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What’s PrimePCR ?

PrimePCR Assays and Panels
バイオ・ラッドのPrimePCR プライマー &プローブは、
バリデーション済みのReady-to-useアッセイです。
SYBR® Green、またはプローブアッセイから選べます

 ■デザイン済みアッセイおよびアレイ
 ■リアルタイムPCR & Droplet Digital PCR対応
 ■性能はウェット検証済み（Human、Mouse、Rat。
ddPCRはHumanのみ）

PrimePCRとは
PrimePCRは、リアルタイムPCR（qPCR）およびDroplet Digital PCR（ddPCR）を用いた研究を加速させるデザイン済みの
アッセイおよびアレイです。
qPCR用アッセイの多くは、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Human、Mouse、
Ratにおいては、感度・特異性・増幅効率等が検証されたWet-Labバリデーションアッセイをご用意しています。
ddPCR用には、変異解析やコピー数多型解析（CNV）に関してもWet-Labバリデーション済みアッセイを幅広くご用意してい
ます。その他にも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提供しています。

プライマーはウェット検証済み＊

（Human、Mouse、Rat）

 ■プライマーの性能を保証
 ■最適化実験の手間を減らします
 ■リアルタイムPCR実験の信頼
性担保のためのMIQEガイドラ
インに対応

＊ddPCRはHumanのみ

疾患パネルやパスウェイパネ
ルなどの幅広いラインアップ

 ■生物学的に関連性の高い遺伝子
ターゲットを含むよう選定
 ■プレデザインプレートを変更して
カスタムプレートを作成可能
 ■CFX Maestroソフトウェアとの
完璧な連携

一連のリアルタイムPCR
実験ソリューションを提供

 ■Aurum total RNA抽出キット
 ■ iScript cDNA合成キット
 ■リアルタイムPCR用 Supermix
 ■PCRプレート・チューブ
 ■リアルタイムPCR機器
 ■CFX Maestroソフトウェア
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What’s PrimePCR ?

PrimePCRを用いたリアルタイムPCRワークフロー
PrimePCRによって、リアルタイムPCRワークフローを大幅に加速することができます。
プライマーの設計や検証などの時間がかかる手順を短縮して、研究の生産性を上げましょう。PrimePCRはMIQEガイドラインに
準拠しており、論文投稿にも安心してご使用いただけます。

BIO-RAD WORKFLOW
6 STEPS

TRADITIONAL WORKFLOW
10 STEPSVS.

PrimePCR
Gene Expression

Assays

PrimePCR
Run Files

PrimePCR
Gene Expression

Assays

PrimePCR
Run Files

目的遺伝子の選択

アッセイデザイン

アッセイ検証

プレートデザイン

サンプル調製

サンプルセットアップ

プロトコル入力

データ取得

データ分析

実験結果

目的遺伝子の選択

サンプル調製

サンプルセットアップ

データ取得

データ分析

実験結果
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PrimePCR Products

PrimePCR 製品ラインアップ
 ■ PrimePCRアッセイ（リアルタイムPCR用チューブフォーマット）

デザイン済みSYBR®  Greenアッセイ
トランスクリプトームを広く網羅したSYBR® Green発現解析用アッセイ。
サイズは200、1,000、2,500反応用の3種類をご用意しています。

デザイン済みプローブアッセイ
トランスクリプトームを広く網羅したプローブ発現解析用アッセイ。
サイズは500、1,000、2,500反応用の3種類をご用意しています。

リファレンス遺伝子アッセイ
SYBR® Greenおよびプローブアッセイのノーマライズに必要なリファレンス遺伝子（ハウスキーピング遺伝子）用の
プライマー・プローブセット。

PreAmpアッセイ
希少なサンプルから実験を行うための、ターゲット特異的な前増幅専用プライマーセット。

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、各遺伝子用にデザインされた合成DNAテンプレート。

コントロールアッセイ
逆転写効率、ゲノムDNAコンタミネーション、RNA品質、PCRパフォーマンス確認用に用意されたコントロールアッセイ。

 ■ ddPCR用 PrimePCRアッセイ

ddPCR アッセイ
ddPCR アッセイ用の変異解析、CNV（コピー数多型）解析、遺伝子発現解析用プライマーおよびプローブセット。
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。

Real-Time PCR Workflow

1 サンプル調製 2 cDNA合成 3 リアルタイムPCRセットア   ップ 4 リアルタイムPCR実験 5 データ解析

Aurum Total RNA Mini Kit
様々なサンプルから高品質のDNA-free total 
RNAを抽出できます。培養細胞、バクテリア、酵
母、動物組織、植物組織などに対応。

iScript Advanced cDNA
Synthesis Kit for RT-qPCR
セットアップが簡単で反応時間も短く、高感度に
cDNAを合成できるリアルタイムPCR発現解析
用キットです。

PrimePCR 
デザイン済みリアルタイムPCRアッセイ&アレ
イ。SYBR® Greenまたはプローブアッセイに
対応します。

SsoAdvanced Universal
Supermix
SYBR® Greenおよびプローブアッセイ用の
スーパーミックス。優れた阻害耐性と高速反応
が特長です。

CFXリアルタイムPCR解析システム
高感度、高精度のリアルタイムPCR解析システ
ムです。全機種グラジェント機能を備え、オート
メーション化も可能です。

解析ソフトウェア CFX Maestro
リアルタイムPCRのデータ取得から統計解析、
論文投稿用のグラフ出力までを行える、簡単で軽
快動作のソフトウェアです。
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PrimePCR Products

 ■ PrimePCRアレイ（リアルタイムPCR用プレートフォーマット）

 疾患、代謝、タンパク質、各種パスウェイ、lncRNAなど、目的に応じた幅広いパネルをご用意

 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

 CFX Maestroソフトウェアと組み合わせると、より簡単に各種統計解析が可能

 ■ lncRNA PrimePCR アッセイ& アレイ
約3万種近くあると言われるLong non-coding RNA （lncRNA） は、疾患への関与も多く報告されています。
バイオ・ラッドは、ヒト lncRNA発現データベースから約23,000 種類の lncRNA に対するアッセイを開発しました。

デザイン済みPrimePCRアレイ
9,000種以上の各種パネルをご用意して
います。プレートにプライマーを分注済み
のため、セットアップが簡単です。また、各
社リアルタイムPCR装置に対応したプ
レートで提供可能です。（アレイのライン
アップは9ページをご覧ください。）

カスタムアレイ
カスタムアレイは、96/384 wellフォー
マットを選択でき、ターゲット遺伝子を自
由に設定できます。デザイン済みアレイを
元にしてカスタムアレイを作成することも
可能です。

パスウェイパネル
300以上の代表的なパスウェイに基づいて設計さ
れた、パスウェイ解析に特化したパネルです。ラン
キング上位のターゲット遺伝子の発現量変化から
パスウェイ全体を解析できます。

    

    

疾患パネル
米国国立医学図書館 (NLM) のMeSHデータベー
スを参照してデザインされた、疾患研究用パネルで
す。論文で報告され、かつ発現差が病理学的にも
意義のある遺伝子を選択しており、網羅的な解析が
可能です。スクリーニングにも最適です。

コレクションパネル
代表的な生物学的プロセスに関連したパスウェイ
群からランキング上位の遺伝子を集めた、広域ター
ゲット探索用パネルです。より広く遺伝子を調べた
い際に有用です。

lncRNA アッセイ& アレイ
約23,000種の lncRNAアッセイおよび20種類
のデザイン済みアレイをご用意しています。癌、細
胞パスウェイ、免疫学に関連した lncRNAを網羅
的に解析できます。mRNAとのカスタムアレイを
作成することも可能です。
PrimePCR lncRNA アッセイはddPCRとも互
換性があります。

