
 

  

 

SM SPINは、高塩濃度のバッファーで DNAを結合させ、低塩濃度のバッファーまたは水で DNAを溶出する 

シリカメンブレンテクノロジーに基づいている。精製プロセスは、結合、洗浄、そして、溶出という非常にシンプル。

有機溶媒抽出やアルコール沈殿処理は不要。製品ラインナップは、プラスミド DNA、フラグメント DNA、そして、

ゲノム DNAの精製キットがあり、それぞれには、つぎの各々のユニークなシステムがある。 
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• アルカリ溶解法における細胞の再懸濁、溶解、中和、そして、沈殿処理において、反応の過
程が直接、目で確認できる簡単で便利なシステム。各ステップにおける不完全な反応を防止
できる。

LySee System（プラスミドDNA精製キット）

• シリカメンブレンへの効率的なDNA結合を導くために、最適なpHコンディションを色で示す。

The colour pH Indicator（フラグメントDNA精製キット）

• ミニカラムは個包装されている。滅菌済み。

Minicolumns packed in "Blisters"（XpureTMゲノムDNA精製キット）

   

  
再懸濁 アルカリ変性 中和 

 
 

黄色は最適な 

pH（≤ 7.2）を示す 

ピンク色は 

pHが高いことを示す 

 
 

High standard laboratory 

procedures 向け 

高濃度の DNAが高収量で得られる

Concentratorバージョン有り（わずか 15 µｌ
で溶出できるようにデザイン） 

⇒ 濃縮の手間が省けて便利！ 



 

  

Plasmid DNA purification 

製品名 サイズ カタログ番号 価格（税別） 

Plasmid Mini 
50回分 020-50 ￥12,500 

250回分 020-250 ￥55,700 

概要  
Sample volume : 1-3ml bacteria culture 
Binding capacity : 20 µg DNA 
Elution solution / minimum elution volume : Tris buffer, TE buffer, water / 60 μl 
Technology : silica membrane 

DNA fragments purification 

ゲル切片 

製品名 サイズ カタログ番号 価格（税別） 

Gel-Out 
50回分 023-50 ￥11,200 

250回分 023-250 ￥50,300 

概要  
Sample volume : 200 mg of agarose slice   DNA size limits : from 100 bp to 10 000 bp 
Binding capacity : up to 20 µg DNA   Recovery from agarose gels : 60-80 % 
Elution solution / volume : Tris buffer, TE buffer, water / 30-50 μl 
Technology : silica membrane 

製品名 サイズ カタログ番号 価格（税別） 

Gel-Out Concentrator 
50回分 023-50C ￥11,700 

250回分 023-250C ￥52,400 

概要  
Sample volume : 200 mg of agarose slice   DNA size limits : from 100 bp to 10 000 bp 
Binding capacity : up to 10 µg DNA   Recovery from agarose gels : 65-80 % 

Elution solution / minimum elution volume : Tris buffer, TE buffer, water / 15 μl 
Technology : silica membrane 

PCR反応など酵素反応液 

製品名 サイズ カタログ番号 価格（税別） 

Clean-Up 
50回分 021-50 ￥11,200 

250回分 021-250 ￥50,300 

概要 
Sample volume : 150 μl   DNA size limits : from 100 bp to 10 000 bp 
Binding capacity : 10 µg DNA 
Elution solution / volume : Tris buffer, TE buffer, water / 30-50 μl 
Technology : silica membrane 

製品名 サイズ カタログ番号 価格（税別） 

Clean-Up Concentrator 
50回分 021-50C ￥11,700 

250回分 021-250C ￥52,400 

概要 
Sample volume : 150 µl   DNA size limits : from 100 bp to 10 000 bp 
Binding capacity : up to 10 µg DNA 

Elution solution / minimum elution volume : Tris buffer, TE buffer, water / 15 μl 
Technology : silica membrane 

Genomic DNA purification 
製品名 サイズ カタログ番号 価格（税別） 

Xpure™Genomic mini for cells and tissues 50回分 096-50 ￥20,300 

Xpure™Cell & Tissue micro  

for small quantities of cell culture, tissue and small invertebrates 
50回分 090-50 ￥22,500 

Xpure™FFPE micro for tissue preserved in paraffin 50回分 091-50 ￥24,100 

Xpure™Blood mini for blood 50回分 097-50 ￥21,100 

概要 
※ミニカラムは個包装。滅菌済み。 
Sample : max 25 mg (Xpure™Genomic mini), max 10 mg (Xpure™Cell & Tissue micro and Xpure™FFPE micro),  

up to 200 µl (Xpure™Blood mini)  
Binding capacity : up to 20 µg DNA (Xpure™Genomic mini and Xpure™Blood mini),  

10 µg DNA (Xpure™Cell & Tissue micro and Xpure™FFPE micro), 
Elution buffer / volume : Tris buffer / 100 µl (Xpure™Genomic mini and Xpure™Blood mini), 

 Tris buffer / 50 µl (Xpure™Cell & Tissue micro and Xpure™FFPE micro),  
Technology : silica membrane 

 


