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定番の試薬 実績多数の製品 新製品

バッファー、生化学

有機合成
材料科学

標的タンパク質分解

代謝物ライブラリー

生理活性物質

抗体

シグマ アルドリッチ
5日間キャンペーン！

新しい研究スタイルを応援する

約30万品目の試薬・キット・実験器具 
希望販売価格が 30%OFF!!

シグマ アルドリッチは毎日使う定番の試薬、論文実績豊富な多数の化合物、実験を促進
する新製品や便利な製品を30万品目以上取り揃え、ライフサイエンス、有機合成、材料
科学の研究にご活用いただいています。

2021年 
1月 25日 （月）〜 29日 （金）まで



定番

アルブミン・生化学・タンパク質

細胞内シグナリング研究・生理活性物質 メタボロミクス研究

研究者に選ばれている抗体

細胞培養

個包装のバッファーが 
新発売！

定番

人気!

便利

分子生物学、細胞培養の 
どちらにも使える！

論文引用豊富で 
おすすめのBSAはこちら！

BSAの選び方ガイド　bit.ly/bsaguide_jp

BioPerformance Certified 
グレード
Trizma、HEPESなど定番のバッファーを 
ご用意しています。

bit.ly/33wFf7D

sigmaaldrich.com/prestige-jp

細胞骨格・コントロール
免疫染色やウェスタンブロッティングの 
コントロールとして多数の論文実績のある抗体を多数ご用意。

ターゲット名 論文数 カタログ番号
β-Actin 約6,700 A5441
α-Tubulin 約3,000 T9026
Vinculin 約1,200 V9131

特長 カタログ番号

FLAG 融合タンパク質の精製に 
抗体を共有結合させたアフィニティゲル A2220

アフィニティゲルからの溶出に
FLAGペプチド F3290

ウェスタンブロット、免疫沈降、免疫染色、
ELISA など幅広い用途に
強い反応性の抗FLAG M2抗体

F3165

特異性が高い
アフィニティ精製済み抗FLAG M2抗体 F1804

FLAG®タグ融合タンパク質
発現システム
組換え融合タンパク質の検出、精製が容易

その他のFLAG関連製品はこちら sigmaaldrich.com/flag-jp
その他の細胞骨格・コントロール抗体はこちら 

bit.ly/loading-controls-wb

ヒトのタンパク質を網羅する抗体
抗体の特性評価、ロット固有のテストなど
の厳しい検証をしている Human Protein 
Atlas 抗体。 免疫組織染色、免疫蛍光染
色、ウェスタンブロットの検証データ多数。 
ヒトのプロテオームの80％以上をカバー 
する製品ラインナップで、研究を推進します。

特長 カタログ番号
タンパク質研究全般に人気 A7906
ブロッキングに脂肪酸フリー A7030
培地の添加に培養テスト済み A9418

毎日使う定番の試薬 論文実績豊富な多数の化合物

bit.ly/metabolomics-jp

NEW!IROA代謝物ライブラリー
約400の代謝物ライブラリーを供給開始
プレートごとでも購入可能
質量分析用 BACS（胆汁酸・カルニ
チン・ステロール代謝物）、脂肪酸
代謝物ライブラリーもご提供。 その
他、代謝物の定量用キットが多数！
酵素と基質の反応を利用した発色
で手軽に定量を行えます。

人気!
タモキシフェン、フォルスコリン、 
ノコダゾール、ストレプトゾシンなど
約4,000種類の生理活性

阻害剤/活性化剤、受容体を発見しよう！
神経科学、免疫、アポトーシス、リン
酸化、遺伝子制御などの研究分野
やテーマ別に関連する化合物を探
すことができます。

bit.ly/dbsm_jp

・ 定番のD-MEM、RPMI-1640、抗生剤、 
アミノ酸、成長因子などの添加剤

・ ラミニン、コラーゲンなどの 
コーティング剤
bit.ly/classical_media_salts

人気!

おすすめ!

人気!

25 μL
サイズ登場

pHast Pack™
PBS、TBS、TBE、TEバッファーなど 
調製の手間が不要で実験を 
快適に！

シグマ アルドリッチはライフサイエンス研究の多様なニーズにお応えするため 試薬・キッ ト・実験器具を30万品目以上ご用意しています　　　

バッファー

http://bit.ly/bsaguide_jp
https://bit.ly/33wFf7D
http://sigmaaldrich.com/prestige-jp
https://www.sigmaaldrich.com/flag-jp
http://bit.ly/loading-controls-wb
http://bit.ly/metabolomics-jp
https://bit.ly/dbsm_jp
https://bit.ly/classical_media_salts