ACGATGCATGCCGC 
ACATAGCACATCTCG 
CCTGCAGCATGCTA 
CGCTAGATGTCACG

lncRNA アッセイデザイン
lncRNAは他の転写産物と重複したゲノム位置に
あることが多く、アッセイデザインおよび検証が困
難になります。
バイオ・ラッドはトランスクリプトーム解析を専門と
するBiogazelle社と提携して lncRNAアッセイを
開発しました。これらのアッセイは全てウェット検証
済みです。

Real-Time PCR Workflow

1 サンプル調製 2 cDNA合成 3 リアルタイムPCRセットア   ップ 4 リアルタイムPCR実験 5 データ解析

Aurum Total RNA Mini Kit
様々なサンプルから高品質のDNA-free total 
RNAを抽出できます。培養細胞、バクテリア、酵
母、動物組織、植物組織などに対応。

iScript Advanced cDNA
Synthesis Kit for RT-qPCR
セットアップが簡単で反応時間も短く、高感度に
cDNAを合成できるリアルタイムPCR発現解析
用キットです。

PrimePCR 
デザイン済みリアルタイムPCRアッセイ&アレ
イ。SYBR® Greenまたはプローブアッセイに
対応します。

SsoAdvanced Universal
Supermix
SYBR® Greenおよびプローブアッセイ用の
スーパーミックス。優れた阻害耐性と高速反応
が特長です。

CFXリアルタイムPCR解析システム
高感度、高精度のリアルタイムPCR解析システ
ムです。全機種グラジェント機能を備え、オート
メーション化も可能です。

解析ソフトウェア CFX Maestro
リアルタイムPCRのデータ取得から統計解析、
論文投稿用のグラフ出力までを行える、簡単で軽
快動作のソフトウェアです。



6 PrimePCR  プライマー アッセイ&アレイ

PrimePCR Assays & Arrays for qPCR

リアルタイムPCR用 PrimePCRの有用性
 ■ PrimePCRアッセイデザインの特長とバリデーション

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の二次構造形成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

7-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からの増幅リスクを検証

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 次世代シーケンサー（NGS）を用いて、増幅産物の配列を確認

 ■ アッセイパフォーマンスの検証基準

感度 20コピーの正確な検出

特異性 次世代シーケンサーによる増幅産物の検証（プライマーダイマーの増幅、ゲノムDNA反応性を検証）

増幅効率 90-110 %

ダイナミックレンジ 少なくとも6オーダー（20~20,000,000コピーの合成テンプレートによる検量線により確認）

R2 > 0.98

 ■ 生物種別の製品ラインアップ

Human、Mouse、Rat用にはウェット検証済みのアッセイおよびプレデザインプレートを提供しています。その他の生物種につい
てはExpertlyデザインアッセイをご利用いただけます。

生物種 Human, Mouse, Rat
Arabidopsis, Rice, Chicken, Cow, 

Dog, Pig, Rabbit,
 Rhesus Monkey, Yeast, Zebrafish

Expertly デザイン ○ ○

Wet-Labバリデーション ○ ×

SYBR® Green 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

○ ×

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
はウェブサイトよりダウン
ロードできます。
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PrimePCR Assays & Arrays for qPCR

 ■ PrimePCR アレイデザインの特長

PrimePCRデザイン済みアレイは、研究対象毎に関連した遺伝子を網羅的に発現解析できるようデザインされています。約7,000
種の幅広いラインアップをご用意しているため、手軽かつ低コストで解析を行うことが可能です。（アレイのラインアップは9ページ
をご覧ください。）

遺伝子ターゲットの選択
各デザイン済みアレイの遺伝子ターゲットは、トムソン・ロイター社のMetaCoreデータベースを元
に、下記の項目を考慮して選択されています。
・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
・その遺伝子に対する近年の科学者の興味の度合い

優れたアレイデザイン
各アレイは、代表的なパスウェイ、疾患、生物学プロセスに関連する遺伝子が含まれるようデザインさ
れています。パスウェイパネルでは、一回の実験で網羅的にパスウェイのデータを取得できるようデ
ザインされています。
また、SAB (Qiagen社 ) と同じ遺伝子を載せたアレイもご用意しています。

 ■ コントロールアッセイ、リファレンス遺伝子アッセイ

PrimePCRでは実験の検証用として様々な種類のリファレンス遺伝子（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、より確実な実験系の評価
を行うことができます。

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、一般的に実験で使用
される典型的な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）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を容易に同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
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
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
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
別途添付される合成RNAを加えて逆転写反応を行い、その
増幅結果から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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PrimePCR Assays & Arrays for qPCR

 ■ 解析ソフトウェア CFX Maestro
PrimePCRはバイオ・ラッドのリアルタイムPCR用試薬、リアル
タイムPCRシステムおよびCFX Maestroソフトウェアを使用す
ることで、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。
CFX MaestroソフトウェアにPrimePCRファイルを読み込ませ
るだけで、アレイデータとPCR条件が自動的に設定され、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。

*

セットアップ 分析 洞察

■PrimePCRファイルを読み込ませるだけ
で自動的にプレート設定とPCR条件を
設定
■簡単セットアップ

■PrimePCRコントロールアッセイによる
データ品質の確認
■複数プレートの実験における効率的なデー
タ処理と分析

■ボタンを押すだけで t検定やANOVA解析
などの統計解析も可能
■グラフを編集して論文品質の画像を出力
可能

R
el

at
iv

e 
no

rm
al

iz
ed

 e
xp

re
ss

io
n

214 

212

210

28 

26

24

22 

20

2–2

2–4

2–6

 BCL2L1 CD40 CD40LG
Target

R
el

at
iv

e 
no

rm
al

iz
ed

 e
xp

re
ss

io
n 26

25

24

23

22 

21 

20 

2–1

2–2

2–3

  IRAK1 NFKB1 NFKBIA NFKBIE
Target

棒グラフだけでなく箱ひげ図やクラスタグラムなどにも対応します。発現量変
化を標準偏差とともに表示し、t検定を行って有意差がある場合にp値を表示す
ることも可能です。

遺伝子発現の変化や複数サンプルをグループ化して、比較することが可能です。
複数プレートにわたって行った実験を遺伝子ごとにまとめ、ANOVA分析を行
うこともできます。

 ■ PrimePCR 解析ソフトウェア（フリーソフト）
PrimePCR Analysis Software
バイオ・ラッド製以外の装置により取得したデータを解析する際は、スタンドアローンのデータ解析ツールをご利用いただけ
ます（フリーソフト）。下記URLよりダウンロードしていただけます。
bio-rad.com/PrimePCR
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リアルタイムPCR用 PrimePCR アレイ
プレデザインパネル：疾患（Disease）パネル

疾患パネル
がん （Cancer and Neoplasms）

先天性、遺伝性および新生児の疾患と異常
（Congenital, hereditary, and neonatal diseases and abnormalities）

貧血、アンジェルマン症候群、兎唇、先天性甲状腺機能低下症、ウィリアムズ症候群、
染色体障害、遺伝病、先天性心不全、ヘモグロビン症、リーフラウメニ症候群など

嚢胞性線維症 （CF:Cystic fibrosis）

CF気道における細菌感染、コレステロールおよびスフィンゴ脂質輸送、
CFにおけるTh17細胞によるサイトカイン産生

神経系疾患 （Nervous System Diseases）

アルツハイマー病、筋委縮性側索硬化症、脳梗塞、
脳血管障害、難聴、痴呆、脱髄性自己免疫疾患、てんかん、
ギランバレー症候群、水頭症、低酸素症、レーヴィ体病、
リソソーム蓄積症、メラス症候群、多発性硬化症、
パーキンソン病、抹消神経系疾患、多発ニューロパシー、
くも膜下出血など

