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お客様へ日ごろの感謝を込めて細胞製品・アガロース製品の
期間限定キャンペーンを実施します。
ロンザはパイオニアとして、細胞製品は 30年以上、アガロース製品は 50年以上の経験に基づき、最高品質の製品をご提供しています。 
ぜひこの機会に一度、ロンザ製品をご体験下さい。ご使用上のアプリケーション、技術情報などでご質問がある場合は、下部に記載のテクニ
カルサポートまでお気軽にご相談ください。キャンペーン内容に関するお問合せはセールス窓口までご連絡をお願いします。

※キャンペーン対象製品：本リーフレットに記載の製品 
※キャンペーン期間：2022/06/01~2022/07/31 弊社受注分

103-0027　東京都中央区日本橋2-1-14 日本橋加藤ビルディング9F

受注・在庫照会 TEL：03-6264-0620

セールス E-mail：bioscience.sales.jp@lonza.com

テクニカルサポート E-mail： bioscience.technicalsupport.jp@lonza.com

 CAMPAIGN
細胞＋アガロースキャンペーン
2022.06.01～07.31 
※上記期間内の弊社受注分

30% 
OFF

ロンザ・アガロース製品
NuSieve® / SeaKem® / SeaPlaque® / MetaPhor® 

ヒト初代細胞 / ヒト幹細胞 
ヒト肝臓細胞 / ヒト免疫細胞

20% 
OFF



領域 由来 細胞タイプ ドナー カタログ番号 製品名 細胞数 略語 定価 キャンペーン
価格

循環器系

冠動脈
内皮細胞 * CC-2585 冠動脈内皮細胞 ≥5.0×105 HCAEC ¥148,500 ¥118,800
平滑筋細胞 * CC-2583 冠動脈平滑筋細胞 ≥5.0×105 CASMC ¥148,500 ¥118,800

心臓
内皮細胞 * CC-7030 心臓微小血管内皮細胞 ≥5.0×105 HMVEC-C ¥148,500 ¥118,800

線維芽細胞
* CC-2903 心房性心臓線維芽細胞 ≥5.0×105 NHCF-A ¥137,500 ¥110,000
* CC-2904 心室性心臓線維芽細胞 ≥5.0×105 NHCF-V ¥132,000 ¥105,600

大動脈
内皮細胞

* CC-2535 大動脈内皮細胞 ≥5.0×105 HAEC ¥126,500 ¥101,200
* CC-2545 腸骨動脈内皮細胞 ≥5.0×105 HIAEC ¥126,500 ¥101,200

平滑筋細胞 * CC-2571 大動脈平滑筋細胞 ≥5.0×105 AoSMC ¥121,000 ¥96,800
線維芽細胞 * CC-7014 大動脈外膜線維芽細胞 ≥5.0×105 AoAF ¥121,000 ¥96,800

臍帯
静脈内皮細胞

** C2517A 臍帯静脈内皮細胞 ≥5.0×105 HUVEC ¥63,000 ¥50,400
*** C2519A 臍帯静脈内皮細胞 ≥5.0×105 HUVEC ¥47,000 ¥37,600

平滑筋細胞 * CC-2579 臍帯動脈平滑筋細胞 ≥5.0×105 UASMC ¥99,000 ¥79,200

感覚器系 皮膚

ケラチノサイト
*** 192906 皮膚ケラチノサイト ≥5.0×105 NHEK-Neo ¥110,000 ¥88,000
** 192907 皮膚ケラチノサイト ≥5.0×105 NHEK-Neo ¥110,000 ¥88,000

メラノサイト
** CC-2504 皮膚メラノサイト ≥5.0×105 NHEM-Neo ¥137,500 ¥110,000
* CC-2586 皮膚メラノサイト ≥5.0×105 NHEM-Neo ¥104,500 ¥83,600

