chem 55, 611-622.
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PrimePCRTM Assays And Panels

プレデザインプレート
シグナル関連遺伝子、疾患関連遺伝子、代
謝関連遺伝子、タンパク質機能関連遺伝子、
SABプレート、リファレンス遺伝子用プレデ
ザインプレートなどの幅広いラインナップを、
バリデーション済みの96/384 wellフォーマッ
ト に て ご 提 供 し て お り ま す。SYBR® Green 
Assaysのみとなります。

カスタムPCRプレート
96/384 wellフォーマットでのリアルタイム 
PCR用カスタムPCR プレートが作成できます。
プレデザインプレートを元に一部の遺伝子を
変更するなど、簡単にカスタムプレートを作
成することが可能です。SYBR® Green Assays
のみとなります。

リアルタイム PCR アッセイ Droplet Digital PCR アッセイ

生物種 Human, Mouse, Rat Human

ケミストリー SYBR® Green/Probe アッセイ Probe アッセイ

アプリケーション 遺伝子発現解析、プレアンプアッセイ 変異解析、CNV解析

フォーマット Tube
96/384 well プレデザイン プレート※

96/384 well カスタムデザイン プレート※

Tube

※ SYBR® Greenアッセイのみのご提供となります

各種アッセイフォーマットの違い（Wet-Lab バリデーション）

PrimePCRの製品ラインアップ
■ リアルタイムPCR用

プレデザインされたSYBR® Green アッセイ
幅広い転写産物を網羅したプライマーアッセイ。リアルタイムPCR用試薬

（SsoAdvanced Universal SYBR Green Supermixなど）と組み合わせて遺伝
子発現解析にご利用ください。200、1,000、2,500反応をご用意しています。

プレデザインされたProbe アッセイ
幅広い転写産物を網羅したプローブアッセイ。リアルタイムPCR用試薬

（SsoAdvanced Universal Probe Supermixなど）と組み合わせて遺伝子発
現解析にご利用ください。500、1,000、2,500反応をご用意しています。

Reference Gene アッセイ
SYBR® Greenやプローブアッセイの標準化やバリデーショ
ンに必要なコントロール（ハウスキーピング遺伝子）のプ
ライマー・プローブセットをご用意しています。

PreAmp アッセイ
プレアンプリフィケーション専用のターゲット特異的プライマーセット
をご用意しています。

DNA テンプレート
リアルタイム PCRのポジティブコントロールとして利用できる、デザイ
ン済みの特定遺伝子配列で構成された合成DNAテンプレートをご用意し
ています。

コントロール アッセイ
リアルタイム PCRの逆転写効率、ゲノムDNAのコンタミネーションチェッ
ク、 RNAの品質確認、そしてPCRのパフォーマンスを評価できるコント
ロールアッセイ用試薬をご用意しています。

■ Droplet Digital PCR用
Droplet Digital PCR アッセイ
Droplet Digital PCR アッセイ用の変異解析、CNV（コピー数多型）解析、
遺伝子発現解析用のプライマーおよびプローブセットをご用意しており
ます。またカスタムアッセイにて遺伝子配列や遺伝子名よりアッセイを
設計することも可能です。
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What’s the benefit of PrimePCR ?

PrimePCRはリアルタイムPCRおよびDroplet Digital PCRを用いた研究を加速させる最高のツールです。リアルタイムPCRの遺
伝子発現解析アッセイの多くは、次世代シーケンサー（NGS）により増幅産物の遺伝子配列を確認しており、さらにWet-Lab
にてそのパフォーマンスが検証されています。幅広いアッセイ条件に適応し、ready-to-useで使用することができます。

Human, MouseそしてRatに関しては、感度・特異度・検量線の直線性・増幅効率等は検証済みの
PrimePCR Wet-Labバリデーションアッセイをご用意しています。

また、Droplet Digital PCRに関しても変異解析やコピー数多型解析（CNV）に関してもWet-Labバリ
デーションアッセイを幅広くご用意しております。その他に遺伝子発現解析用のEvaGreen®を用い
たプライマーセット、In-Silicoの変異解析アッセイなどクオリティーの高い製品ラインアップを幅広
い遺伝子に対してご提供しております。 

PrimePCRの有用性

Wet-Lab バリデーション Expertly デザイン

Human, Mouse & Rat
Monkey, Yeast, Zebrafish, 

Cow, Pig, Rabbit, Dog, 
Chicken & Arabidopsis 

SYBR Green & Probe 
アッセイ

○ ○

PreAmp アッセイ ○ ○

プレデザインプレート ○ ×

カスタムプレート ○ ○

コントロールアッセイ ○ ○

リファレンス遺伝子
アッセイ

○ ○

リファレンス遺伝子
プレートフォーマット

○ ×

Human, MouseおよびRat以外の種にはExpertlyデザインアッセイをご利用ください

デザインの特長 有用性

可能な限りイントロンを挟んだ配列 cDNAのみを検出しゲノムDNAのコンタミネーションによる増幅を防ぎます

cDNAの二次構造を考慮 cDNAが形成する二次構造による増幅効率の低下を防ぎます

遺伝子多型（SNPs）を含む配列を避けたデザイン SNPを含まない配列により、個人差、系統差による増幅効率の差が生じません

アッセイの特異性 非ターゲット配列からの非特異的増幅を回避する設計が施されています

幅広い転写産物を検出可能とするデザイン アイソフォーム、スプライシングバリアントを検出できるよう設計されています

Wet-Lab バリデーション 有用性

6-Pointの段階希釈 検証済みの増幅効率、ダイナミックレンジ、高いリニアリティー

ゲノムDNA増幅の検証 ゲノムDNAのコンタミネーション配列が増幅しないことを検証

融解曲線分析 目的PCR産物の融解曲線を確認し、非特異的な増幅産物がないことを確認

次世代シーケンサーによる配列検証 増幅産物を次世代シーケンサー（NGS）を用いて、配列を確認

■ Tubeフォーマットの特長

PrimePCR Assay Validation Report
Products used to generate validation data

Real-Time PCR Instrument CFX384 Real-Time PCR Detection System

Reverse Transcription Reagent iScript™ Advanced cDNA Synthesis Kit for RT-qPCR

Real-Time PCR Supermix SsoAdvanced™ SYBR® Green Supermix

Experimental Sample qPCR Human Reference Total RNA

Data Interpretation
Unique Assay ID This is a unique identifier that can be used to identify the assay in the literature and

online.

