
Kilobaser
卓上 DNA/RNA合成装置

2022年4月 現在製品カタログ

「RNA」「オリゴDNA」「蛍光プローブ」

貴重な塩基配列の情報漏洩リスクなし！
複数のDNAプライマー合成が短時間で可能
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DNAプライマーの合成、配列設計を行えます！
ラボベンチで簡単にDNA オリゴ蛍光プローブを合成します。

複雑なトレーニング、操作は一切不要です。

最短2時間以内に自動合成！

簡単操作で誰でもすぐ始められます！

02
流体チップを挿入

03
DNAの準備完了

01
シーケンスを入力

卓上 DNA / RNA 合成装置

RNA合成が可能！
20merのRNAが、約2時間後に完成します！

操作の流れ

DNA取得バイアル

流路チップ

カートリッジ

8つの流体チップで構成
されています。
試薬の合成効率を向上
させます。

合成素材・廃液バイアル
一体型のカートリッジです。
試薬に直接触れずに合成・
廃液作業が行えます。

カプセル式コーヒーメーカーの様に、簡単に合成が出来ます。

新機能

リアルタイムPCRプライマーや、あらゆる用途にそのまま使える
オリゴDNAを2時間以内に自動で合成します。

合成試薬と合成チップの組み合わせで、DNAプライマー・蛍光プローブ、
RNAが使い分け可能です。
作業時間は、＜RNA＞1塩基4分 ／ ＜オリゴDNA、DNAプローブ＞
1塩基2.5分＋最後に乾燥処理25分で、1日に複数本の合成が可能です。
タッチパネルで簡単に操作できます。

タッチスクリーン、USBフラッシュ
ドライブ、またはコンピューターを
使用してDNA配列を入力します。

使い捨ての流体チップと標準的な
PCRスタイルの0.2mLチューブを
挿入します。

典型的なPCRプライマーは
2時間以内に使用できます。

利用可能なＲＮＡ修飾

●フル2'-MOE
●完全な2'-MOEおよび完全にホスホロチオエート化された
  バックボーン
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4種類の合成が可能！！

標準試薬カートリッジ 標準マイクロ流路チップ

使用用途

● PCRプライマー
●DNAオリガミ
●遺伝子導入
●クローニング

6-FAM試薬カートリッジ BHQ-1マイクロ流路チップ

6-FAM試薬カートリッジ
FISHプローブ用マイクロ流路チップ

2'-MOE RNA試薬カートリッジ 標準マイクロ流路チップ

試薬カートリッジとマイクロ流路チップの組み合わせで4種類の合成が可能です。
また、PCR/qPCRなどのほとんどのアプリケーションで合成後にすぐ使用できます。
自動最終脱保護/切断ステップは、各DNA合成後にデバイスによって実行されます。脱塩作業は特殊流路チップにより不要です。

オリゴDNA1

DNAプローブ2

FISHプローブ3

2'-MOE RNA4

使用用途

● qPCR
● RT-qPCR
●病原体の検出
●ジェノタイピングアッセイ
●遺伝子発現アッセイ
●マイクロRNAアッセイ
●変異検出
●タンパク質の定量化

使用用途

●遺伝子（変異）検出
●染色体遺伝子の局在
●遺伝子解析
●微生物の検出

使用用途

●アンチセンスRNA
●RNA　アプタマー
●核酸医薬



外注製

Kilobaser製プライマー性能比較

DNAプライマー増幅性能比較

※外注製

フォワード リバース Cq
● 2019-nCoV_N1フォワード(20mer)およびリバースプライマー(24mer)
　をKilobaserと外注製で合成しました。
● 5x Hot Firepol EvaGreen qPCR Mix Plus no ROX (Solis BioDyne)を
　上記プライマーへ添加しました。

プライマーラベル（ヌクレオチド配列5´-3´）
2019-nCoV_N1フォワードプライマー（GAC CCC AAA ATC AGC GAA AT）
2019-nCoV_N1リバースプライマー（TCT GGT TAC TGC CAG TTG AAT CTG）

外注製とKilobaserで合成したDNAプライマーの比較検証をPCRで実施しました。
44 merのフォワードプライマーと46 merのリバースプライマーを用意しました。
細菌のゲノム DNAを鋳型にNEBのQ5polymeraseを使用し、25µLの反応系で1kbの断片を増幅し、その後、アガロースゲル
の電気泳動で増幅度の確認を行いました。