内皮細胞
** CC-2505 皮膚微小血管内皮細胞 ≥5.0×105 HMVEC-dNeo ¥137,500 ¥110,000

*** CC-2516 皮膚微小血管内皮細胞 ≥5.0×105 HMVEC-dNeo ¥115,500 ¥92,400
線維芽細胞 ** CC-2509 皮膚線維芽細胞 ≥5.0×105 NHDF-Neo ¥104,500 ¥83,600

呼吸器系

肺
内皮細胞

* CC-2530 肺動脈内皮細胞 ≥5.0×105 HPAEC ¥148,500 ¥118,800
* CC-2527 肺微小血管内皮細胞 ≥5.0×105 HMVEC-L ¥137,500 ¥110,000

平滑筋細胞 * CC-2581 肺動脈平滑筋細胞 ≥5.0×105 PASMC ¥148,500 ¥118,800
線維芽細胞 * CC-2512 肺線維芽細胞 ≥5.0×105 NHLF ¥137,500 ¥110,000

小気道 上皮細胞 * CC-2547 小気道上皮細胞 ≥5.0×105 SAEC ¥143,000 ¥114,400

気管支
上皮細胞 * CC-2540 気管支/気管上皮細胞 

（レチノイン酸含有） ≥5.0×105 NHBE ¥143,000 ¥114,400

平滑筋細胞 * CC-2576 気管支平滑筋細胞 ≥5.0×105 BSMC ¥126,500 ¥101,200

骨格系と 
筋肉

骨
破骨細胞 * 2T-110 破骨前駆細胞 ≥1.0×106 hOCP ¥170,500 ¥136,400
骨芽細胞 * CC-2538 骨芽細胞 ≥5.0×105 NHOst ¥126,500 ¥101,200
軟骨細胞 * CC-2550 膝関節軟骨細胞 ≥5.0×105 NHAC-kn ¥148,500 ¥118,800

筋肉 骨格筋細胞
* CC-2580 骨格筋筋芽細胞 ≥5.0×105 HSMM ¥159,500 ¥127,600
* CC-2561 骨格筋細胞 ≥5.0×105 SkMC ¥121,000 ¥96,800

腎・尿路系
腎臓 上皮細胞

* CC-2553 腎臓近位尿細管上皮細胞 ≥5.0×105 RPTEC ¥126,500 ¥101,200

* CC-2554
腎皮質上皮細胞 
（近位、遠位尿細管由来の
上皮細胞）

≥5.0×105 HRCE ¥121,000 ¥96,800

* CC-2556
腎臓上皮細胞 
（腎皮質、糸球体由来の 
上皮細胞）

≥5.0×105 HRE ¥126,500 ¥101,200

膀胱
内皮細胞 * CC-7016 膀胱微小血管内皮細胞 ≥5.0×105 HMVEC-Bd ¥148,500 ¥118,800
平滑筋細胞 * CC-2533 膀胱平滑筋細胞 ≥5.0×105 BdSMC ¥143,000 ¥114,400

消化器系 小腸
上皮細胞 * CC-2931 腸上皮細胞 ≥8.0×105 InEpC ¥132,000 ¥105,600
線維芽細胞 * CC-2902 腸筋線維芽細胞 ≥5.0×105 H-InMyoFib ¥132,000 ¥105,600

脂肪 脂肪組織

内臓脂肪 * PT-5005 内臓前駆脂肪細胞 ≥1.0×106 ̶ ¥115,500 ¥92,400

皮下脂肪
* PT-5001 皮下前駆脂肪細胞 ≥4.0×106 ̶ ¥176,000 ¥140,800
* PT-5020 皮下前駆脂肪細胞 ≥1.0×106 ̶ ¥77,000 ¥61,600

幹細胞 * PT-5006 脂肪由来幹細胞 ≥1.0×106 HADSC ¥82,500 ¥66,000

消化器系 肝臓

へパトサイト

* HUCPI 接着型ヒト肝細胞 
（酵素誘導試験用） ≥5.0×106 ̶ ¥165,000 ¥132,000

* HUCPG 接着型ヒト肝細胞 
（酵素誘導試験用） ≥5.0×106 ̶ ¥148,500 ¥118,800

* HUCSD 浮遊型ヒト肝細胞 
（シングルドナー） ≥5.0×106 ̶ ¥68,500 ¥54,800

肝非実質細胞

* HLECP2 ヒト肝内皮細胞 ≥8.0×105 ̶ ¥283,000 ¥226,400
* HLKC-200K ヒト クッパ̶細胞 ≥2.0×105 ̶ ¥85,000 ¥68,000
* HUCLS-200K ヒト肝星細胞 ≥2.0×105 ̶ ¥98,000 ¥78,400
* HUCLS-1M ヒト肝星細胞 ≥1.0×106 ̶ ¥250,000 ¥200,000
* HUCNP ヒト肝非実質細胞 ≥5.0×106 ̶ ¥55,000 ¥44,000

