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protein delivery

特 長

  高い導入効率（最大 95%）

  操作は、簡単（導入確認まで 2時間）

  細胞の固定化、透過処理は不要

  Chariotは、タンパク質や抗体に非共有的に
結合し、活性・機能を阻害しない

  低細胞毒性

タンパク質や抗体を、
生きた細胞に直接導入！

抗体の導入例
HS-68 細胞に、Anti-Lamp1 抗体を導入。
固定化しない細胞に、1/500 希釈した抗
体を導入、2 時間後にエンドソームの形
態を観察した例。

ペプチドの導入例
蛍光標識した 32-mer のペプチドを 20:1
で混合し、ヒト線維芽細胞に導入。細胞
を固定せずに、90 分後に細胞質への局
在を確認した例。

今、売れています
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30%  Off

Chariot 混合後、室温で 30 分間
反応して複合体を形成

タンパク質、
ペプチドなど

タンパク質、
ペプチドの機能を解析

37℃、30 分～
2 時間　反応

血清が必要な場合には添加
完全培地に交換

細胞に添加

37℃で 1 時間
5%、 CO2

多くの細胞で実績があります。
遺伝子導入が難しいプライマリー細胞での実例など

キットには、コントロール実験用にβ -galactosidase が添付されています。 
検出キットも同時にキャンペーン。 6 well plate 換算で25 well分、96 wellなら、300 well分（約3枚）。

* Chariotは U.S.特許 No.6,841,535 を取得しています。研究目的用にのみ販売しています。 
他の目的でご使用の場合には，アクティブ･モティフ社までご連絡ください。

製品名 包装 商品 
コード 価格 キャンペーン

価格（税別）

Chariot™ 25 rxns 30025 ¥62,000 ¥43,400

100 rxns 30100 ¥142,000 ¥99,400

β -Galactosidase Staining Kit 75 rxns 35001 ¥46,000 ¥32,000

http://www.activemotif.jp/documents/1751.pdf
http://www.activemotif.jp/catalog/37/chariot-protein-delivery-reagent
http://www.activemotif.jp/catalog/37/chariot-protein-delivery-reagent
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少量サイズが
お買い得
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25%  OffFuGENE® HD / 
DharmaFECT® Duo

FuGENE® HD Transfection Reagent は、複数の構成要素を組み
合わせた試薬で、DNAと複合体を形成することにより、動物細胞、
昆虫細胞に効率よく取り込まれます。血清の存在下でも使用でき、
一過性の発現実験だけでなく、安定発現細胞株の作成にも使用
可能です。さらにレポーターアッセイなど、複数のプラスミドを同
時に導入する際にも、利用されている実績が多数あります。
細胞毒性も低く、遺伝子導入後に培地の交換も必要ありません。

DharmaFECT® Duo Transfection Reagent は、 LightSwitch™ 3 ʻ 
UTR vectors などのレポーターベクターとmiRNA. siRNAなどと
合わせて細胞に導入する際に最適な遺伝子導入試薬です。プラス
ミドと RNAといった 2種類の異なる遺伝子を、高い効率 で導入
することが可能です。また培地の交換が必要なく、細胞毒性が低
いことも特長です。

遺伝子導入なら

豊富な導入実績

FuGENE® HD
miRNA/siRNAの導入なら

DharmaFECT® Duo

図 1　MIF 遺伝子のプロモーター領域の 
解析例
3 種類の細胞（HT1080、SKNSH、HCT116）に、
MIF 遺伝子のプロモーター領域を含むレポー
ターベクターを FuGENE HD を用いて導入した。
HIF-1 αの予測結合部位を持つマイナーアレルの
ハプロタイプ（■）では、低酸素状態（1％ 酸素、
24 時間）での誘導発現量が低くなることが 
確認された。

図 2　miR-122のターゲット配列の解析例
miR-122の標的配列を持つ 6 種類の遺伝子の 3ʼ -
UTR 配列を組み込んだレポーターベクターと、
miR-122 を HT1080 細 胞に、DharmaFECT Duo
を使って導入した。各遺伝子の 3ʼ UTR の配列に
変異を導入した場合は、miR-122 の抑制効果が
少ないことが観察された（■） 。

他社参考価格　A社　1 ml ¥65,000　 他社参考価格　B社　0.75 ml ¥52,000、 1.5 ml ¥87,000　

製品名 包装 商品 
コード 価格 キャンペーン 

価格（税別）

DharmaFECT® Duo  
Transfection Reagent

0.2 ml 32044 ¥24,000 ¥18,000

0.75 ml 32045 ¥52,000 ¥39,000

製品名 包装 商品 
コード 価格 キャンペーン 

価格（税別）

FuGENE® HD  
Transfection Reagent

0.2 ml 32042 ¥28,000 ¥21,000

0.5 ml 32043 ¥40,000 ¥30,000
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WT seed seq Mutant seed seq

RIMS1 ACACTCC AGTCTCC

GNPDA2 ACACTCCA AGTCTCCA

ANKRD13C ACACTCC ACAGACC

G6PC3 ACACTCCA ACAGACCA

G3BP2 ACACTCC GGTCTCC

ALDOA ACACTCCA AGGTCTCCA
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Cell Line
HT1080

WT promoter haplotype
WT minor allele haplotype

HCT116SKNSH


