
 

  

 

 

カラムを操作する上で、 

遠心機やバキュームマニホールド不要! 

 
特別な受け用試験管

に置かれた、前もって

平衡化されたカラム

に、溶解された細胞を

含んでいるサンプルを

アプライする。 
カラムは 2種の 

バッファーで順番に

洗浄される。 

カラムからの DNA溶出

は、自然落下によって、

直接、エッペンチューブ

の中に溶出される。 

 

 

 

 

Micro AX Gravity のプロセスは、生物学的材料から完全な DNA

精製を可能にする特別にデザインされた受けチューブ (Gravity 

Tubes) と組み合わせたユニークなイオン交換メンブレンに基づく。 

 

特長 

 極めてシンプルな操作手順 

サンプル溶解 → カラムに結合 → 洗浄 → 溶出 

 カラムを操作する上で、遠心機やバキュームマニホールド 

不要。 

 ストレス・フリー操作 エタ沈（脱塩処理）不要 

 シリカメンブレン法と比較して、DNAの断片化が極めて 

少ない。 

 高純度 DNA 

 

 動画公開中 

https://www.youtube.com/watch?v=4Z64lQuuRzY 
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Genomic DNA purification 

全血 

製品名 サイズ カタログ番号 価格（税別） 

Genomic Micro AX Blood Gravity 100回分 101-100 ￥38,600 

概要  
Sample volume : 20-100 µl of blood 
Binding capacity : 20 µg DNA 
Elution solution : low salt and high pH buffer 
Technology : ion exchange membrane 

動物組織 ・ 培養細胞 

製品名 サイズ カタログ番号 価格（税別） 

Genomic Micro AX Tissue Gravity 100回分 104-100 ￥38,600 

概要  
Sample volume : 10 mg of tissue 
Binding capacity : 20 µg DNA 
Elution solution : low salt and high pH buffer 
Technology : ion exchange membrane   

スワブ（頬側綿サンプル） 

製品名 サイズ カタログ番号 価格（税別） 

Genomic Micro AX Swab Gravity 

Genomic Micro AX Swab Gravity Plus 

100回分 105-100 ￥38,600 

100回分 105-100P ￥49,100 

概要 
Sample : swab 
Binding capacity : 20 µg DNA 
Elution solution : low salt and high pH buffer 
Technology : ion exchange membrane 

* Cat.# 105-100Pは綿棒付   

植物 

製品名 サイズ カタログ番号 価格（税別） 

Genomic Micro AX Plant Gravity 100回分 103-100 ￥38,600 

概要 
Sample volume : 100 mg of fresh, frozen tissue or 20 mg dried plant material 
Binding capacity : 20 µg DNA 
Elution solution : low salt and high pH buffer 
Technology : ion exchange membrane   

バクテリア 

製品名 サイズ カタログ番号 価格（税別） 

Genomic Micro AX Bacteria Gravity 

Genomic Micro AX Bacteria+ Gravity 

Genomic Micro AX Staphylococcus Gravity 

100回分 102-100 ￥38,600 

100回分 102-100M ￥46,300 

100回分 108-100 ￥46,300 

概要 
Sample volume : 500 µl overnight bacterial culture 
Binding capacity : 20 µg DNA 
Elution solution : low salt and high pH buffer 
Technology : ion exchange membrane 

* Cat.# 102-100Mはグラム陽性菌用   Cat.# 108-100はブドウ球菌用  

難溶解サンプル（バクテリア、菌類、酵母、動物/植物組織、糞便、土壌、法医学的） 

製品名 サイズ カタログ番号 価格（税別） 

Bead-Beat Micro AX Gravity 
20回分 106-20 ￥15,200 

100回分 106-100 ￥63,000 

概要 
※器械的溶解用 ジルコニア/シリカビーズ 入りチューブ付き 
Sample : - bacteria, fungus, yeast from the liquid (1-2 ml) and solid cultures (<100 mg)  
         - plant tissue (<100 mg) 
         - mammal tissue (< 20 mg) 
         - biomass samples (<50 mg) 
Binding capacity : 20 µg DNA 
Elution solution : low salt and high pH buffer 
Technology : ion exchange membrane  

 

 

ジルコニア／シリカビーズ入り

チューブ 