Kilobaserと外注製のCovid-19プライマーの性能を比較するために、qPCR装置（ChaiBio）で測定されたCq値を相互に
比較しました。

結果
フォワード及びリバースプライマーを共に外注製(24.00)とKilobaser製(24.39)で比較すると、Cq値の違いが0.39
しかありませんでした。これより、プライマーが外注製と同等品質で、短時間ですぐに準備できることが分かります。
ご研究のスピードを格段にアップして頂けます。

結果

外注製とKilobaser製両方に同様のバンドが
出ていることが確認できました。
この結果より、Kilobaserでは外注品の納期を
待つことなく、ご研究を進めていただくことが
可能です。
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DNAプローブ性能比較

外注 VS Kilobaser

Kilobaserと外注製のDNAプローブの性能比較を実施しました。

遺伝子：N1 遺伝子：N2

SARS-CoV-2陽性対照を1万コピーから0.1コピーまで10倍希釈して、各標的遺伝子に対するプライマー/プローブセットの分析感度を
評価しました。上記図は遺伝子検出用Kilobaserプライマーとプローブを用いて、2019_nCoC_Nポジティブコントロールの濃度を変えて
RT-qPCRを行った代表的な増幅曲線です。

Kilobaser製（紫）
外注製（オレンジ）

●　10,000コピー時
■　100コピー時

Kilobaserで合成したプライマー/プローブセットは、感度および直線性において、外注製のプライマー/プローブセットと同等の性能を
示しました。また、両プライマー/プローブセットで同様の標準曲線が得られました。
このことは、Kilobaserで合成されたプライマーとプローブの品質が、高感度なqPCR測定にも使用できることを証明しており、PCR
ベースの検出用の新しいプライマーとプローブの開発にも適している結果となりました。

結果
Kilobaser製、外注製共に同等のRT-qPCR増幅カーブを示しました。
Kilobaser製のプローブであれば、プローブの納期を待つことなく迅速に研究を進めていただく事が可能です。

結果 求めたCq値より標準曲線とR2グラフを作成しました。得られた標準曲線の勾配は直線回帰を示しており、Kilobaser製の
プローブとプライマーが高品質であることが分かります。

4



5

磁気ビーズによる簡単な蛍光プローブ/RNA精製
HPLCなしで蛍光プローブが使用可能！

蛍光プローブ用の磁気ビーズ精製キットです。磁気ビーズによる精製で、HPLC精製なしでもすぐにRT-qPCRにご使用
いただけます。合成したRNAにもご利用いただけます。

メンテナンスフリー
メンテナンスフリーでご使用いただけます。
カートリッジ交換後には、クリーニングカートリッジを使用するか、マニュアルで試薬の流路をクリーニングします。
クリーニング箇所は下記図のマイクロ流路チップ合成箇所です。15分程度で完了する簡単な作業です。
合成時の廃液も試薬カートリッジ内のバイアルへ保管する為、特別な「廃液管理・処理作業」は必要ありません。