Detected Coding Transcript(s) This is a list of the Ensembl transcript ID(s) that this assay will detect.  Details fo r
each transcript can be found on the Ensembl website at www.ense mbl.org.

Amplicon Context Sequence This is the amplicon sequence with additional base pairs added to the beginning
and/or end of the sequence.  This is in accordance with the min imum information for
the publication of real-time quantitative PCR experiments (MIQE ) guidelines.  For
details, please refer to the following publication, "Primer Seq uence Disclosure: A
Clarification of the MIQE Guidelines" (Bustin et al 2011).

Chromosome Location This is the chromosomal location of the amplicon context sequen ce within the
genome.

Assay Design Exonic:  Primers sit within the same exon in the mRNA transcript and can potentially
co-amplify genomic DNA.  If performing gene expression analysis , it is suggested that
the samples be treated with a DNase to eliminate potential unwa nted signal from
contaminating genomic DNA.

Exon-exon junction:  One primer sits on an exon-exon junction i n mRNA.  When
performing gene expression analysis, this design approach will prevent unwanted
signal from contaminating genomic DNA.

Intron-spanning:  Primers sit within different exons while spann ing a large intron in the
mRNA (intron is greater than 750bp).  When performing gene expr ession analysis,
this design approach should limit potential unwanted signal fro m contaminating
genomic DNA.

Small intron-spanning:  Primers sit within different exons with a short intron in
between (intron is smaller than 750bp).  Small introns may not prevent unwanted
signal from contaminating genomic DNA.

Efficiency Assay efficiency was determined using a seven-point standard curve from 20 copies
to 20 million copies.  While an efficiency of 100% represents a perfect doubling of
template at every cycle and is ideal, typical ranges of good assay efficiency are
between 90-110%.  For difficult targets, assay efficiency outside of this range are
accepted and reported accordingly.

R2 The R2 represents the linearity of the standard curve and how well th e standard curve
data points fit the linear regression line.  Acceptable values are >0.98.
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PrimePCR Assay Validation Report
Gene Information

Gene Name breast cancer 1, early onset

Gene Symbol BRCA1

Organism Human

Gene Summary This gene encodes a nuclear phosphoprotein that plays a role in  maintaining genomic
stability and it also acts as a tumor suppressor. The encoded protein combines with
other tumor suppressors DNA damage sensors and signal transducers to form a large
multi-subunit protein complex known as the BRCA1-associated gen ome surveillance
complex (BASC). This gene product associates with RNA polymerase II and throug h
the C-terminal domain also interacts with histone deacetylase c omplexes. This protein
thus plays a role in transcription DNA repair of double-strande d breaks and
recombination. Mutations in this gene are responsible for appro ximately 40% of
inherited breast cancers and more than 80% of inherited breast and ovarian cancers.
Alternative splicing plays a role in modulating the subcellular  localization and
physiological function of this gene. Many alternatively spliced  transcript variants some
of which are disease-associated mutations have been described for this gene but the
full-length natures of only some of these variants has been described. A related
pseudogene which is also located on chromosome 17 has been iden tified.

Gene Aliases BRCAI, BRCC1, BROVCA1, IRIS, PNCA4, PSCP, RNF53

RefSeq Accession No. NC_000017.10, NG_005905.2, NT_010783.15

UniGene ID Hs.194143

Ensembl Gene ID ENSG00000012048

Entrez Gene ID 672

Assay Information
Unique Assay ID qHsaCID0020613

Assay Type SYBR® Green

Detected Coding Transcript(s) ENST00000357654#ENST00000471181#ENST00000493795#ENST00000461574#E
NST00000412061#ENST00000354071#ENST00000346315#ENST00000309486

Amplicon Context Sequence TGGAAGGGTAGCTGTTAGAAGGCTGGCTCCCATGCTGTTCTAACACAGCTTCTA
GTTCAGCCATTTCCTGCTGGAGCTTTATCAGGTTATGTTGCATGGTATCCCTCTG
CTGAGTGGTTAAAATGTCACTCTGAGAGGATAGCCCTGAGCAGTCTTCAGAGAC
GCTTGTTTCACTCTCACACCCAGATGCTGCTTCACCTAAGTTTGAATCCATGCTTT
GCTCTT

Amplicon Length (bp) 195

Chromosome Location 17:41234484-41243478

Assay Design Intron-spanning

Purification Desalted

Validation Results
Efficiency (%) 98
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PrimePCR Assay Validation Report
BRCA1, Human
Amplification Plot
Amplification of cDNA generated from 25 ng of universal referenc e RNA

Melt Peak
Melt curve analysis of above amplification

Standard Curve
Standard curve generated using 20 million copies of template di luted 10-fold to 20 copies

バリデーションデータシートは
WEBよりダウンロードできます。

リアルタイム PCR アッセイ
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What’s the benefit of PrimePCR ?

