
リアルタイム PCR

The life science business of Merck operates as MilliporeSigma in the U.S. and Canada.

ロシュブランドのリアルタイム PCR 試薬が
期間限定 希望販売価格を最大 40%OFF!
多くの装置でご使用いただけるユニバーサルマスターミックスをはじめ、RNA 抽出キット、
cDNA 合成キットなどをお得にお求めいただけるチャンスです。

 キャンペーン期間　2020年 1 1月16日（月） ～ 2021年3月12日（金）

ワークフローと主な対象製品　  対象製品リストは裏面をご覧ください

※   ROX 入りのマスターミックスは、ROX 色素によるシグナル補正が必要な 
リアルタイム PCR 装置に適しています。

SYBR Green法

プローブ法

RNA 抽出
●   ハイピュア（High Pure™）  

RNA 抽出キット組織用
●   RNase 阻害剤

cDNA 合成
●   トランスクリプター
　・ ハイフィデリティcDNA 合成キット 
　・ ユニバーサル cDNA マスター 
　・ リバーストランスクリプターゼ 

●   ファストスタートユニバーサル 
プローブマスター 

（ROX 入り or ROX 不含）

●   ファストスタートユニバーサル  
SYBR® Green マスター 

（ROX 入り or ROX 不含）

お得な 
チャンス

リアルタイム PCR 試薬 
キャンペーン

Biology



〒 153-8927 東京都目黒区下目黒 1-8-1 アルコタワー 5F
製品の最新情報はこちら www.sigmaaldrich.com/japan
製品に関するお問い合わせは、テクニカルサービスへ
E-mail: jpts@merckgroup.com  Tel: 03-6756-8245
在庫照会・ご注文に関するお問い合わせは、カスタマーサービスへ
E-mail: sialjpcs@merckgroup.com  Tel: 03-6756-8275  Fax: 03-6756-8301
シグマ アルドリッチ ジャパン合同会社はメルクのグループ会社です。
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本紙記載の製品は試験・研究用です。ヒト、動物への治療、もしくは診断目的として使用しないようご注意ください。掲載価格は希望販売価格（税別）です。実際の価格は弊社製品取扱販売店へご確認ください。なお、品目、製品情報、価格等は予告なく変更
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かんたんカタログ検索
カタログ 
ファインダー

サイエンス系
お役立ちメディア

M-hub メルク ライフサイエンス公式 
SNS、動画コンテンツをご覧ください。

メルク ライフサイエンス - メールニュース
www.merckmillipore.com/wm

● 2 ステップ リアルタイム PCR
製品名 検出方法 ROX  

Dye 説明・製品構成 容量・回数 カタログ番号 希望販売 
価格

キャンペーン 
希望販売価格

ファストスタート 
ユニバーサル  
SYBR Green  
マスター /ROX

SYBR 
Green 法 〇*1

FastStart ™ Taq DNA ポリメラーゼ、 
反応バッファー、ヌクレオチド（dATP、
dCTP、 dGTP、 dUTP）、 SYBR Green I
および ROX 色素を含む、2 倍濃縮の
マスターミックスです

   200 回分  
（50 µL 反応系） 4913850001 ¥40,100 ¥28,070

2,000 回分  
（50 µL 反応系） 4913914001 ¥346,000 ¥207,600

ファストスタート 
ユニバーサル  
SYBR Green  
マスター

SYBR 
Green 法 ー*2

2 倍濃縮のマスターミックスで、 
FastStart Taq DNA ポリメラーゼ、 
反応バッファー、 ヌクレオチド （dATP、 
dCTP、 dGTP、 dUTP）、 および SYBR 
Green I を含んでいます