精神疾患 （Mental Disorders）

感情障害、アルコール依存症、自閉症、
双極性障害、認知障害、うつ病、気分障害、
統合失調症、睡眠時無呼吸、物質関連障害

気道感染症 （Respiratory Tract Diseases）

無呼吸、喘息、肺疾患、肺炎、呼吸障害

血液リンパ系疾患
（Hemic and Lymphatic Diseases）

貧血、血小板障害、血液凝固障害、
好酸球増加症、ヘモグロビン症、白血病、
リンパ性疾患、リンパ腫、多発性骨髄腫、
サルコイドーシス、セザリー症候群、
血小板増加症など

免疫系疾患 （Immune System Diseases）

関節炎、自己免疫疾患、好酸球性食道炎、
糸球体腎炎、グレーブス病、過敏症、白血病、
リンパ腫、鼻炎、シェーグレン症候群、
甲状腺炎

消化器系疾患
（Digestive System Diseases）

虫垂炎、バレット食道、胆管疾患、
バッド・キアリ症候群、胆石症、大腸炎、
結腸疾患、クローン病、消化器系疾患、食道炎、
脂肪肝、胆石、胃炎、胃腸炎、肝炎、B型肝炎、
C型肝炎、肝硬変、膵炎、直腸疾患、腎不全

男性泌尿器生殖器疾患
（Male Urogenital Diseases）

無精子症、膀胱炎、生殖器疾患、糸球体腎炎、
不妊症、腎不全、下部尿路症状、腎炎、
腎硬化症、ネフローゼ、陰茎病、前立腺疾患、
精巣疾患、尿失禁、排尿障害、尿石症

創傷・外傷 （Wounds and Injuries）

肺損傷、胸部損傷、トラウマ

病理学的状態・兆候および症状
（Pathological conditions, Signs and

 Symptoms）

腹痛、狭心症、無酸素症、睡眠不足、成長障害、
肺気腫、線維症、疲労、出血、ヘルニア、
敗血症、尿失禁、知的障害

ウイルス性疾患 （Virus Diseases）

コロナウイルス感染症、デング熱、脳炎、疲労症候群、B型肝炎、C型肝炎、
ヘルペスウイルス感染症、HIV、ポリオーマウイルス感染症

細菌感染症および真菌症 （Bacterial infections and mycoses）

ヘリコバクター感染症、脳炎、カンジダ症、腹腔内感染、マイコバクテリウム感染症、
結核、ビブリオ感染症、メリディオ症、コレラ、クラミジア感染症、
バークホルディア感染症、肺炎など

寄生虫病 （Parasitic diseases）

シャーガス心筋症、クロノルチア症、原虫感染、吸虫感染症、トリパノソーマ症など

眼疾患 （Eye Diseases）

結膜疾患、角膜疾患、ドライアイ症候群、緑内障、グレーブス病、
高眼圧症、網膜疾患、ブドウ病

耳鼻咽喉疾患 （Otorhinolaryngologic Diseases）

難聴、聴覚障害、咽頭疾患、鼻ポリープ、中耳炎、鼻炎

口腔咽頭疾患 （Stomatognathic Diseases）

口唇裂、リップ病、歯周病、歯周炎、舌疾患、
口腔乾燥症

心臓肥大 （Cardiac Hypertrophy）

心肥大におけるCa2+依存NF-ATシグナル伝達、
アンジオテンシンAktの活性化

栄養代謝疾患
（Nutritional and Metabolic Diseases）

アシドーシス、先天性炭水化物代謝異常、低血糖、
高コレステロール血症、グルコース代謝異常、
脂質症、吸収不良症候群、ミトコンドリア病、
ニーマン・ピック病、肥満、
プロテオスタシス欠損症

皮膚・結合組織疾患
（Skin and Connective Tissue Diseases）

脱毛症、乳房疾患、コレーゲン病、結合組織疾患、
皮膚炎、外胚葉性異形成、表皮水疱症、甲状腺炎、
色素沈着過多、ケロイド、角化症、足潰瘍、強皮症、
乾癬、皮膚疾患、蕁麻疹

女性尿生殖器疾患および妊娠合併症
（Female urogenital diseases and

 pregnancy complications）

膀胱炎、糖尿病 - 妊娠中、女性泌尿生殖器疾患、
胎児の成長遅延、糸球体腎炎、糸球体硬化症、
高血圧 -妊娠に起因する、腎不全、ネフローゼ、
卵巣疾患、妊娠合併症、性感染症、排尿障害、
子宮頚部疾患、子宮疾患

内分泌系疾患 
（Endocrine System Diseases）

副腎腺疾患、副腎摘出機能亢進、
先天性甲状腺機能低下症、クッシング症候群、
糖尿病合併症、真性糖尿病、内分泌系疾患、
甲状腺腫、下垂体疾患

筋骨格系疾患 
（Musculoskeletal Diseases）

強直症、関節炎、リウマチ性疾患、骨疾患 -代謝、
筋ジストロフィー、筋炎、骨粗鬆症、脊椎炎

上記以外のパネルはウェブ（bio-rad.com/primepcr）で検索してください。
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代謝パネル
アミノ酸代謝 （Amino Acid Metabolism）

アミノ酸代謝コレクションパネル
ベータアラニン代謝
メチオニン代謝
チロシン代謝 p.1（ドーパミン）

炭水化物代謝 （Carbohydrates　Metabolism）

炭水化物代謝コレクションパネル
ガラクトース代謝
グリコーゲン代謝
糖分解および糖新生

脂質代謝 （Lipid Metabolism）

脂質代謝コレクションパネル
アナンダミドの生合成と代謝
HETEおよびHPETE生合成および代謝
プロスタグランジン2の生合成と代謝FM

核酸代謝 （Nucleotide metabolism）

ヌクレオチド代謝コレクションパネル
ATP / ITP代謝
NAD代謝

脂質代謝制御 （Regulation of Lipid Metabolism）

脂質代謝制御コレクションパネル
ERKのα -2アドレナリン受容体活性化
脂肪酸代謝のインスリン調節
グリコーゲン代謝のインスリン調節
インスリンシグナル伝達
脂質代謝のPPAR調節
肝細胞における脂肪酸シンターゼ活性の調節
LXR、NF-YおよびSREBPによる脂質代謝の調節
RXR依存性のPPAR、RAR、VDRによる脂質代謝調節

代謝制御 （Regulation of Metabolism）

代謝制御コレクションパネル
代謝調節におけるアディポネクチンの役割
アミノ酸代謝の転写調節

ステロイド代謝 （Steroid Metabolism）

ステロイド代謝コレクションパネル
アンドロステンジオンとテストステロンの生合成と代謝
エストラジオール代謝

ステロイド代謝 （Steroid Metabolism）

エストロゲン生合成
エストロン代謝

ビタミン、補酵素代謝
（Vitamin and cofactor Metabolism）

ビタミンおよび補酵素の代謝コレクションパネル
グルタチオン代謝
レチノール代謝
ビタミンD2（エルゴカルシフェロール）代謝

異物代謝 （Xenobiotic Metabolism）

生体異物代謝コレクションパネル
アセトアミノフェン代謝
ベンゾ [a]ピレン代謝
ジクロロエチレン代謝
ナフタレン代謝

パスウェイパネル
アポトーシスと生存 （Apoptosis and survival）

アポトーシスおよび生存のコレクションパネル
膜結合型ESR1の抗アポトーシス作用
核ESR1とESR2の抗アポトーシス作用
抗アポトーシスTNF / NF-κB / Bcl-2経路
抗アポトーシスTNF / NF-κB / IAP経路