トムソン・ロイターで集められた文献情報を元にデザインされた幅広い検証済みプレデザインプレートをご用意しています。
それぞれのプレートには生物学的に重要な関連性の高い遺伝子が設定されています。プレートアッセイはSYBR®Greenアッセ
イのみのご提供となっています。

疾患パネル

細菌感染と真菌症 気道感染症

がん、腫瘍 皮膚および結合組織疾患

心肥大 口顎疾患

先天性および遺伝性疾患 ウイルス性疾患

濾胞性線維症 創傷、外傷

消化器疾患

内分泌系疾患

眼疾患

女性泌尿器生殖器疾患および妊娠合併症

血液リンパ系疾患

免疫系疾患

男性泌尿器生殖器疾患

精神疾患

筋骨格系疾患

神経系疾患

栄養代謝疾患

耳鼻咽喉疾患

寄生虫感染症

病的状態と兆候

パスウェイパネル

アポトーシスと生存

血液凝固

細胞接着

細胞周期

走化性

細胞骨格再構成

発生

DNA損傷

低酸素応答

免疫応答

筋収縮

神経生理学

酸化ストレス

タンパク質分解

再生

転写

翻訳

輸送

代謝パネル

アミノ酸代謝

炭水化物代謝

脂質代謝

核酸代謝

脂質代謝制御

代謝制御

ステロイド代謝

ビタミン、補酵素代謝

異物代謝

タンパク質機能別パネル

サイトカイン、ケモカイン

Gタンパク質

成長因子

ホルモン

リン酸化酵素

脱リン酸化酵素

セカンドメッセンジャー

転写因子

■ プレデザインのプレートフォーマットの特長

 一枚のプレートでパスウェイの全体像を複合的に把握できます

 インタラクティブなパスウェイマップを利用して簡単に関連遺伝子の検索が可能です

 GeneStudy解析ソフトウェア（ダウンロード）を用いてヒートマップ分析やクラスタグラム等の解析が可能です

 バリデーションデータ/Runファイルをダウンロードすることで、リアルタイムPCRの設定を簡略化できます

コレクションパネル
PrimePCR コレクションパネルは、代表的な生物
学的プロセスまたは注目度の高いトップランクの
遺伝子ターゲットを集めたパネルシリーズです。

疾患パネル
PrimePCR 疾 患 パ ネ ル は 米 国 国 立 医 学 図 書 館 

（NLM） が 定 め る 生 命 科 学 用 語 デ ー タ ベ ー ス
（MeSH）を参照してデザインされています。疾患

パネルは以前から確認されている遺伝子発現差が
病理学的に意義のあるターゲットを選択していま
すので、遺伝子スクリーニングに最適です。

パスウェイパネル
PrimePCR パスウェイパネルは300以上の代表的
な反応経路に基づいて設計されており、ランキン
グ上位の標的遺伝子に対する発現量変化を、完全
な経路分析として解析できます。

インタラクティブパスウェイマップ
およびGeneStudy
インタラクティブパスウェイにより、シ
グナルの上流側・下流側および全体像
が視覚的に簡単に確認できます。また
GeneStudy解析ソフトウェアの解析オプ
ションを利用すれば、棒グラフ、クラス
タグラム、散布図、ボルケノプロット、
およびヒートマップ分析が簡単に実行で
きます。

ターゲットランキング
PrimePCRアッセイパネルのターゲット
デザインは次の3項目に基づき遺伝子が
選定されています。

・  トランスクリプトーム研究における遺
伝子発現変化の程度

・  生物学研究全般における注目度
・  最近数年間に科学誌等で確認された興

味深い知見
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What’s the benefit of PrimePCR ?

カスタムプレートアッセイは96/384 wellフォーマットを選択でき、興味のある遺伝子ターゲットを自由に設定することが可能
です。またプレデザインされたプレートの一部を変更して、カスタムデザインプレートとすることもできます。ケミストリー
はSYBR® Green Assaysのみのご提供となります。

PrimePCRでは実験の検証用として様々な種類のリファレンス（ハウスキーピング遺伝子）アッセイ、テンプレートおよびプレー
トをご用意しています。これらを用いることにより逆転写反応の確認やRNAのクオリティーチェックなどが可能で、実験系の
より確実な評価を行うことができます。

カスタムプレートアッセイでは96/384 wellフォーマット、プレートの種類（リアルタイムPCR機種に適合するプレートを選択
可能）、目的の生物種、ターゲット遺伝子数、レプリケート（n）数、コントロールアッセイ設定の有無が選択できます。またバ
リデーションデータ / Runファイルがダウンロード可能です。Runファイルをバイオ・ラッド社製のPCR機器にインポートする
ことにより各ウェルの遺伝子名やプログラムが一括設定できます。

■ カスタムデザインのプレートフォーマットの特長

■ リファレンスアッセイおよびプレートの特長

プレートタイプ ターゲット遺伝子数

96 well
1-6 遺伝子

7-32 遺伝子
33-96 遺伝子

384 well

1-6 遺伝子
7-32 遺伝子

33-96 遺伝子
97-384 遺伝子

プレートタイプとターゲット遺伝子数

コントロールに関して
コントロールアッセイおよび合成DNA、RNAを用いて、リアルタ
イムPCRの実験系に影響を与える可能性の高い実験的要因をご評
価ください。右記のコントロールウェルを含んだプレートをご注
文いただくとRNAコントロール、コントロールアッセイが添付さ
れます。

リファレンス遺伝子アッセイに関して
リファレンス遺伝子プレデザインプレートには、一般的に実験系
やスクリーニングに必要とされるリファレンス遺伝子（標準遺伝
子、ハウスキーピング遺伝子）の一連のセットが設定されていま
す。このプレートを使うことで実験系において発現が安定な遺伝
子（リファレンスジーン）を容易に同定することができ、その遺
伝子をカスタムデザインプレートで設定することができます。