   500 回分 
 （20 µL 反応系） 4673484001 ¥40,100 ¥28,070

5,000 回分  
（20 µL 反応系） 4673492001 ¥356,000 ¥249,200

ファストスタート 
ユニバーサル 
プローブマスター / 
ROX

プローブ
法 〇*1

FastStart Taq DNA ポリメラーゼ、 
反応バッファー、ヌクレオチド （dATP、
dCTP、 dGTP、 dUTP） および ROX 色素を
含む、 2 倍濃縮のマスターミックスです

   250 回分  
（20 µL 反応系） 4913949001 ¥21,800 ¥15,260

1,250 回分  
（20 µL 反応系） 4913957001 ¥101,000 ¥65,650

5,000 回分  
（20 µL 反応系） 4914058001 ¥346,000 ¥207,600

ファストスタート 
TaqMan® プローブ 
マスター

プローブ
法 ー*2

FastStart Taq DNA ポリメラーゼ、 
反応バッファーおよびヌクレオチド

（dATP、dCTP、 dGTP、 dUTP）を含む
2 倍濃縮のマスターミックスです

   100 回分  
（50 µL 反応系） 4673409001 ¥21,800 ¥15,260

   500 回分  
（50 µL 反応系） 4673417001 ¥101,000 ¥70,700

2,000 回分 
（50 µL 反応系） 4673433001 ¥356,000 ¥249,200

*1　ROX 補正が必要な装置 : ABI 7500, ABI 7900 HT, StepOne Plus ™, ViiA™  7 など

*2　ROX 補正が不要な装置 : Bio-Rad CFX96 Touch, RotorGene® Q など

● RNA 抽出
製品名 説明・製品構成 容量・回数 カタログ番号 希望販売 

価格
キャンペーン 

希望販売価格
ハイピュア （High Pure）  
RNA 抽出キット 動物組織サンプル用 50 回分 12033674001 ¥35,700 ¥24,990

RNase 阻害剤 Protector RNA サンプルの分解抑制
2,000 U 3335399001 ¥34,400 ¥24,080

5 x 2,000 U 3335402001 ¥165,000 ¥99,000

● cDNA 合成
製品名 説明・製品構成 容量・回数 カタログ番号 希望販売

価格
キャンペーン 

希望販売価格

トランスクリプター 
ユニバーサル cDNA マスター

逆転写（一本鎖 cDNA 合成） 
Transcriptor Universal Reverse  
Transcriptase （20 倍濃縮） と 
反応バッファー （5 倍濃縮） のセット 

100 回分 5893151001 ¥72,400 ¥43,440

トランスクリプター  
リバーストランスクリプターゼ

逆転写（一本鎖 cDNA 合成） 
トランスクリプターリバーストランス 
クリプターゼ溶液

250 U 3531317001 ¥17,900 ¥12,530
500 U 3531295001 ¥30,100 ¥21,070

2,000 U 3531287001 ¥112,000 ¥78,400
トランスクリプター
ハイフィデリティcDNA 合成キット

逆転写（一本鎖 cDNA 合成） 
一本鎖 cDNA 合成反応に必要な 
すべての試薬が揃っています

50 回分 5081955001 ¥51,200 ¥35,840
100 回分 5091284001 ¥83,500 ¥58,450
200 回分 5081963001 ¥145,000 ¥101,500

※ ロシュの装置（LightCycler® シリーズ） ではご使用になれませんのでご注意ください。

https://www.sigmaaldrich-jp.com/catalog/?utm_source=catalog-ftr&utm_medium=qrcode
https://m-hub.jp/?utm_source=catalog-ftr&utm_medium=qrcode
https://facebook.com/merckmilliporej/
https://line.me/R/ti/p/%40merck
https://twitter.com/MerckMilliporeJ
https://www.youtube.com/channel/UC6W-qmy8zpOe3nmHf9jiOlw
http://www.merckmillipore.com/JP/ja/about-us/news-media-room/email-news-milligram/ALqb.qB.7HYAAAFHGP0XX5IM,nav?RedirectedFrom=http%3A%2F%2Fwww.merckmillipore.jp%2Fwm
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