パスウェイパネル
アポトーシスTNFファミリー経路
APRILとBAFFシグナル伝達
BADリン酸化
カスパーゼカスケード
セラミドシグナル伝達経路
DNA損傷誘発アポトーシス
FASシグナル伝達カスケード
グランザイムAシグナル伝達
グランザイムBシグナル伝達
ベータ受容体シグナル伝達
アポトーシス阻害および細胞周期におけるnAChR
NF-κBのNGF活性化
NGFシグナル伝達経路
ミトコンドリアタンパク質によるアポトーシスの調節
ニューロン死および生存におけるCDK5の役割
アポトーシスにおける IAP-タンパク質の役割
TNFR1シグナル伝達経路

血液凝固 （Blood Coagulation）

血液凝固
血小板凝集におけるGPCR

細胞接着 （Cell Adhesion）

細胞接着コレクションパネル
カドヘリン媒介細胞接着
マトリックス複合糖質
ECMリモデリング
接合機構による内皮細胞の接触
非接合機構による内皮細胞の接触
エフリンシグナル伝達
ギャップジャンクション
インテグリン内部シグナル伝達
インテグリンを介した細胞接着と移動
プラスミンシグナル伝達
PLAUシグナル伝達
タイトジャンクション

細胞周期 （Cell Cycle）

細胞周期コレクションパネル
プロメタ相における染色体凝縮
G1 / S移行のESR1調節
G1 / S移行に対するRasおよびRhoタンパク質の影響
G1 / S移行の調節
細胞周期調節における14-3-3タンパク質の役割
細胞周期調節におけるAPCの役割
細胞周期調節におけるSCF複合体の役割
スピンドルアセンブリと染色体分離
初期S期におけるDNA複製の開始
DNA複製の移行と終結

走化性 （Chemotaxis）

走化性コレクションパネル
CXCR4シグナル伝達経路
IL-17シグナル伝達経路

細胞骨格再構成 （Cytoskeleton remodeling）

細胞骨格リモデリングコレクションパネル
細胞プロセスにおけるCDC42
FAKシグナル伝達
細胞運動性におけるフィブロネクチン結合インテグリン
インテグリンの外部シグナル伝達
ケラチンフィラメント
ニューロフィラメント
RalA制御経路 /RalB調節経路
Rho GTPaseによるアクチン細胞骨格の調節
エフリンBによる逆方向シグナル伝達
細胞移動におけるPDGFの役割
細胞骨格の再構成におけるPKAの役割

発生 （Development）

血管新生コレクションパネル
アンジオポエチン - Tie2シグナル伝達
アンジオテンシンAktの活性化
アンジオテンシンERKの活性化
アンジオテンシンのβアレスチンによるシグナル伝達
PYK2によるアンジオテンシンシグナル伝達
STATによるアンジオテンシンシグナル伝達
S1P1シグナル伝達経路
トロンボスポンディン-1シグナル伝達
VEGFシグナル伝達と活性化
VEGFR2を介したVEGFシグナル伝達
VEGFファミリーシグナル伝達
A1受容体シグナル伝達
A2A受容体シグナル伝達
A2B受容体：Gタンパク質αSによる作用
A3受容体シグナル伝達
ERKのACM2およびACM4活性化
α 1アドレナリン作動性受容体によるERKの活性化
ERKのα -2アドレナリン受容体活性化
アンジオテンシンERKの活性化
アンジオテンシンのβ -アレスチンによるシグナル伝達
PYK2によるアンジオテンシンシグナル伝達
ERKのβアドレナリン受容体調節
cAMPを介してシグナル伝達するβアドレナリン受容体
EDNRBシグナル伝達
エンドセリン-1 / EDNRAシグナル伝達
EGFRのエンドセリン-1 / EDNRAトランス活性化
細胞増殖およびニューロン生存におけるERK5
FGFファミリーシグナル伝達
FGFRシグナル伝達経路
グルココルチコイド受容体シグナル伝達
成長ホルモンシグナル伝達
STATとPLC/IP3による成長ホルモンシグナル伝達
骨 /軟骨におけるヘッジホッグ /PTHシグナル伝達経路
HGFシグナル伝達経路
IGF-1受容体シグナル伝達
JAK/STATとMAPKカスケードによるレプチンシグナル
PI3K依存性経路を介したレプチンシグナル伝達
ESR1 / AP-1経路のリガンド依存性活性化
ESR1およびESR2のリガンド非依存性活性化
膜結合型ESR1：成長因子シグナル伝達との相互作用
ノッチシグナル伝達経路
NF-κB活性調節のためのNOTCH1介在経路
MAPKカスケードによるPDGFシグナル伝達
STATおよびNF-κBによるPDGFシグナル伝達
プロラクチン受容体シグナル伝達
テロメア長および細胞不死化の調節
細胞分化および増殖におけるアクチビンAの役割
β - アレスチンを介したS1P1受容体シグナル伝達
TGF-β受容体シグナル伝達
WNTシグナルの非存在下におけるβカテニンの分解
WNT5Aシグナル伝達
生殖 - プロゲステロン媒介卵母細胞の成熟
シグナル伝達 - アクチビンAシグナル伝達調節

上皮細胞発生分化のコレクションパネル
アンジオテンシンERKの活性化
EGFRシグナル伝達経路
PIP3によるEGFRシグナル伝達
ERBBファミリーシグナル伝達
ケラチノサイト分化
メラノサイトの発生分化と色素沈着

造血コレクションパネル
EPO誘発Jak-STAT経路
EPO誘発MAPK経路
Flt3シグナル伝達
JAK-STATを介したトロンボポエチンシグナル伝達
トロンボポエチン調節細胞プロセス

リアルタイムPCR用 PrimePCR アレイ
プレデザインパネル：代謝 / パスウェイパネル

上記以外のパネルはウェブ（bio-rad.com/primepcr）で検索してください。
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リアルタイムPCR用 PrimePCR アレイ
プレデザインパネル：パスウェイ / タンパク質パネル

パスウェイパネル
免疫システム発生分化コレクションパネル
心筋細胞におけるPIP3シグナル伝達
HDACとCa2+/カルモジュリン依存性キナーゼの役割

神経発生コレクションパネル
CNTF受容体シグナル伝達
EGFRのドーパミンD2受容体トランス活性化
GDNFファミリーシグナル伝達
ヘッジホッグシグナリング
神経突起伸長のMAG依存性阻害

骨化および骨リモデリングコレクションパネル
ニューロトロフィンファミリーシグナル伝達
神経細胞におけるPACAPシグナル伝達
CNSにおけるCDK5の調節
ニューロンの発生分化におけるCDK5の役割
スリットロボシグナリング
破骨細胞におけるオステオポンチンシグナル伝達

DNA損傷 （DNA Damage）

DNA損傷コレクションパネル
テロメア長および細胞不死化の調節
G2 / MチェックポイントのATM / ATR規制
G1 / SチェックポイントのATM / ATR調節
DNA損傷誘発反応
テロメラーゼ活性および細胞老化の阻害
DSB修復のNHEJ機構
DNA修復におけるBrca1およびBrca2の役割
p53調節におけるSUMOの役割

低酸素応答 （Hypoxia Response）

低酸素応答コレクションパネル
CNTF受容体シグナル伝達
低酸素症におけるAktのHIF1活性化誘導

免疫応答 （Immune Response）

免疫応答コレクションパネル
MHCクラス Iによる抗原提示 
MHCクラス IIによる抗原提示 
インターフェロンの抗ウイルス作用 
正常気道における細菌感染 
BCR経路 
好酸球におけるCCR3シグナル伝達 
マクロファージ・Tリンパ球におけるCCR5シグナル伝達
免疫細胞におけるCD137シグナル伝達 
NK細胞におけるCD16シグナル伝達 
CD28シグナル伝達 
セカンドメッセンジャーを介したCXCR4シグナル伝達
ETV3のCSF1によるマクロファージ分化に対する影響
FcイプシロンRI経路 
Tリンパ球におけるMEF2の機能 
Tヘルパー細胞における ICOS経路 
IFNα /βシグナル伝達経路 
IFNγシグナル伝達経路 
IL-10シグナル伝達経路
IL-12シグナル伝達経路 
IL-12誘導性 IFN-γ産生 
IL-17シグナル伝達経路 
IL-2活性化およびシグナル伝達経路 
IL-22シグナル伝達経路 
IL-23シグナル伝達経路 
IL-3活性化およびシグナル伝達経路 
IL-4 - 抗アポトーシス作用 
IL-4シグナル伝達経路 
IL-5シグナル伝達 
Bリンパ球における IL-7シグナル伝達 
Tリンパ球における IL-7シグナル伝達 
IL-9シグナル伝達経路 
MIF-JAB1シグナル伝達 
NF-ATシグナル伝達および白血球相互作用 
免疫応答におけるNFAT 