DNAコンタミネーションコントロールアッセイ
DNAコンタミネーションコントロールアッセイはゲノ
ムDNAのサンプルへの混入の有無およびその量が実験
系にどの程度影響を与えるかを評価するために設定さ
れています。

ポジティブコントロールアッセイ
ポジティブコントロールアッセイはサンプル由来の
PCR阻害物質がPCRパフォーマンスに影響を与える可
能性があるかを評価するために設定されています。

RNAクオリティーアッセイ
RNAクオリティーアッセイはサンプルRNAの品質が適
正であるか、増幅される断片の大きさから評価でき
るように設定されています。RQ1は短いRNAを、RQ2
は長いRNA由来のcDNAを増幅するようになっており、
この増幅効率が同程度であれば、RNAサンプルの分解
が少ないことが確認できます。

逆転写コントロールアッセイ
逆転写コントロールアッセイは逆転写効率が適切で
あったかを評価できるよう設定されています。

gDNA

PCR

RQ1

RQ2

RT
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What’s the benefit of PrimePCR ?

PrimePCRアッセイファイルはバイオ・ラッド社製のリアルタイム PCRシステムおよびCFX Managerソフトウェアと連動し、最
高のパフォーマンスを発揮するよう設計されています。また、それぞれのアッセイのバリデーションはバイオ・ラッド社製の
リアルタイムPCRシステムおよび各種試薬を用いて検証され、そのパフォーマンスが確認されています。

■ CFXシリーズとソフトウェアとの連動に関して

 CFX96 Connect™ リアルタイムPCR解析システム
 CFX96 Touch™ リアルタイムPCR解析システム
 CFX96 Touch Deep Well™ リアルタイムPCR解析システム
 CFX384 Touch™ リアルタイムPCR解析システム

     およびCFX Automation システムⅡ

■ 検証済みのCFXシリーズ

PrimePCRプレートまたはアッセイ情報をダウンロードすることにより、CFX ManagerソフトウェアとPrimePCR解析ソフトウェ
アを使用して、データ収集と分析をシームレスかつ統合されたワークフローとして活用できます。試薬、機器およびソフトウェ
アの全てのプラットフォームを最適化できます。

■ PrimePCRアッセイを用いたデータ解析

❶ CFX Managerソフトウェアを起動 ❷ Runファイルをインポート ❸ データの自動分析

PrimePCR 
run file

PrimePCR 
run file

・  遺伝子名、メソッドの
入力が省略可能です。

PrimePCRTM Analysis Software
バイオ・ラッド社以外の機器をご使用の場合は、フリーの
解析ソフトを下記のサイトよりダウンロードし、ご利用く
ださい。
bio-rad.com/web/PrimePCRsoftware

CFX384 Touch リアルタイムPCR解析システム2台とCFX Automation システムⅡ
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What’s the benefit of PrimePCR ?

PrimePCR ddPCRアッセイは、Droplet Digital PCRシステムの価値を増加させる完全なソリューションを提供します。遺伝子発
現解析、コピー数多型解析および遺伝子変異検出などの多彩なアプリケーションに対応し、加水分解プローブアッセイおよび
EvaGreen®アッセイをご用意しています。

Droplet Digital PCR （ddPCR™） はバイオ・ラッドのユニークなデジタルPCR技術です。ターゲットDNA/RNAの濃度を、検量線
を作成することなく、高感度・高精度に絶対定量することができます。

デジタルPCRは、サンプルを微小区画に分割した上で、各微小区画のPCR産物を検出し、統計解析を行ってDNAを定量する方
法です。微小区画作成の際には、先進的なマイクロ流路技術を使用することにより、1ウェル当たり約20,000個の非常に均一
な液滴（ドロップレット）を作成します（ドロップレットの大きさは約1ナノリットルです）。また、複数のウェルのデータを
ソフトウェア上で統合することにより、より高い精度を実現することができます。このように、サンプルを非常に多数の区画
に分割して解析することにより、今まで以上に高感度・高精度な定量を行うことが可能となります。

※ カスタムアッセイにて遺伝子配列情報や遺伝子名よりアッセイを設計することも可能です

■ ddPCR Assayの特長

生物種 ケミストリー アプリケーション バリデーション

Human Probe アッセイ

遺伝子変異検出
Wet-Lab バリデーション

In-Silico

CNV解析
（コピー数多型）

Wet-Lab バリデーション

In-Silico

Human, Rat, Mouse
EvaGreen® Green,

Probe アッセイ
遺伝子発現解析  In-Silico

ddPCR各種アッセイフォーマットの違い

PrimePCR
TM

 ddPCR
TM

 Mutation Assay Validation Data

Gene Name v-Ki-ras2 Kirsten rat sarcoma viral oncogene homolog [Source:HGNC
Symbol;Acc:6407]

Gene Symbol KRAS
COSMIC ID COSM534
Amino Acid Change p.G13V
Nucleotide Mutation c.38G>T
Species Human
Summary v-Ki-ras2 Kirsten rat sarcoma viral oncogene homolog [Source:HGNC

Symbol;Acc:6407]
Gene Aliases KRAS1:KRAS2
RefSeq Accession No. NM_004985.3:NM_033360.2
UniGeneID Hs.594741
Ensemble Gene ID ENSG00000133703
Entrez Gene ID 3845
Unique Assay ID dHsaCP2506804
MiQE Context Sequence ATCATATTCGTCCACAAAATGATTCTGAATTAGCTGTATCGTCAAG

GCACTCTTGCCTACGCCACCAGCTCCAACTACCACAAGTTTATATT
CAGTCATTTTCAGCAGGCCTTATAATAAAAA

Amplicon Length 90nt
Chromosome Location 12:25398220-25398342
Probe Fluorophore FAM
Assay Design Mutation Assay
Probe Purification HPLC
Primer Purification Desalted
Instrument QX200 ddPCR System
Supermix ddPCR Supermix for Probes (no dUTP)

PrimePCR
TM

 ddPCR
TM

 Mutation Assay Validation Data

KRAS p.G13V (c.38G>T), Human

Fractional Abundance (%)

Dilution series of mutant DNA in ~40,000 copies of wild-type DNA background. Technical replicates are offset for
visualization.