ロンザ・細胞製品 20%OFF キャンペーン 対象製品
the next 
relevant cell 
systems...
In Vivo Relevance. In Vitro Results.
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由来 細胞タイプ ドナー カタログ番号 製品名 細胞数 マーカー 単離方法 価格 キャンペーン
価格

末梢血 
単核細胞
画分

T細胞

* 2W-200 ヒト末梢血CD4+T細胞 ≥1.0×107 CD4+ ネガティブ選択 ¥107,800 ¥86,240
* 2W-300 ヒト末梢血CD8+T細胞 ≥1.0×107 CD8+ ネガティブ選択 ¥181,500 ¥145,200

* 4W-202
ヒト末梢血CD4+/
CD45RA+ナイーブ 
T細胞, ネガティブ選択

≥5.0×106 CD4+, 
CD45RA+ ネガティブ選択 ¥231,000 ¥184,800

* 4W-204
ヒト末梢血CD4+/
CD45RO+メモリー 
T細胞, ネガティブ選択

≥5.0×106 CD4+, 
CD45RO+ ネガティブ選択 ¥231,000 ¥184,800

* 4W-302
ヒト末梢血CD8+/
CD45RA+ナイーブ細胞傷
害性T細胞, 
ネガティブ選択

≥5.0×106 CD8+,  
CD45+ ネガティブ選択 ¥231,000 ¥184,800

* 4W-350
ヒト末梢血CD3+ 
Pan T細胞, 
ネガティブ選択

≥2.5×107 CD3+PanT ネガティブ選択 ¥231,000 ¥184,800

B細胞

* 4W-600 ヒト末梢血CD19+ 
B細胞, ポジティブ選択 ≥1.0×107 CD19+ ポジティブ選択 お問合せ お問合せ

* 4W-601 ヒト末梢血CD19+ 
B細胞, ネガティブ選択 ≥1.0×107 CD19+ ネガティブ選択 ¥214,500 ¥171,600

* 4W-602
ヒト末梢血CD19+/ 
IgD+ナイーブB細胞,  
ネガティブ選択

≥1.0×106 CD19+,  
IgGD+ ネガティブ選択 お問合せ お問合せ

末梢血 単核細胞
（PBMC） * CC-2704 ヒト末梢血 単核細胞 

10M ≥1.0×107 ー 密度勾配遠心 ¥26,000 ¥20,800

骨髄液
単核細胞 * 2M-125C ヒト骨髄 単核細胞 ≥2.5×107 ー 密度勾配遠心 ¥82,500 ¥66,000

* 4M-105 ヒト骨髄単核細胞, 
CD34+depleted ≥1.0×108 CD34 

ネガティブ ネガティブ選択 ¥104,500 ¥83,600

末梢血 
単核細胞
画分

NK細胞 * 2W-501
ヒト末梢血 
ナチュラルキラー細胞,  
ネガティブ選択

≥5.0×106 CD56+,  
CD16+ ネガティブ選択 ¥170,500 ¥136,400

* 2W-502
ヒト末梢血 
ナチュラルキラー細胞, 
ポジティブ選択

≥5.0×106 CD56+ ポジティブ選択 ¥137,500 ¥110,000

単球 
（Monocyte） * 2W-400C ヒト末梢血CD14+単球, ポ

ジティブ選択 ≥1.0×107 CD14+ ポジティブ選択 ¥151,800 ¥121,440

* 4W-400 ヒト末梢血CD14+単球, ネ
ガティブ選択 ≥1.0×107 CD14+

ネガティブ選択
Untouched  
単球を単離して
います

¥181,500 ¥145,200

Mobilized 
末梢血単核
細胞画分

単球 
（Monocyte） * 4Y-125A

Mobilized ヒト末梢血
CD14+単球,  
ポジティブ選択

≥1.0×107 CD14+ ポジティブ選択 ¥181,500 ¥145,200

CD14+単球 樹状細胞 * CC-2701 ヒト末梢血 樹状細胞 ≥2.5×106

CD11C+, 