Bリンパ球におけるPIP3シグナル伝達 
NK細胞におけるDAP12受容体の役割 
NK細胞の細胞毒性におけるインテグリンの役割
T細胞受容体シグナル伝達経路 
NF-κBの活性化におけるTCRおよびCD28の刺激
Th1およびTh2細胞の分化 
TLR3/4によるTICAM1特異的シグナル伝達経路
マウス、ラットおよびヒトの生物特有の地図
マウス・ラット・ヒトに対する免疫応答マップ

筋収縮 （Muscle Contraction）

筋肉収縮コレクションパネル
発生分化 - トロンボスポンディン-1シグナル伝達

神経生理学的プロセス
（Neurophysiological Process）

神経生理学的プロセスコレクションパネル
細胞骨格のリモデリング - ニューロフィラメント
視覚的知覚
概日リズム
GABA-A受容体のライフサイクル
ドーパミンD1A受容体シグナルのグルタミン酸調節
神経インパルス伝達におけるκ型オピオイド受容体
CA1海馬のNMDA依存性シナプス後期長期増強
受容体媒介性軸索成長反発

酸化ストレス （Oxidative Stress）

酸化ストレスコレクションパネル
EGFRのドーパミンD2受容体トランス活性化

タンパク質分解 （Proteolysis）

タンパク質分解コレクションパネル
グランザイムAシグナル伝達
グランザイムBシグナル伝達
WNTシグナル伝達経路。 第1報WNTシグナル伝達
の非存在下におけるベータカテニンの分解
推定SUMO-1経路
推定ユビキチン経路
ユビキチン-プロテアソーム経路のパーキンの役割

再生 （Reproduction）

再生コレクションパネル
GnRHシグナル伝達
生殖 - プロゲステロン媒介卵母細胞の成熟
精巣における転写 - CREMシグナリング

転写 （Transcription）

転写コレクションパネル
P53シグナル伝達経路
転写調節におけるSin3およびNuRD
アミノ酸代謝の転写調節

翻訳 （Translation）

翻訳コレクションパネル
プロゲステロン媒介卵母細胞の成熟
翻訳開始の規制
翻訳のインスリン規制
アンドロゲン受容体の非ゲノム（迅速）作用
EIF2活動の規制
EIF4F活動の規制
α -1アドレナリン作動性受容体による翻訳調節

輸送 （Transport）

輸送コレクションパネル
細胞接着 - ギャップジャンクション
細胞内輸送 - クラスリン被覆小胞サイクル
核内輸送 - RAN制御経路

タンパク質パネル
サイトカイン、ケモカイン （Cyto/chemokines）

サイトカイン・ケモカインコレクションパネル
セラミドシグナル伝達経路
CXCR4シグナル伝達経路
CNTF受容体シグナル伝達
破骨細胞におけるオステオポンチンシグナル伝達
好酸球におけるCCR3シグナル伝達
免疫細胞におけるCD137シグナル伝達
セカンドメッセンジャーを介したCXCR4シグナル伝達
マクロファージ分化でのETV3影響
IFNα /βシグナル伝達経路
IFNγシグナル伝達経路
IL-1シグナル伝達経路
IL-10シグナル伝達経路
IL-12シグナル伝達経路
IL-12誘導性 IFN-γ産生
IL-17シグナル伝達経路
IL-2活性化およびシグナル伝達経路
IL-22シグナル伝達経路
IL-23シグナル伝達経路
IL-3活性化およびシグナル伝達経路
IL-4 - 抗アポトーシス作用
IL-4シグナル伝達経路
IL-5シグナル伝達
IL-6シグナル伝達経路
Bリンパ球における IL-7シグナル伝達
Tリンパ球における IL-7シグナル伝達
IL-9シグナル伝達経路
NF-ATシグナル伝達および白血球相互作用
JAK-Statを介したオンコスタチンMシグナル伝達
MAPKを介したオンコスタチンMシグナル伝達

Gタンパク質 （G-proteins）

GPCRコレクションパネル
血小板凝集におけるGPCR
CXCR4シグナル伝達経路
A1受容体シグナル伝達
A2A受容体シグナル伝達
A2B受容体：Gタンパク質αSによる作用
A3受容体シグナル伝達
ERKのACM2およびACM4活性化
α1アドレナリン作動性受容体によるERKの活性化
ERKのα -2アドレナリン受容体活性化
アンジオテンシンERKの活性化
アンジオテンシンのβ -アレスチンによるシグナル伝達
PYK2によるアンジオテンシンシグナル伝達
ERKのβアドレナリン受容体調節
cAMPを介してシグナル伝達するβアドレナリン受容体
EGFRのドーパミンD2受容体トランス活性化
EDNRBシグナル伝達
エンドセリン-1 / EDNRAシグナル伝達
EGFRのエンドセリン-1 / EDNRAトランス活性化
G蛋白質媒介調節MAPK-ERKシグナル伝達
アンジオテンシンAktの活性化
STATによるアンジオテンシンシグナル伝達
神経細胞におけるPACAPシグナル伝達
CNSにおけるCDK5の調節
β - アレスチンを介したS1P1受容体シグナル伝達
S1P1シグナル伝達経路
WNT5Aシグナル伝達
Gタンパク質α -12シグナル伝達経路
Gタンパク質α iシグナル伝達カスケード
Gタンパク質α -qシグナル伝達カスケード
Gタンパク質α -sシグナル伝達カスケード
Gタンパク質ベータ/ガンマシグナル伝達カスケード
p38およびJNKシグナル伝達の制御
好酸球におけるCCR3シグナル伝達
マクロファージ・Tリンパ球におけるCCR5シグナル伝達
セカンドメッセンジャーを介したCXCR4シグナル伝達
ドーパミンD1A受容体シグナルのグルタミン酸調節
神経インパルス伝達におけるκ型オピオイド受容体

上記以外のパネルはウェブ（bio-rad.com/primepcr）で検索してください。
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タンパク質パネル
Gタンパク質 （G-proteis）

GnRHシグナル伝達
Gタンパク質共役受容体を介したPKCの活性化
cAMPシグナル伝達
PKAシグナル伝達
転写因子 tubbyシグナル伝達経路
ChREBP調節経路
α -1アドレナリン作動性受容体による翻訳調節

Gタンパク質 （RAS-group）

RASグループコレクションパネル
G1 / S移行に対するRasおよびRhoタンパク質の影響
細胞プロセスにおけるCDC42
RalA制御経路
RalB調節経路
Rho GTPaseによるアクチン細胞骨格の調節
低分子量GTPaseによるEGFRシグナル伝達
RasファミリーGTPase間のクロストーク
H-RAS調節経路
K-RAS調節経路
M-RAS調節経路
N-RAS調節経路
細胞プロセスにおけるRAC1
Rac2調節経路
Rap1A調節経路
Rap1B調節経路
Rap2B調節経路
キナーゼカスケードにおけるRasファミリーGTPase
CDC42活性の調節
RAC1活性の調節
RhoA調節経路
RhoB調節経路
TC21調節経路
輸送 - RAN制御経路