2-D Amplitude Scatter Plot (wild-type + mutant)

Single-well data for mutant DNA spiked into wild-type DNA (~0.1%). Mutation assay (FAM, Channel 1) was duplexed with
the corresponding wild-type reference assay (HEX, Channel 2).

PrimePCR
TM

 ddPCR
TM

 Mutation Assay Validation Data

KRAS p.G13V (c.38G>T), Human

2-D Amplitude Scatter Plot (wild-type)

Single-well data for wild-type DNA (no mutant). Mutation assay (FAM, Channel 1) was duplexed with the corresponding
wild-type reference assay (HEX, Channel 2).

QX200™ AutoDG™ Droplet Digital™ PCRシステムバリデーションデータシートはWEBよりダウンロードできます。

Droplet Digital PCR アッセイ
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What’s the benefit of PrimePCR ?

■ PrimePCRアッセイは以下の製品を用いてバリデーションを行っています

逆転写（cDNA合成）キット RNAサンプル量/タイプ 特長

iScript™ Advanced 
cDNA Synthesis Kit for 
RT-qPCR

100 fg – 7.5μg  / 2チューブ

優れた感度と幅広いダイナミックレンジ。より
多くのRNAの増幅が可能（最大7.5μg）。使いや
すさと反応セットアップ時間の短縮のための2
チューブタイプ （5x iScript reaction mix + iScript 
transcriptase）。迅速プロトコルに対応（21分）

iScript™ RT
Supermix  for RT-qPCR

1 pg – 1μg / 1チューブ

反応セットアップ時間の短縮のための1チューブ
フォーマット。-20℃での液体のため、凍結融解サ
イクルが不要。他の製品同様、oligo-dTとランダ
ムプライマーがブレンドされており、RNA配列に
依存しない効率的な逆転写が可能。迅速プロトコ
ルに対応（26分）

iScript™ cDNA 
Synthesis Kit

100 fg – 1μg / 2チューブ

優れた感度と幅広いダイナミックレンジ。使い
やすさと反応セットアップ時間の短縮のための2
チューブタイプ （5x iScript reaction mix + iScript 
transcriptase）。迅速プロトコルに対応（26分）

リアルタイムPCR用試薬 ケミストリー 特長

SsoAdvanced™ 
Universal SYBR® Green
Supermix

SYBR® Green アッセイ用
バイオ・ラッドの特許取得済みのSso7d融合ポリ
メラーゼにより、幅広い反応条件に対応。これま
で阻害剤などを含んで増幅が困難だったサンプル
にも適用。高速反応プロトコルにも対応し、アッ
セイ時間を短縮。
市販されているほとんどのリアルタイムPCRシス
テムに適合。

SsoAdvanced™
Universal Probe
Supermix

プローブアッセイ用

iTaq™ Universal  SYBR® 
Green  One-Step Kit

１ステップ、RT-qPCR
SYBR® Green アッセイ用

RNase H+ MMLV逆転写酵素とHot-Start iTaq DNA 
ポリメラーゼを組み合わせることで、広いダイナ
ミックレンジを有し、高速で優れた感度および特
異性。
市販されているほとんどのリアルタイムPCRシス
テムに適合。

iTaq™ Universal  Probe  
One-Step Kit

1ステップ、RT-8PCR
プローブアッセイ用

Droplet Digital PCR（ddPCR）用試薬 ケミストリー 特長

ddPCR™ Supermix for 
Probes（no dUTP）

プローブアッセイ用

dUTPを含まない加水分解プローブを使用する実
験 系 に 特 化 し たready-to-useのddPCR専 用 試 薬。
PrimePCRを使った変異の解析、コピー数解析のほ
か、NGSのライブラリー定量などにも利用。

ddPCR™ EvaGreen® 
Supermix

EvaGreen ®アッセイ用
インターカレーション色素の検出が可能なQX200
システムに最適化されたready-to-useのddPCR専
用試薬。

One-Step RT-ddPCR™  
Advanced Kit for Probes

1ステップ、RT-ddPCR
プローブアッセイ用

耐熱性逆転写酵素を含み、RNAテンプレートから
DNA増幅までの一連の反応をチューブの中で行う
ことが可能。RNaseインヒビターを含みRNAの分
解をブロック。ddPCR専用の1ステップRT-ddPCR
専用試薬。

バリデーション済み試薬キット
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How to order PrimePCR  Products

ユーザー登録〈P.11〉

製品検索
ショッピングカートへ追加〈P.12〉

オーダーフォームは非常に重要です。製品が届くまで必ずお手元に保管してください。

Prime PCR製品のご注文には、WEBより専用注文書であるオーダーフォームの発行が必要です。下図の流れに沿って、❶ユーザー
登録、❷製品の検索、❸オーダーフォームの発行を行ってください。

オーダー方法

お　客　様 販　売　店　様 バイオ・ラッド

❶

❷

❸

オーダーフォーム発行〈P.14〉
（カタログ番号の確認）

オーダーフォームによる受注
（カタログ番号のみでは受注できません）

オーダーフォームの確認

見積依頼・
発注 発注

PrimePCRの納品 PrimePCRの受け取り PrimePCRの製造および販売店様への発送

製造製品確認

納品

※ 価格はWEB上の価格リストを
ご覧ください。記載のない場
合はお問い合わせください

〈P.127〉

※ バ イ オ・ ラ ッ ド へ
発注時にオーダー
フォームを添付

ご注文内容を
ご確認ください
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How to register and place orders

