
 

  

 

 

 

 

キットの操作概要 

Lysis 

Take the 

supernatant 

Apply onto 

columns 

Wash several 

times 

Elute 

A&A Biotechnology社で取り扱っている RNA精製システムは、改変型 AGPC法と 

シリカメンブレンスピンカラムを組み合わせた方法で、培養細胞、動物や植物の 

組織、血液、バクテリアや酵母からの total RNAおよびmicro RNA抽出用試薬です。 

 

特長 

 高純度な RNAが得られる 

 アルコール沈殿不要 

 DNAの混入が少ない 

 約 1時間で RNA抽出可能 

 RT-PCRや cDNA構築に利用可 

 

 

RNase / DNase除去剤 

labZAP™ (カタログ番号：040-500) 
 

実験台や設備・器具類の表面上の RNase / DNaseの 

コンタミネーションを取除くための ready-to-use薬剤です。 

酵素反応に作用したり、阻害するような残留物は残りません。 
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Total RNA purification 

製品名 サイズ カタログ番号 価格（税別） 

Total RNA Mini Plus 
25回分 036-25 ￥12,600 

100回分 036-100 ￥45,800 

概要   法規制等: 劇 
CHLOROFORM FREE ! 

Sample size : up to 3 ml of bacteria culture, up to 2 ml of blood, up to 1 x 10⁶ of cell culture, up to 50 mg of plant or animal tissue,  
up to 1 ml of yeast culture. 

binding capacity : 100 µg RNA 
minimum elution volume : 100 µl 

製品名 サイズ カタログ番号 価格（税別） 

Total RNA Mini Plus Concentrator 
25回分 036-25C ￥14,500 

100回分 036-100C ￥50,100 

概要  法規制等: 劇 
CHLOROFORM FREE ! 
Sample size : up to 500 μl of bacteria culture, up to 1 ml of blood, up to 1 x 105 of cell culture, up to 10 mg of plant or animal tissue,  

up to 500 μl of yeast culture. 
binding capacity : 10 µg RNA 

minimum elution volume : 15 µl 高濃度溶出タイプ 

製品名 サイズ カタログ番号 価格（税別） 

Total RNA Midi 20回分 032-20 ￥26,800 

概要   法規制等: 劇 
Sample size : up to 10 ml of bacteria culture, up to 10 ml of blood, up to 1 x 107 of cell culture, up to 150 mg of plant or animal tissue,  

up to 10 ml of yeast culture. 
binding capacity : 500 µg RNA 
minimum elution volume : 0.4 ml 

製品名 サイズ カタログ番号 価格（税別） 

Total RNA Maxi 10回分 033-10 ￥22,200 

概要   法規制等: 劇 
Sample size : up to 20 ml of bacteria culture, up to 50 ml of blood, up to 5 x 107 of cell culture, up to 500 mg of plant or animal tissue,  

up to 20 ml of yeast culture. 
binding capacity : 2.5 mg RNA 
minimum elution volume : 1 ml 

Micro RNA purification 

製品名 サイズ カタログ番号 価格（税別） 

Micro RNA Concentrator 25回分 035-25C ￥18,000 

概要   法規制等: 劇 
CHLOROFORM FREE ! 

Sample size : up to 3 ml of bacteria culture, up to 2 ml of blood, up to 1 x 10⁶ of cell culture, up to 50 mg of plant or animal tissue,  
up to 3 ml of yeast culture. 

binding capacity : 100 µg RNA 

minimum elution volume : 15 µl 高濃度溶出タイプ 

Viral RNA purification 

製品名 サイズ カタログ番号 価格（税別） 

Viral DNA / RNA 
50回分 034-50 ￥18,900 

100回分 034-100 ￥34,000 

概要   法規制等: 劇 
Sample size : up to 350µl of blood 
binding capacity : 10 µg DNA, 50 µg RNA 
minimum elution volume : 30 µl 

RNA purification reagents 

製品名 サイズ カタログ番号 価格（税別） 

LabZAP™  Surface cleaning agent for total removal of DNases and RNases. 500 ml 040-500 ￥7,400 

RBCL  Erythrocyte lysis solution 

100 ml 213-100 ￥2,000 

250 ml 213-250 ￥4,800 

1000 ml 213-1000 ￥18,800 

 