成長因子 （Growth Factor）

成長因子コレクションパネル
NF-κBのNGF活性化
NGFシグナル伝達経路
細胞移動におけるPDGFの役割
EGFRシグナル伝達経路
PIP3によるEGFRシグナル伝達
低分子量GTPaseによるEGFRシグナル伝達
EGFRのエンドセリン-1 / EDNRAトランス活性化
EPO誘発MAPK経路
ERBBファミリーシグナル伝達
FGFファミリーシグナル伝達
FGFRシグナル伝達経路
Flt3シグナル伝達
HGFシグナル伝達経路
IGF-1受容体シグナル伝達
ESR1およびESR2のリガンド非依存性活性化
神経突起伸長のMAG依存性阻害
メラノサイトの発生分化と色素沈着
ニューロトロフィンファミリーシグナル伝達
MAPKカスケードによるPDGFシグナル伝達
STATおよびNF-κBによるPDGFシグナル伝達
プロラクチン受容体シグナル伝達
CNSにおけるCDK5の調節

成長因子 （Growth Factor）

細胞分化および増殖におけるアクチビンAの役割
TGF-β受容体シグナル伝達
トロンボポエチン調節細胞プロセス
VEGFシグナル伝達と活性化
VEGFR2を介したVEGFシグナル伝達 
VEGFファミリーシグナル伝達

ホルモン （Hormones）

ホルモンコレクションパネル
膜結合型ESR1の抗アポトーシス作用
核ESR1とESR2の抗アポトーシス作用
G1 / S移行のESR1調節
EDNRBシグナル伝達
エンドセリン-1 / EDNRAシグナル伝達
EGFRのエンドセリン-1 / EDNRAトランス活性化
グルココルチコイド受容体シグナル伝達
成長ホルモンシグナル伝達
STATとPLC / IP3による成長ホルモンシグナル伝達
レプチンシグナル伝達
PI3K依存性経路を介したレプチンシグナル伝達
ESR1 / AP-1経路のリガンド依存性活性化
ESR1およびESR2のリガンド非依存性活性化
メラノサイトの発生分化と色素沈着
膜結合型ESR1：成長因子シグナル伝達との相互作用
プロラクチン受容体シグナル伝達
脂肪酸代謝のインスリン調節
グリコーゲン代謝のインスリン調節
インスリンシグナル伝達
GnRHシグナル伝達
プロゲステロン媒介卵母細胞の成熟
アクチビンAシグナル伝達調節
アンドロゲン受容体核内シグナル伝達
ESR1 / SP経路のリガンド依存性活性化
低酸素症におけるAktは、HIF1活性化を誘導した
翻訳でのインスリン制御
アンドロゲン受容体の非ゲノム（迅速）作用
シグナル伝達 - PTEN経路

リン酸化酵素 （Kinases）

キナーゼコレクションパネル
FAKシグナル伝達
細胞骨格再構成におけるPKAの役割
細胞増殖およびニューロン生存におけるERK5
ニューロンの発達におけるCDK5の役割
Gタンパク質共役受容体を介したPKCの活性化
AKTシグナル伝達
Erk相互作用 - Erkの阻害
JNK経路
PKAシグナル伝達

脱リン酸化酵素 （Phoshatases）

ホスファターゼコレクションパネル
シグナル伝達 - PTEN経路

セカンドメッセンジャー （Second messenger）

セカンドメッセンジャーコレクションパネル
PIP3によるEGFRシグナル伝達
ケラチノサイト分化
心筋細胞におけるPIP3シグナル伝達
骨格筋形成の制御におけるHDACおよびカルシウム/
カルモジュリン依存性キナーゼ（CaMK）の役割
Bリンパ球におけるPIP3シグナル伝達
カルシウムシグナリング
cAMPシグナル伝達
IP3シグナル伝達
PKAシグナル伝達

転写因子 （Transcription factor）

転写因子コレクションパネル
p53依存性アポトーシス
成長因子シグナル伝達との相互作用
CSF1によるマクロファージ分化でのETV3影響
NF-κBの活性化におけるTCRおよびCD28の刺激
LXR、NF-YおよびSREBPによる脂質代謝の調節
ChREBP調節経路

lncRNAパネル
がん （Cancer）

血管新生
血液がん
脳のがん
乳がん
大腸がん
肺がん
全がん
前立腺がん

生物学的プロセス （Biological Processes）

アテローム性動脈硬化症
細胞周期
細胞外マトリックスと接着
エピジェネティクス
成長因子
低酸素症
幹細胞

免疫学 （Immunology）

サイトカイン
炎症
自然免疫＆獲得免疫反応
インターフェロン α /β
TGF-βシグナリング

上記以外のパネルはウェブ（bio-rad.com/primepcr）で検索してください。

 ■ PrimePCRアッセイは iScriptシリーズ並びにSsoAdvanced Universal Supermixシリーズを用いてバリデーションしています。

リアルタイムPCR用 PrimePCR アレイ
プレデザインパネル：タンパク質 / lncRNA パネル
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PrimePCR Related Reagents

PrimePCR バリデーション済み試薬
PrimePCRアッセイは下記の製品を用いてバリデーションを行っており、PrimePCRの優れたパフォーマンスを最大限に活かす
ため、これらの試薬の使用を推奨しています。

 ■ cDNA合成用逆転写酵素キット

iScript Advanced cDNA Synthesis Kit for RT-qPCR

・ 100 fg ～ 7.5 µgの幅広いRNA量に対応する逆転写酵素キット
・ 酵素とサンプルを混ぜるだけの簡便キットで、トータルの反応時間は21分
・ iScriptシリーズの逆転写酵素は、RNase H+活性があるため、cDNA合成後、鋳型となった

RNAを分解し、アッセイの定量性および再現性を向上
・ ランダムプライマーとオリゴdTプライマーのブレンドタイプのため、効率の良いcDNA合成
が可能

iScript Advanced cDNA Synthesis 
Kitを用いたα-tubulin遺伝子の増幅
結果例
HeLa細胞RNAからα-tubulin遺伝
子を増幅した。増幅曲線：左から右
へ7.5 μg, 5 μg, 2 μg, 1μg, 100 
ng, 1 ng, 100 pg, 10 pg, 1 pg。
検出はHEX標識プローブを用いた。
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Ordering Information
カタログ番号 品名 保存温度 価格
1725037 iScript Advanced cDNA Synthesis Kit（20 μl×25反応） -20℃ ¥16,000
1725038 iScript Advanced cDNA Synthesis Kit（20 μl×100反応） -20℃ ¥49,000

iScript gDNA Clear cDNA Synthesis kit

逆転写反応前に、ゲノム由来のDNAを完全に除去することで、リアルタイムPCR実施の際に非特異的な増幅を抑制します。

・ 2段階のステップでゲノムDNAの除去とcDNA合成を実施可能
・ 1 pg ～ 1 µgのRNA量に対応
・ RNase H+活性のある逆転写酵素により、アッセイの定量性および再現性を向上
・ ランダムプライマーとオリゴdTプライマーのブレンドタイプのため、効率の良いcDNA合成
が可能

Ordering Information
カタログ番号 品名 保存温度 価格
1725034 iScript gDNA Clear cDNA Synthesis Kit   20 μl×25反応 -20℃ ¥24,000
1725035 iScript gDNA Clear cDNA Synthesis Kit   20 μl×100反応 -20℃ ¥72,000
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PrimePCR Related Reagents for qPCR

 ■ リアルタイムPCR用スーパーミックス

SsoAdvanced Universal Supermix

SsoAdvanced Universal SYBR® Green / Probes 
Supermix
SsoAdvanced Universal Supermixは、バイオ・ラッドの特許取
得Sso7d融合タンパク質技術に基づいた高性能リアルタイムPCR
スーパーミックスです。