オーダーフォームの発行にはユーザー登録が必要となります。次の手順にしたがって弊社ホームページにアクセスしユーザー
登録を行ってください。

❶ ユーザー登録の方法

登録したメールアドレスに登録完了の
メールが届きます

3 登録フォームに必要事項を記入後、

　   をクリック

2 ユーザー登録トップページ

　  （  をクリック）

1 www.bio-rad.comへアクセス
Bio-Radロゴ横が日本となっていることを
確認してください

バイオ・ラッドトップページへアクセス 1
（www.bio-rad.com）

2

3

ユーザー名  と パスワード  は大変重要です。いつでも確認できるようお手元に控えをお持ちください
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How to order PrimePCR  products

PrimePCRアッセイはバイオ・ラッドホームページ内の専用サイト（www.bio-rad.com/primepcr）から簡単に検索できます。
検索方法は複数ありますが、ターゲットの遺伝子およびアプリケーションが決定している場合と、幅広く検索したい場合で検
索ツールをお使い分けください。

1   PrimePCR検索ツール：ターゲット遺伝子が決定している
場合

2   PrimePCR Lookupツール：関連製品をリスト化したい場
合（P.13）

3   カスタムPCRプレートの作成用サイト：オリジナルのプ
レートを作成する場合

4   パスウェイプレートの検索用サイト：疾患、シグナル伝
達関連等のプレデザインプレートアッセイ

5 ddPCRアッセイの検索専用サイト：デジタルPCR用製品

6   カスタムプライマー&プローブ：配列を入力して注文する
場合

7 価格表：ショッピングカート内に記載のカタログ番号と価格

❶ アッセイ（qPCR or ddPCR）を選択

❷ ケミストリーを選択（複数選択可能）
・qPCRではSYBR®Green or プローブ
・ddPCRではEvaGreen® or プローブ

❸ アプリケーションを選択（1種類のみ）
・qPCRはGene Expressionのみ
・ddPCR - EvaGreen®はGene Expressionのみ
・  ddPCR – プ ロ ー ブ で はGene Expression、Copy Number   

Variation、Mutation Detection、Mutation Detection In-
Silicoが選択可能

❹ 動物種を選択（複数選択可能）
アッセイおよびアプリケーションにより選択可能な種が異な
ります。詳しくは各アッセイの詳細ページをご参照ください。

❺ ターゲット遺伝子の検索ワードを入力
遺伝子名、シンボル、別名、RefSeq ID、Entrez Gene ID、
Ensembl ID、パスウェイ名等を入力ください。

❻  をクリック

❷ 製品の検索方法

1  PrimePCR検索ツール（ターゲット遺伝子が決定している場合）

❶

❷

❸

❹

❺

❻
Mutation Detectionを選択した場合は変異部分を p.の
あとに続けて入力ください
例）　KRAS G12Vを検索する場合 ⇒ KRAS p.G12V

Tips

1

5

2

7

3

4

5

6
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How to order PrimePCR  products

該当製品を確認し、容量を選択後、  を選択してく
ださい。製品の詳細はアクティブになっている製品名のリンク
から確認することができます。
＊ カートの見積りを確認するとカタログ番号が記載されていますので、WEB上の

価格リスト（P.12 7）から価格をご確認ください。価格リストにカタログ番号の
記載がない場合は、販売代理店様にお問い合わせください。

　

左側の選択項目から再度選択項目を変更し、再検索することも
可能です。検索結果が多く、目的の製品が絞り切れない場合は
PrimePCR Lookupツール（2）にてリスト検索を行ってください。

❶ Lookupツールを起動をクリック

❷ アッセイ（qPCR or ddPCR）を選択

❸ 動物種を選択（ 1種類のみ）

❹ アプリケーションを選択（オプション）
・ddPCRのみの選択となります
・qPCRではプレートフォーマットの選択となります。
   プレートタイプ以外の結果も検索されます。

❺ ターゲット遺伝子の検索ワードを入力
遺伝子名、シンボル、別名、RefSeq ID、Entrez Gene ID、
Ensembl ID、パスウェイ名等を入力ください。
Reference（変異型に対して野生型等）を同時に検索できま
す。解析したい遺伝子名のあとに“reference”と入力してく
ださい。入力後に  をクリックしてください。 

❻ 目的の製品を選択
Lookupツールページの下部に検索結果がリストで表示され
ます。ddPCR Assay ID（dHsaEG500XXXXなど）をクリック
すると詳細情報を確認できます。

Val?： は、Wet-Labバリデーション済み
Ref?： は、変異体解析用のコントロール（野生型）

2  PrimePCR Lookupツール（関連製品をリスト化したい場合）

PrimePCRトップページ

検索結果ページ

Lookupツールページ

❷
❸

❹

❺

❶
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How to orders PrimePCR

商品を検索し、必要情報を入力の上、オーダーフォームを発行します。

❸ オーダーフォームの発行方法

1 製品が決まりましたら製品サイズを選択し、

  　  をクリックしてください

2 右上のカートマークに製品が移動します。
  　商品をクリックしてください

カートに追加した全ての製品が表示されます。
数量や製品内容を確認し  をクリックします。
価格が表示されない場合には、オーダーフォームの発行後、販
売代理店様にご確認ください
＊ カタログ番号から検索できる価格表をWEB上に公開しています（→p.107）

