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キャンペーン期間：～2021年12月31日Ｗｅｂオーダー分まで

20％
OFF

ご予算やニーズに合わせてsiRNAやガイドRNAなどをご選択いただき，96 / 384ウェルに分注してお届けする
カスタムライブラリーです。網羅的な遺伝子ノックアウト／転写活性化／ノックダウン実験に最適です！

● ヒト・マウス遺伝子をほぼ完全に網羅したデザイン済みsiRNAやガイドRNAからご選択いただけます。
● 容量：0.1 / 0.25 / 0.5 / 1.0 / 2.0 nmol / well から選択 （1回のご注文では，同一容量のみご選択いただけます。）

● 最低注文数／製品形状： 20 well分の製品／96 wellプレート，40 well分の製品／384 wellプレート
※最後のプレートの端数はこの限りではありません。

[メーカー：DHA]

製品
フォーマット

1ウェルあたりの容量と価格

0.1 nmol 0.25 nmol 0.5 nmol 1.0 nmol 2.0 nmol

ガイドRNA

crRNA

Edit-R CRISPR（Knockout） crRNA
遺伝子ノックアウト用のデザイン済みcrRNA（化学合成品）
■製品フォーマット

Pool：1遺伝子に対する4配列の混合物を分注
Individual：1遺伝子につき1～5配列から選択，

1配列ごとに分注

Pool
¥7,900 ¥11,700 ¥14,400 ¥16,400 ¥18,000 

¥6,320 ¥9,360 ¥11,520 ¥13,120 ¥14,400 

Individual
¥3,600 ¥5,900 ¥7,200 ¥9,000 ¥11,000 

¥2,880 ¥4,720 ¥5,760 ¥7,200 ¥8,800 

Edit-R CRISPR（Activation） crRNA
遺伝子転写活性化用のデザイン済みcrRNA（化学合成品）
■製品フォーマット

Pool：1遺伝子に対する4配列の混合物を分注
Individual：1遺伝子につき1～4配列から選択，

1配列ごとに分注

Pool
¥7,900 ¥11,700 ¥14,400 ¥16,400 ¥18,000 

¥6,320 ¥9,360 ¥11,520 ¥13,120 ¥14,400 

Individual
¥3,600 ¥5,900 ¥7,200 ¥9,000 ¥11,000 

¥2,880 ¥4,720 ¥5,760 ¥7,200 ¥8,800 

sgRNA

Edit-R CRISPR（Knockout） sgRNA
遺伝子ノックアウト用のデザイン済み シングルガイドRNA
（化学合成品）
■製品フォーマット

Pool：1遺伝子に対する3配列の混合物を分注
Individual：1遺伝子につき1～3配列から選択，

1配列ごとに分注

Pool
¥11,100 ¥16,400 ¥20,200 ¥23,000 ¥27,900 

¥8,880 ¥13,120 ¥16,160 ¥18,400 ¥22,320 

Individual
¥5,100 ¥8,400 ¥10,100 ¥12,600 ¥15,400 

¥4,080 ¥6,720 ¥8,080 ¥10,080 ¥12,320 

siRNA*

siGENOME siRNA
機能性・特異性に優れたスタンダードタイプ

SMART
pool

¥5,900 ¥9,000 ¥11,200 ¥12,600 ¥14,400 

¥4,720 ¥7,200 ¥8,960 ¥10,080 ¥11,520 

Ｉndividual
¥2,700 ¥4,500 ¥5,600 ¥6,800 ¥8,500 

¥2,160 ¥3,600 ¥4,480 ¥5,440 ¥6,800 

ON-TARGETplus siRNA
オフターゲット効果を抑え， ターゲット遺伝子に対する特異性を向上

SMART
pool

¥7,900 ¥11,700 ¥14,400 ¥16,400 ¥18,000 

¥6,320 ¥9,360 ¥11,520 ¥13,120 ¥14,400 

Ｉndividual
¥3,600 ¥5,900 ¥7,200 ¥9,000 ¥11,000 

¥2,880 ¥4,720 ¥5,760 ¥7,200 ¥8,800 

Accell siRNA
トランスフェクション試薬を使わずに細胞へ導入

SMART
pool

¥5,900 ¥9,000 ¥11,200 ¥12,600 ¥14,400 

¥4,720 ¥7,200 ¥8,960 ¥10,080 ¥11,520 

Ｉndividual
¥2,700 ¥4,500 ¥5,600 ¥6,800 ¥8,500 

¥2,160 ¥3,600 ¥4,480 ¥5,440 ¥6,800 

研 究 用 www.funakoshi.co.jp
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Horizon Discovery Ltd.

*siRNA製品フォーマット（共通）
SMARTpool：1遺伝子に対する4配列の混合物を分注 Individual：1遺伝子につき1～4配列から選択，1配列ごとに分注

上段：通常価格
下段：キャンペーン価格

ノックダウン効果が高く，実績のあるsiRNA。

高いノックダウン効果と共に，センス・アンチセンス両鎖への化学
修飾により，両鎖に由来するオフターゲット効果の低減を実現。

リポフェクション法ではsiRNA導入が難しい細胞や，トランスフェク
ション試薬への感受性が高い細胞におけるsiRNA実験に最適。
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Dharmacon製品担当: TEL 03-5684-1645  FAX 03-5684-6539
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※ 本紙に掲載されている価格は，2021年10月28日現在です。

※ 本製品は研究用です。医薬品，診断用医薬品，食品，食品検査等の用途には使用できません。

※ 仕様は改善のため，予告なく変更することがあります。

※ 記載されている会社及び商品名は， Horizon Discovery社の商標または登録商標です。

※ ご注文の際は，【品名，メーカー(DHA)，商品コード，包装，数量】をお知らせ下さい。

※ 表示価格には消費税等は含まれていません。また価格は予告なく変更される場合がありますので，

ご了承下さい。

NOTE

※Horizon Discovery社 Webサイトトップページにログインした状態で下記手順を参考にご注文下さい。
あらかじめユーザー登録が必要です（下記「ユーザー登録のご案内」をご参照下さい）。

https://horizondiscovery.com/en/products/tools/Cherry-pick-library-loader

ご希望のsiRNAやcrRNAの遺伝子検索キーワード入力
・NCBI Gene ID, Gene SymbolまたはAccession Number
・Dharmacon製品カタログ番号

正しい製品と遺伝子が選択されているかを確認

製品タイプとフォーマットを選択

容量，コントロール，プレート枚数，レイアウトを設定

ショッピングカートに入れて，チェックアウト

Load
Identifiers1 Review

Results2 Select
Products3 Configure

Plates4 5 Ｏｒｄｅｒ

Horizon Discovery社製品を初めてご注文される方は，事前にユーザー登録が必要です。

ユーザー登録のご案内（初めてご注文されるお客様へ）

フナコシWeb（https://www.funakoshi.co.jp）のトップページにある
Webページ番号検索のタブにWebページ番号をご入力いただくと，
「ユーザー登録方法」および「ご注文方法」の詳細をご確認いただ
けます。

81062 または 67329

ご注文時は通常価格が表示されます。ご注文後に表示価格から20％分お値引きした価格を別途メールにてお知らせ
しますので，ご確認下さい。

Cherry-pickカスタムライブラリーのご注文はオンラインで！

ユーザー登録方法

オンラインフォームでのご依頼（フナコシIDをお持ちの方はこちらが便利です）

専用申込書でのご依頼 67329

詳 細 は こ ち ら

Webページ番号検索

ユーザー登録のご案内 Webページ番号：67329

ご注文方法のご案内 Webページ番号：81062

5 ス テ ッ プ で 注 文 完 了 ！
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