CD86+,  
HLA-DR+,  
CD14 <5%

GM-CSF,  
IL-4添加培地で 
4日間分化誘導

¥132,000 ¥105,600

臍帯血 
単核細胞
画分

CD34+ 
造血幹細胞 * 2C-101B ヒト臍帯血CD34+ 

造血幹細胞 ≥1.0×105 CD34+ ポジティブ選択 ¥203,500 ¥162,800

骨髄 
単核細胞
画分

* 2M-101 ヒト骨髄CD34+ 
造血幹細胞 ≥1.0×105 CD34+ ポジティブ選択 ¥49,500 ¥39,600

Mobilized  
末梢血 
単核細胞

* 4Y-101C
Mobilized ヒト末梢血
CD34+造血幹細胞,  
ポジティブ選択

≥1.0×106 CD34+ ポジティブ選択 ¥181,500 ¥145,200

領域 由来 細胞タイプ ドナー カタログ番号 製品名 細胞数 略語 定価 キャンペーン
価格

その他

骨髄
幹細胞 * PT-2501 間葉系幹細胞 ≥7.5×105 hMSC ¥121,000 ¥96,800
間質細胞 * 2M-302 骨髄間質細胞 ≥5.0×106 ̶ ¥132,000 ¥105,600

歯
幹細胞 * PT-5025 歯髄幹細胞 ≥1.0×106 hDPSC ¥176,000 ¥140,800
線維芽細胞 * CC-7049 歯周靭帯線維芽細胞 ≥5.0×105 HPdLF ¥121,000 ¥96,800

神経 アストロサイト * CC-2565 アストロサイト ≥1.0×106 NHA ¥137,500 ¥110,000
乳腺 上皮細胞 * CC-2551 乳腺上皮細胞 ≥5.0×105 HMEC ¥137,500 ¥110,000

ドナータイプ： *正常成人（単一）　**正常新生児（単一）　***正常新生児（プール）　
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SeaKem® Gold Agarose

SeaPlaque™ GTG™ Agarose

SeaKem® GTG™ Agarose

NuSieve™ GTG™ Agarose

NuSieve™ 3:1 Agarose

MetaPhor™ Agarose

SeaKem® LE Agarose

SeaPlaque™ Agarose

GTG

GTG

GTG

GTG

High Gel 
Strength

Performance 
Certi�ed

*Performance Certi�ed for
Small Fragment Recovery
and In-gel Reactions

GTG Low Melting 
Temperature

パルスフィールド電気泳動、
1 Mb以上の巨大DNAの分離に最適

In-gel反応、DNA & RNA回収、クローニング

DNA & RNA回収、クローニング

DNA & RNA回収、
クローニング

PCR、ブロッティング
※1 kb以下の断片の解析に最適

解析用
※アクリルアミドゲル並
　の高分離能

DNA分離、ブロッティング  
※ルーティン使用に適した高品質アガロース

DNA & RNA回収、クローニング
※細胞培養、ウィルスプラークアッセイに適した低融点ゲル

【 50152, 50150 】

【 50111, 50110 】

【 50101, 50110 】

【 50071, 50070, 50074 】

【 50001, 50002, 50000, 50004, 50005 】

【 50081, 50080, 50084 】

【 50091, 50090, 50094 】

【 50181, 50180, 50184 】

最適なアガロースの選択ガイド   ※DNase/RNaseフリーを保証
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SeaKem® Gold Agarose