（乾燥時間15分を含む）
30分で精製完了

磁気ビーズ調整 サンプルウォッシュ 回収
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消耗品

仕様

蛍光プローブ用カートリッジ 蛍光プローブ用チップパック

クリーニングパッケージ
（メンテナンス）

蛍光プローブ用チップパック

ク グパ ジ

試薬カートリッジ

2'-MOE RNAカートリッジ

チップパック

FISHプローブ用チップパック

蛍光プローブ用カートリッジで
合成することで、FISHプローブ
の合成が可能です。

合成時間

サイズ重量

供給ガス

収量

最大対応塩基数

：1塩基につき2.5分+25分の乾燥プロセス
：1塩基につき4分+25分の乾燥プロセス

オリゴDNA / DNAプローブ
RNA

W 280 × D 315 × H 330 mm  / 20.5 kg

アルゴンガス(99.999%以上)の供給（ボトルまたはハウスライン）

300pmol

50塩基まで

標準DNAプライマー合成用消耗品

蛍光プローブ合成用消耗品

RNA FISHプローブ合成用消耗品 クリーニング用消耗品

DNA用試薬カートリッジです。
150塩基分の合成素材が含まれます。
装置へ挿入後2週間まで使用することができます。

10枚セットの使い捨て流路チップです。
試薬の消費量を1/100へ削減し、合成を加速
します。

100塩基 + 3'6 -FAM 修飾用の試薬カートリッジ
です。挿入後1週間まで使用可能です。
リアルタイムPCR用蛍光プローブの合成が行えます。

5枚セットの5'BHQ1修飾を施したDNAプローブ用、
蛍光プローブ用の流路チップです。

150塩基分のRNA合成試薬です。
フル2'-MOE修飾対応で、二重鎖の
安定性が向上し、ヌクレアーゼ耐性
が高く、毒性が比較的低くなって
います。
2'-MOEは多くの治療アプローチに
有効です。チップパックとセットで
合成します。

カートリッジ交換時のクリーニング
のみ、約15分程度の簡単な作業で
完了です。



製品、その他お問合せ先

メイワフォーシス 株式会社

〒160-0022 東京都新宿区新宿1-14-2　KI御苑前ビル　　　　　　　　　　  TEL（03）5379-0051　FAX（03）5379-0811

〒542-0074 大阪府大阪市中央区千日前1-4-8　千日前M’sビル9階　　　　　TEL（06）6212-2500　FAX（06）6212-2510

〒464-0075 愛知県名古屋市千種区内山3-10-18　PPビル3階　　　　　　　TEL（052）686-4794　FAX（052）686-5114

〒981-3133 宮城県仙台市泉区泉中央1-28-22　プレジデントシティビル3階　TEL（022）218-0560　FAX（022）218-0561

〒135-0064 東京都江東区青海2-4-10　東京都立産業技術研究センター　製品開発支援ラボ318

〒223-8522 神奈川県横浜市港北区日吉3-14-1　慶應義塾大学矢上キャンパス　理工学部中央試験所　36棟213号室

〒606-8585 京都府京都市左京区松ヶ崎橋上町

本 社

大 阪 本 部

名 古 屋 営 業 所

仙 台 営 業 所

テ ク ノ ロ ジ ー ラ ボ

慶應義塾大学 -メイワフォーシス
ナ ノ 粒 子 計 測 技 術 ラ ボ

京都工芸繊維大学-メイワフォーシス
表 面 解 析 技 術 ラ ボ

京都工芸繊維大学松ヶ崎キャンパス オープンファシリティーセンター 
表面解析技術ユニット 16号館 307号室 

※テクノロジーラボ、ナノ粒子計測技術ラボ、表面解析技術ラボへの連絡は本社までお願いいたします。
※外見・仕様・その他について、予告なしに変更をする場合がございます。

● 1粒子毎のサイズを測定

● 濃度を個数/mlで定量評価

第二世代EV計測技術
● 単一分子の蛍光検出によりフェノタイプ定量が可能

● サイズ分布と粒子濃度の定量が可能

NanoFCM ／フローナノアナライザーNEW

NEW

Exoid ／ナノ粒子マルチアナライザーNEW

粒子「絶対値」測定

AFC ／ 
qEVオートマチックフラクションコレクター

● 抽出～クリーニングまで自動

● 細胞外小胞抽出作業がより簡単に

EV自動回収装置

qEVシリーズ ／ 
細胞外小胞抽出キット

EW qEVシ
小胞抽出キッ

qEVシリーズ ／ 
胞抽出キット

第2世代qEVカラム登場！
独自開発の樹脂で細胞外小胞の純度のさらなる向上を実現

● 医療機器の品質マネジメント国際標準規格ISO13485を取得

● 日本で唯一！ ISO規格で保証された細胞外小胞抽出キット

VIDEO DROP ／
ナノ粒子イメージングアナライザー

最短40秒で結果を取得
● 未標識、未精製のサンプルを計測可能

● ラベリングなし、たった1滴でリアルタイム

高速測定

NEW

関連製品

細胞毒性評価・
薬剤スクリーニングに最適！
● ラベルフリー形態観察で細胞死評価

　(アポトーシス/溶解性細胞死)が可能

Q-PHASE ／イメージングサイトメトリー用
　　　　　　 ホログラフィック顕微鏡