このスーパーミックスは高速で阻害に強く、幅広いアプリケーション
に適応し、あらゆるリアルタイムPCR機器と共に使用できるように
設計されています。

• あらゆるリアルタイムPCR機器で使用可能なUniversal試薬

Universal Supermixに含まれる特許取得のUniversal色素は、
あらゆるROX依存性のリアルタイムPCR機器において、機種に
関わらずデータのROX補正を可能にします。

• 阻害に強く、いかなる条件でも優れたパフォーマンス

Sso7d融合ポリメラーゼは、一般的なポリメラーゼよりもPCR
阻害物質への抵抗性が高く、幅広い反応条件、プライマー濃度、
温度範囲を通じて高いパフォーマンスを発揮し、高感度と再現性
が得られます。

•   高速なリアルタイムPCRを実現

Sso7d融合ポリメラーゼおよび最適化したバッファーの組み合わ
せにより、高速な増幅反応が可能です。

• PrimePCR アッセイで良好な結果が得られます

PrimePCR アッセイは、最適な結果が得られるようにプライマー
およびプローブが設計され、SsoAdvanced Universal 
Supermixを用いてバリデーションが行われています。

    

13-0478 Sso7d Illustration Final
02.20.13

ポリメラーゼ

Sso7d

SsoAdvanced試薬のSso7d融合ポリメラーゼ
dsDNA結合タンパク質であるSso7dが融合したポリメラーゼは、鋳型
となるDNAに強固に結合するため、伸長反応中の脱落が低減されます。
このSso7d融合ポリメラーゼの特性が、高速反応と高阻害耐性を実現し
ます。

SsoAdvanced Universal Supermixの用途
・ リアルタイムPCR
・   遺伝子発現解析
・ パスウェイ解析
・ 絶対的定量
・   クロマチン免疫沈降（ChIP）リアルタイムPCR
・   突然変異の検出
・   病原菌の検出
・   ウイルス検出（ウイルス定量）
・   遺伝子組換え生物（GMO）の検出
・   遺伝的プロファイリング

機器との適合性

SsoAdvanced Universal SYBR® Green Supermixは、ほと
んどのリアルタイムPCRシステムと適合性があります。

Ordering Information
カタログ番号 品名 保存温度 価格
1725270 SsoAdvanced Universal SYBR Green Supermix、2 ml（1 mlバイアル×2本）、20 μl×200反応 -20℃ ¥25,000
1725271 SsoAdvanced Universal SYBR Green Supermix、5 ml（1 mlバイアル×5本）、20 μl×500反応 -20℃ ¥55,000
1725271B02 SsoAdvanced Universal SYBR Green Supermix、10 ml（1 mlバイアル×10本）、20 μl×1,000反応 -20℃ ¥98,000
1725271B05 SsoAdvanced Universal SYBR Green Supermix、25 ml（1 mlバイアル×25本）、20 μl×2,500反応 -20℃ ¥230,000
1725271B10 SsoAdvanced Universal SYBR Green Supermix、50 ml（1 mlバイアル×50本）20 μl×5,000反応 -20℃ ¥450,000
1725274 SsoAdvanced Universal SYBR Green Supermix、25 ml（5 mlバイアル×5本）、20 μl×2,500反応 -20℃ ¥230,000
1725280 SsoAdvanced Universal Probes Supermix、2 ml（1 mlバイアル×2本）、20 μl×200反応 -20℃ ¥27,000
1725280B02 SsoAdvanced Universal Probes Supermix、4 ml（1 mlバイアル×4本）、20 μl×400反応 -20℃ ¥48,500
1725280B05 SsoAdvanced Universal Probes Supermix、10 ml（1 mlバイアル×10本）、20 μl×1,000反応 -20℃ ¥99,500
1725280B10 SsoAdvanced Universal Probes Supermix、20 ml（1 mlバイアル×20本）、20 μl×2,000反応 -20℃ ¥178,000
1725284 SsoAdvanced Universal Probes Supermix、25 ml（5 mlバイアル×5本）、20 μl×2,500反応 -20℃ ¥220,000
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PrimePCR Related Reagents for qPCR

 ■ 1ステップ RT-リアルタイムPCR用キット

iTaq Universal One-Step Kit（RT-qPCRキット）

iTaq Universal One-Stepキットは、RNase H+ MMLV逆転写
酵素、逆転写反応阻害物質抑制剤、hot-start iTaq DNAポリメ
ラーゼという強力な組み合わせを用いた、利便性の高い1ステップ
逆転写 -リアルタイムPCR（RT-qPCR）キットです。このキットは、
PCRの効率も高く、広いダイナミックレンジを有し、かつ高速で優れ
た感度および特異性を提供します。また細胞溶解物がある場合でも
性能に悪影響を与えずに高い阻害物質耐性を持ちます。

•   感度、特異性、効率が高い
最適化されたバッファー、酵素等により、様々なサンプルの種類お
よび標的シーケンスに対して頑健な性能が得られます。

• あらゆるリアルタイムPCR機器で使用可能なUniversal試薬

Universal Supermixに含まれる特許取得のUniversal色素は、
あらゆるROX依存性のリアルタイムPCR機器において、機種に
関わらずデータのROX補正を可能にします。

•   いかなる条件でも優れたリアルタイムPCRの結果が得られる
幅広い反応条件、プライマー濃度、温度範囲、高速サイクリングに
おいても一貫した性能が得られます。

•   PrimePCR アッセイで優れた結果

PrimePCR アッセイは、最適な結果が得られるようにプライ
マー、プローブが設計され、バリデーションが行われています。

iTaq Universal One-Step Kitの用途
・   RT-qPCR
・   遺伝子発現解析
・   絶対的定量
・   突然変異の検出
・   病原菌の検出
・   ウイルス検出（ウイルス定量）
・   遺伝子組換え生物（GMO）の検出
・   遺伝的プロファイリング

機器との適合性

iTaq Universal One-Step Kitは、ほとんどのリアルタイム
PCRシステムと適合性があります。

Ordering Information
カタログ番号 品名 保存温度 価格
iTaq Universal SYBR Green One-Step Kit
1725150 iTaq Universal SYBR Green One-Step Kit、100反応、1 ml（1 mlバイアル×1本）、 

25 μl RT（1バイアル）、ヌクレアーゼフリー水（1バイアル）
-20℃ ¥16,000

1725151 iTaq Universal SYBR Green One-Step Kit、500反応、5 ml（1 mlバイアル×5本）、 
125 μl RT（1バイアル）、ヌクレアーゼフリー水（1バイアル）

-20℃ ¥80,000

iTaq Universal Probe One-Step Kit
1725140 iTaq Universal Probes One-Step Kit、100反応、1 ml（1 mlバイアル×1本）、

50 μl RT（1×50 μlバイアル）、ヌクレアーゼフリー水（1バイアル）
-20℃ ¥20,000

1725141 iTaq Universal Probes One-Step Kit、500反応、5 ml（1 mlバイアル×5本）、
250 μl RT（2×125 μlバイアル）、ヌクレアーゼフリー水（1バイアル）

-20℃ ¥86,000
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PrimePCR for Droplet Digital PCR

Droplet Digital PCR用 PrimePCR アッセイ
 ■ ddPCRとは

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。先進的なマイクロ流路技
術により、1サンプル20 µLを約20,000個の均一な約1 nLの液滴（ドロップ
レット）に分割し、各ドロップレット内でPCR増幅を行います。ターゲットDNAが
含まれていたドロップレットをポジティブ、含まれていなかったものをネガティブと
判別することで、DNAの絶対定量を行うことができます。

ddPCRはリアルタイムPCRと比べて以下の利点があげられます。
・ DNAの絶対定量が可能
・ PCRの増幅効率に左右されない
・ 各ドロップレットをPositive/Negativeで判別するため定量精度が高い
・ サンプル中のPCR阻害物質の影響を大幅に軽減
・ リアルタイムPCRでは難しい、存在比の低い遺伝子変異解析や、高精度のコ
ピー数多型解析が可能