お客様情報の入力画面に移動します。日本ではクレジット決済
のサービスを行っておりませんので“バイオ・ラッド　アカウ
ント番号を持っていません”を常に選択して下さい。
ご登録住所とご連絡先住所を入力し（一度登録すると次回は入
力不要です）、  をクリックします。

確認画面に移動します。
お客様管理番号にお客様が製品を識別するための任意の数字/
文字列（申し込みの日付など）を入力し   を
クリックします。

登録してあるメールアドレスにオーダーフォームがメール配信
されます。

メールにてお届けするオーダーフォームを2部プリントアウト
し、一部は保管用として、もう一部は販売代理店様にお渡しい
ただき、お見積り、ご注文をお申し付けください。

オーダーフォームは非常に重要です。
製品が届くまで必ずお手元に保管してください。
また、同じ注文内容でも前回のオーダーフォームを再度
使用することはできません。オーダーごとに新規のオー
ダーフォームのご提出をお願いたします。
＊ オーダーフォーム発行後に、製品の個数を変更する場合には、再度個数を変更

したオーダーフォームを発行してください。

お客様の登録アドレスにメールが届きます

1

2

お客様情報の入力とオーダーフォームの内容確認
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Notice and estimated delivery time

【ご注文】
ご注文の際には、メールで受け取ったオーダーフォームを必ず添付してください。カタログ番号、製品名だけでは、製品の詳
細を特定できません。オーダーフォームに記載のある数量で製造を行うためご注文後の数量変更等はできませんので、ご了承
ください。

【保管温度】
配送は常温で行っておりますが、お手元に届きましたら冷蔵（4℃）にて保管してください。冷蔵保管した場合の保証期間は、
製品ラベルに記載しております。長期保存の場合には、-20℃で保管してください。ただし繰り返しの凍結融解は避けてくだ
さい。
 

【実験用コントロール】
プレートタイプの製品には、コントロール実験用の製品（Synthetic RNA）等が添付されます。英文Instruction Manual

（LIT10026370をバイオ・ラッドのホームページから検索）に従ってご利用ください。カスタムでプレートデザインした場合、
コントロール用のウェルを設定しますと、同様にコントロール実験用の製品が添付されます。
 

【再注文の方法】
ご購入いただいた製品と同じ製品を再度ご注文いただく場合にも、WEBサイトから新たにオーダーフォームを取得していただ
く必要があります。チューブに記載のカタログ番号（Cat.#）や、以前に印刷したオーダーフォームを再度使用することはでき
ません。ログイン後、WEBサイト右上の「マイ バイオ・ラッド」から「注文履歴」を確認できます。希望のウェブ参照番号を
クリック後「オーダーフォームの再発行」のボタンから「オーダーフォームの作成」を行ってください。

【納期に関して】
製品の製造状況、製品タイプ（チューブ・プレートタイプ）、カスタム品、オーダー数量等により納期は流動的となりますが、
おおよその日時は下記をご参照ください。 

製品の使用方法、ご注文方法等につきましてご不明な点がありましたら、テックコールまでご連絡ください。

バイオ・ラッド ラボラトリーズ株式会社 
ライフサイエンス　テックコール

E-Mail: life_ps_jp@bio-rad.com
Tel: 03-6404-0331　 Fax: 03-6404-0334

http://www.bio-rad.com

ご注文時の注意点・納期

Controlアッセイ、qPCR・SYBR Greenアッセイ 1〜4週間

qPCR・プローブアッセイ 2〜4週間

96/384プレートアッセイ（プレデザイン、カスタムデザイン） 1〜4週間

ddPCRアッセイ 2〜7週間



バイオ・ラッド ラボラトリーズ 株式会社
ライフサイエンス

取扱店www.bio-rad.com    
本　　　社  〒140-0002 東京都品川区東品川 2-2-24   TEL：03-6361-7000
大阪営業所  〒532-0025 大阪市淀川区新北野 1-14-11  TEL：06-6308-6568
福岡営業所  〒812-0013 福岡市博多区博多駅東 2-5-28 TEL：092-475-4856
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　          * 学術的お問い合わせは TEL：03-6404-0331

※本カタログに記載されている会社名、商品名は各社の商標または登録商標です。
※仕様などは 2017年4月現在のもので、予告なく変更することがありますのでご了承ください。
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EvaGreen is a trademark of Biotium, Inc. Bio-Rad Laboratories, Inc. is licensed by Biotium, Inc. to sell reagents containing EvaGreen Dye for use in real-time PCR, for research purposes only. HRM is trademarks of QIAGEN 
GmbH. FAM is a Trademark of Applera Corporation. SYBR are trademarks of Life Technologies Corporation. Bio-Rad Laboratories, Inc. is licensed by Life Technologies Corporation to sell reagents containing SYBR Green I for 
use in real-time PCR, for research purposes only. 

Bio-Rad’s real-time PCR thermal cyclers are covered by one or more of the following U.S. patents or their foreign counterparts owned by Eppendorf  AG: U.S. patent Number 6,767,512 and 7,074,367.

The QX100 or QX200 Droplet Digital PCR System and/or its use is covered by claims of U.S. patents, and/or pending U.S. and non-U.S. patent applications owned by or under license to Bio-Rad Laboratories, Inc. Purchase of 
the product includes a limited, non-transferable right under such intellectual property for use of the product for internal research purposes only. No rights are granted for diagnostic uses. No rights are granted for use of the 
product for commercial applications of any kind, including but not limited to manufacturing, quality control, or commercial services, such as contract services or fee for services. Information concerning a license for such 
uses can be obtained from Bio-Rad Laboratories. It is the responsibility of the purchaser/end user to acquire any additional intellectual property rights that may be required.