創薬

便利な実験器具シリーズ

有機合成

材料科学
定番

人気!
光レドックス触媒反応を 
手軽にセットアップ

SynLED
コンパクトで16通りの反応
スクリーニングが可能な 
エントリーモデル

Penn PhD M2
MacMillan教授監修の下
開発された上位機種

DDS研究に最適  
多様な高分子材料
PEGや生分解性ポリマー、刺激応答性ポ
リマー、各種共重合体など、DDS研究に
おいて重要な役割を担う高分子材料を
多数取り扱っています。
sigmaaldrich.com/biomat-jp 

1台2役の 
マルチローター遠心機

NMRチューブ

マイクロ遠心チューブも PCR チューブ
も遠心できる 1 台 2 役の卓上遠心機。

（カタログ番号 Z681717）

有機合成における強力な手法である光レドックス触媒反応
において、触媒スクリーニングや反応条件最適化からスケー
ルアップ検討まで対応する、各種リアクターを販売中！

「SynLED は 16 本並列で反応が仕込め
るスループット性の高さが何よりの魅力。
光量も強く、冷却器もついています。さら
に実物を見ると一目瞭然ですが、かなり
コンパクト。スペースの無いラボにとって
は大変有難いです。」

（Chem-Station 記事より引用）

Wilmad™、Norell® や Aldrich™ の 
信頼できる豊富なラインナップ。

まだまだある便利な実験器具シリーズはこちらから 
bit.ly/labware_jp

実験を促進する便利な製品

標的タンパク質分解化合物の 
合成を簡単に！
Partial PROTAC®

最適な PROTAC 化合物を合成するためのリガンドとクロス
リンカーからなるビルディングブロックのラインナップ。
PROTAC® is a registered trademark of Arvinas Operations, Inc.

bit.ly/protactlp

bit.ly/synled_jp

創薬スクリーニングの新手法
DNA コード化ライブラリー

DNA でタグ付けされた化合物ライブラリー (DEL) を用いて、
標的タンパク質のヒット化合物を効率的に発見できるよう
に設計されているキット製品です。
sigmaaldrich.com/DEL-jp

NEW!

NEW!

人気!

人気!

バイオイメージング用  
ナノ粒子
蛍光・光学・磁気イメージング向けのシリ
カナノビーズ、ナノダイヤモンド、量子ドッ
ト、酸化鉄ナノ粒子など発売中。
sigmaaldrich.com/nanobio-jp

抗体標識に 
金コロイド
200 種類以上の金ナノ粒子、 
ナノロッド製品を取り揃えて
います。各種官能基・PEG
化ナノ粒子、コンジュゲーショ
ンキットも販売中。

ポリエチレングリコール
バイオコンジュゲーション、
PEG化、架橋、ヒドロゲル作
製に、各種末端基で修飾され
た、直鎖、Y型、マルチアーム型
PEGが利用されています。

シグマ アルドリッチはライフサイエンス研究の多様なニーズにお応えするため 試薬・キッ ト・実験器具を30万品目以上ご用意しています　　　

http://sigmaaldrich.com/biomat-jp
https://www.sigmaaldrich.com/catalog/product/aldrich/z681717
https://bit.ly/labware_jp
https://bit.ly/protactlp
https://bit.ly/synled_jp
https://www.sigmaAldrich.com/DEL-jp
http://sigmaaldrich.com/nanobio-jp


〒 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。

リサーチ事業部

RBM221-2101-40K-H

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
される場合がございます。予めご了承ください。 記載内容は2021年1月時点の情報です。 Merck, the vibrant M, and Sigma-Aldrich are trademarks of Merck KGaA, Darmstadt, Germany or its affiliates. All other trademarks are the property of their 
respective owners. Detailed information on trademarks is available via publicly accessible resources. ©2021 Merck KGaA, Darmstadt, Germany. All rights reserved.

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

シグマ アルドリッチ
5日間キャンペーン！

新しい研究スタイルを応援する

キャンペーン対象製品の確認はこちらから

※ Millipore、SAJ、Supelco、Cerilliant、Avanti、Roche、Aldrich Partner Products、標準物質/認証標準物質、CRISPR/MISSION™など遺伝子改変試薬および 
オリゴDNAなどのカスタム品はキャンペーン対象外です。

※ 在庫切れの場合もございますのでご容赦ください。在庫がない場合でも、キャンペーン期間中のご注文分はキャンペーン希望販売価格が適用されます。
※ 他のディスカウントキャンペーンとの併用はできません。

キャンペーン対象ブランド： Sigma™、  Sigma-Aldrich®、  Aldrich™ 

「価格」をクリック

検索結果から               を確認価格

キャンペーン希望販
売価格が掲載されて
いれ ばキャンペーン
対象製品です

表示例

2

3

www.sigmaaldrich.com にアクセス 
右上の検索ボックスに 
ご希望の製品名または 
カタログ番号を入力

CAS 番号、遺伝子番号でも可
日本語 / 英語入力どちらでもOK

1

2021年 
1月 25日 （月）〜 29 日 （金）まで

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
https://www.sigmaaldrich.com