QX200 AutoDG Droplet Digital 
PCRシステム

 ■ ddPCR アプリケーション

PrimePCRのDroplet Digital PCR（ddPCR） アッセイ専用ウェブサイトでは、アプリケーション別にアッセイをご提供しており
ます。

変異検出
変異検出を高感度に検出可
能

コピー数多型解析
検量線なしにコピー数のわ
ずかな変化を検出

発現解析
高精度・高感度・高再現性
の発現解析が可能＊

ゲノム編集検出
NHEJおよびHDR編集に
おいて、高精度かつ高感度
検出が可能

エキスパートデザイン
専門家がデザインした、デジ
タルPCRの先進的なアプリ
ケーション

カスタムサービス
カスタムデザインのアッ
セイを注文することも可
能です＊

＊ bio-rad.com/primepcrにて提供

 ■ PrimePCR ddPCR アッセイ専用ウェブサイト 
PrimePCRのDroplet Digital PCR（ddPCR）アッセイ専用ウェ
ブサイトでは、デジタルPCR用の変異解析、CNV（コピー数多型）
解析、ゲノム編集検出アッセイ用プライマー /プローブセットおよび
Expert Design Assayシリーズを、専用オーダーフォームによりご
提供しております。カスタムアッセイにも対応したこの専用サイトを
是非ご活用ください。

https://www.bio-rad.com/digital-assays/

（アクセスには弊社ウェブサイトでのユーザー登録が必要となります）
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PrimePCR for Droplet Digital PCR

 ■ PrimePCR ddPCR アッセイの特長

PrimePCR ddPCR アッセイは、ddPCRシステムのパフォーマンスを最大限に発揮するための完成したアッセイソリューション
を提供します。遺伝子発現解析、遺伝子変異検出、コピー数多型解析用に、多くのアッセイをご用意しています。用途により、加水分
解プローブアッセイ、およびEvaGreen® アッセイをお選びください。

ddPCR各種アッセイフォーマットの違い

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 ※
ゲノム編集検出 In-Silico ※

Human、Rat、Mouse
EvaGreen® アッセイ、

Probe アッセイ
遺伝子発現解析 In-Silico

※ 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

 ■ PrimePCR ddPCR アッセイ用 Supermix
Droplet Digital PCR（ddPCR）用試薬 ケミストリー 特長

ddPCR Multiplex 
Supermix

プローブアッセイ用
4倍濃縮されたReady-to-Useなマルチプレックス用
Supermix。QXシステムにて最高のPCR効率、特異性、
および感度が得られるよう最適化。

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。

Ordering Information
プローブアッセイ
（ddPCR） カタログ番号 品名 価格

12005909 ddPCR Multiplex Supermix（200ウェル分） ¥55,000
12005910 ddPCR Multiplex Supermix（500ウェル分） ¥130,000
12005911 ddPCR Multiplex Supermix（2,500ウェル分） ¥580,000
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

EvaGreenアッセイ
（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

プローブアッセイ
1ステップ
（ddPCR）

カタログ番号 品名 価格

1864021 One-Step RT-ddPCR Advanced Kit for Probes、20 μl×200反応分 ¥180,000
1864022 One-Step RT-ddPCR Advanced Kit for Probes、20 μl×500反応分 ¥400,000
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How to order PrimePCR Products

PrimePCR ご注文方法
PrimePCR製品のご注文には、「マイ バイオ・ラッド」にユーザー登録の上（初回のみ）、Webサイトから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い、オーダー
フォームを添付の上、販売店様にご注文ください。

お　客　様

バイオ・ラッド 販　売　店　様

オーダーフォームは製品が届くまで必ずお手元に保管してください。

詳細はPrimePCRサイトにてご確認ください。

製造

オーダーフォームの確認

製品確認

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）

ご注文内容を
ご確認ください

オーダーフォーム発行
（価格はWeb上の価格表をご覧ください）

PrimePCR

オーダーフォームを
添付して見積・発注

オーダーフォームを
添付して発注

❶ ❷

❸

PrimePCRサイト（bio-rad.com/primepcr）
にて製品検索

マイ バイオ・ラッドユーザー登録
（初回のみ）

納品 納品
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How to order PrimePCR Products

PrimePCR サイトのご案内
PrimePCR製品の検索、およびオーダーフォームの発行はPrimePCRサイト（bio-rad.com/primepcr）で行っていただけます。
直接URLを入力するか、検索エンジンで「PrimePCR」で検索してください。

❶ マイ バイオ・ラッドのユーザー登録、
ログインはこちらから

❷ デジタルPCRアッセイ専用の検索
ページ（ログインが必要です）

❸ リアルタイムPCR用カスタムプライ
マー &プローブの作成

❹ 販売店へのPrimePCR注文方法
等はこちら

❺ 通常のアッセイ検索はこちらから

❻ 複数の遺伝子から関連するアッセイ・
アレイをまとめて検索

❼ リアルタイムPCR用カスタムアレイ
の作成

❽ リアルタイムPCR用アレイ（プレート
パネル）の検索

❾ 過去の注文内容、よく注文する製品
の登録等（ログインが必要です）

❿ PrimePCR価格表

⓫ PrimePCRカタログやサイトの使
用方法

製品詳細、ご注文方法、学術的な内容についてご不明な点がございましたら、
バイオ・ラッド テックコールまでお問い合わせください。

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

Email  life_ps_ jp@bio-rad.com        Tel  03-6404-0331

●❶

●❷ ●❸ ●❹

●❺ ●❻

●❼

●❾

●❽

●❿

●⓫



バイオ・ラッド ラボラトリーズ 株式会社 取扱店

ライフサイエンス 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

※価格（税抜き）、仕様は2019年4月現在のもので、予告なく変更することがあります。
※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。

C11996L 1904a

PrimePCR ご注文について
【ご注文時の注意】
ご注文の際には、メールで受け取ったウェブ参照番号が記載され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、オーダーフォームに記載以外の数
量でのご注文等はできませんので、ご了承ください。

【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は、Webサイトから再度オーダーフォームを発行してください。チュー
ブに記載のカタログ番号（Cat.#）や、前回作製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。バイオ・ラッドWebサイト
（bio-rad.com）にログイン後、Webサイト右上の「マイ バイオ・ラッド」から「注文履歴」を参照することで、前回のオーダーフォー
ムを元に新規オーダーフォームを発行することが可能です。

【納期】
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変動いたします。
おおよその日数は下記をご参照ください。

qPCR Control、SYBR® Greenアッセイ 1～4週間 qPCR プローブアッセイ 2～4週間

qPCR 96/384 プレートアレイ(カスタム含む) 1～4週間 ddPCR アッセイ 2～7週間

【PrimePCR 参考価格】
下記メニュー以外にも多くのメニューがございます。詳細はPrimePCRサイト（bio-rad.com/primepcr）をご覧ください。

製品種別 反応数 参考価格

qPCR プライマーアッセイ （SYBR® Green）
Wet-lab validated

200反応
1,000反応

¥16,000
¥48,000

qPCRプローブアッセイ（FAM）
Wet-lab validated

200反応
500反応

1,000反応

¥24,000
¥44,000
¥62,000

qPCR プローブアッセイ （HEX）
500反応

1,000反応
¥48,000
¥68,000

qPCR アレイ （SYBR® Green）
96 well

384 well
¥26,000～34,000
¥38,000～44,000

ddPCR アッセイ
（アッセイ内容により異なります）

200反応
1,000反応
2,500反応

¥32,000～
¥78,000～

¥124,000～

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.