SeaPlaque™ GTG™ Agarose

SeaKem® GTG™ Agarose

NuSieve™ GTG™ Agarose

NuSieve™ 3:1 Agarose

MetaPhor™ Agarose

SeaKem® LE Agarose

SeaPlaque™ Agarose

GTG

GTG

GTG

GTG

High Gel 
Strength

Performance 
Certi�ed

*Performance Certi�ed for
Small Fragment Recovery
and In-gel Reactions

GTG Low Melting 
Temperature

パルスフィールド電気泳動、
1 Mb以上の巨大DNAの分離に最適

In-gel反応、DNA & RNA回収、クローニング

DNA & RNA回収、クローニング

DNA & RNA回収、
クローニング

PCR、ブロッティング
※1 kb以下の断片の解析に最適

解析用
※アクリルアミドゲル並
　の高分離能

DNA分離、ブロッティング  
※ルーティン使用に適した高品質アガロース

DNA & RNA回収、クローニング
※細胞培養、ウィルスプラークアッセイに適した低融点ゲル

【 50152, 50150 】

【 50111, 50110 】

【 50101, 50110 】

【 50071, 50070, 50074 】

【 50001, 50002, 50000, 50004, 50005 】

【 50081, 50080, 50084 】

【 50091, 50090, 50094 】

【 50181, 50180, 50184 】

断片サイズレンジ

ロンザ・アガロース  
30%OFF キャンペーン
ロンザは、核酸電気泳動および分析における50 年以上の経験に基づき、分子生物学研究における最高品質のアガロースを提供しています。 
ロンザ・アガロース製品は、数十ベースからメガベースレベルまで広範囲の核酸電気泳動をカバーしています。これらのアガロース製品は DNA 
および RNA の電気泳動、大きなフラグメント分析、PCR フラグメント分析、DNA および RNA 回収およびクローニングならびにノーザンおよ
びサザンブロッティングを含む、分子生物学研究のニーズを網羅しています。また、核酸電気泳動以外の用途であるウイルスプラークアッセイ、
細胞培養、cDNA ライブラリーの増幅、コメットアッセイなどの特別な用途に対応したアガロース製品も提供しています。

カタログ番号 製品名 サイズ 定価 キャンペーン
価格 特徴

50091 NuSieve® 3:1 
アガロース

25 g ¥28,000 ¥19,600 PCRおよびRT-PCR断片の分離・分解用の初のゲル試薬であり、現在も最も信頼性の 
高い製品として選択。50090 125 g ¥75,900 ¥53,130

50081 NuSieve® GTG™  
アガロース

25 g ¥32,500 ¥22,750 PCRおよびRT-PCR断片を最適に分離・分解。この低融点（65℃）アガロースは 
扱いやすく、再融解したアガロースを直接クローニングにも使用可能。50080 125 g ¥90,800 ¥63,560

50001
SeaKem® LE 
アガロース

25 g ¥14,300 ¥10,010
多目的使用が可能な分子生物学グレードのアガロース、DNAやRNAにも使用可能。50002 100 g ¥33,000 ¥23,100

50000 125 g ¥39,000 ¥27,300
50011 SeaKem® ME 

アガロース
25 g ¥19,800 ¥13,860

血清タンパク質の電気泳動と免疫電気泳動に適しており、DNA電気泳動にも使用可能。
50010 125 g ¥60,500 ¥42,350
50071 SeaKem® GTG™  

アガロース
25 g ¥19,800 ¥13,860 回収したDNAまたはRNA断片100 bp～23 kbの確実な切断および 

ライゲーションを保証。50070 125 g ¥66,000 ¥46,200
50152 SeaKem® Gold 

アガロース
25 g ¥37,400 ¥26,180 非常にサイズの大きなDNA断片の分離、またはパルスフィールドゲル電気泳動（PFGE）

に最適。50150 125 g ¥129,800 ¥90,860
50181 MetaPhor®  

アガロース
25 g ¥35,200 ¥24,640 ポリアクリルアミドに匹敵する分解能を有し、DNA断片が20 bpから800 bpの場合、サ

イズ差2%50180 125 g ¥91,300 ¥63,910
50101 SeaPlaque®  

アガロース
25 g ¥37,400 ¥26,180 200 bpから25 kbのサイズで優れたふるい分け性能を示し、標準的融解温度の 

アガロースよりも透明度の高いゲルを生成。50100 125 g ¥104,500 ¥73,150
50111 SeaPlaque® GTG™  

アガロース
25 g ¥41,200 ¥28,840

配列決定の前に追加の精製ステップなしで200 bp～25 kbの断片を確実に分離。
50110 125 g ¥137,500 ¥96,250