Purchase of iProof High-Fidelity DNA Polymerase of iTaq DNA Polymerase included an immunity from suit under patents specified in the product insert to use only the amount purchased for the own internal research. 
Practice of the patented 5’ Nuclease Process requires a license from Applied Biosystems. The purchase of iTaq, SsoFast Supermixes, PrimePCR PreAmp Assays and SsoAdvanced Supermixes includes an immunity from suit 
under patents specified in the product insert to use only the amount purchased for the purchaser’s own internal research when used with the separate purchase of Licensed Probe. No other patent rights are conveyed 
expressly, by implication, or by estoppel. Further information on purchasing licenses may be obtained from the Director of Licensing, Applied Biosystems, 850 Lincoln Drive, Foster City, California 94404, USA.

Use of supermixes is covered by one ore more of the following U.S. patents and corresponding patent claims outside the U.S.* 5,804,375; 5,538,848; 5,723,591; 5,876,930; 6,030,787; and 6,258,569.  The purchase of these 
products includes a limited, non-transferable immunity from suit under the foregoing patent claims for using only this amount of product for the purchaser’s own internal research. No right under any other patent claim 
and no right to perform commercial services of any kind, including without limitation reporting the results of purchaser’s activities  for a fee or other commercial consideration, is conveyed expressly, by implication, or by 
estoppel. These products are for research use only. Diagnostic  uses under Roche patents require a separate license from Roche. Further information on purchasing licenses may be obtained from the Director of Licensing, 
Applied Biosystems, 850 Lincoln Drive, Foster City, California 94404, USA.

カタログ番号 品名 価格
iScript Advanced cDNA Synthesis Kit for RT-qPCR
1725037 iScript Advanced cDNA Synthesis Kit（20μl×25反応） ¥16,000
1725038 iScript Advanced cDNA Synthesis Kit（20μl×100反応） ¥49,000
iScript RT Supermix for RT-qPCR
1708840 iScript RT Supermix for RT-qPCR（20μl×25反応） ¥14,500
1708841 iScript RT Supermix for RT-qPCR（20μl×100反応） ¥45,000
iScript cDNA Synthesis Kit
1708890 iScript cDNA Synthesis kit（20μl×25反応分） ¥21,000
1708891 iScript cDNA Synthesis kit（20μl×100反応分） ¥65,000
1708891B04 iScript cDNA Synthesis kit（20μl×400反応分） ¥160,000

逆転写（RT）酵素

カタログ番号 品名 価格
1725160 SsoAdvanced PreAmp Supermix、1.25ml（1.25mlバイアル1本）、50μl×50反応 ¥76,000

PreAmp

カタログ番号 品名 価格
1725270 SsoAdvanced Universal SYBR Green Supermix、2ml（1mlバイアル×2本）、20μl×200反応 ¥25,000
1725271 SsoAdvanced Universal SYBR Green Supermix、5ml（1mlバイアル×5本）、20μl×500反応 ¥55,000
1725271B02 SsoAdvanced Universal SYBR Green Supermix、10ml（1mlバイアル×10本）、20μl×1,000反応 ¥98,000
1725271B05 SsoAdvanced Universal SYBR Green Supermix、25ml（1mlバイアル×25本）、20μl×2,500反応 ¥230,000
1725271B10 SsoAdvanced Universal SYBR Green Supermix、50ml（1mlバイアル×50本）、20μl×5,000反応 ¥450,000
1725150 iTaq Universal SYBR Green One-Step Kit、20μl×100反応 ¥22,000
1725151 iTaq Universal SYBR Green One-Step Kit、20μl×500反応 ¥97,000

SYBRアッセイ
（qPCR）

カタログ番号 品名 価格
1725280 SsoAdvanced Universal Probes Supermix、2ml（1mlバイアル×2本）、20μl×200反 ¥27,000
1725280B02 SsoAdvanced Universal Probes Supermix、4ml（1mlバイアル×4本）、20μl×400反応 ¥48,500
1725280B05 SsoAdvanced Universal Probes Supermix、10ml（1mlバイアル×10本）、20μl×1,000反応 ¥99,500
1725280B10 SsoAdvanced Universal Probes Supermix、20ml（1mlバイアル×20本）、20μl×2,000反応 ¥178,000
1725284 SsoAdvanced Universal Probes Supermix、25ml（5mlバイアル×5本）、20μl×2,500反応 ¥220,000
1725284B02 SsoAdvanced Universal Probes Supermix、50ml（5mlバイアル×10本）、20μl×5,000反応 ¥430,000
1725140 iTaq Universal Probes One-Step Kit、20μl×100反応 ¥20,000
1725141 iTaq Universal Probes One-Step Kit、20μl×500反応 ¥93,000

プローブアッセイ
（qPCR）

カタログ番号 品名 価格
1863023 ddPCR Supermix for Probes（no dUTP）（200ウェル分） ¥40,000
1863024 ddPCR Supermix for Probes（no dUTP）（500ウェル分） ¥100,000
1863025 ddPCR Supermix for Probes（no dUTP）（2,500ウェル分） ¥450,000

プローブアッセイ
（ddPCR）

カタログ番号 品名 価格
1864021 One-Step RT-ddPCR Advanced Kit for Probes、20μl×200反応分 ¥180,000
1864022 One-Step RT-ddPCR Advanced Kit for Probes、20μl×500反応分 ¥400,000

プローブアッセイ
1ステップ

（ddPCR）

カタログ番号 品名 価格
1864033 ddPCR EvaGreen Supermix（200ウェル分） ¥50,000
1864034 ddPCR EvaGreen Supermix（500ウェル分） ¥120,000
1864035 ddPCR EvaGreen Supermix（2,500ウェル分） ¥570,000
1864036 ddPCR EvaGreen Supermix（5,000ウェル分） ¥1,100,000

EvaGreenアッセイ
（ddPCR）

Ordering Information


