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よびその他のβコロナウイルスワクチンに汎用可能な免疫原と
して、二量体 RBD を設計しました5。AddaVax™と alum は当初、
RBD 二量体 MERS ワクチンで検証されました。特に、AddaVax™は、
抗原 10mg と組み合わせて試験したところ、生 MERS-CoV ウイ
新型コロナウイルス感染症（COVID-19）の世界的大流行に対応する
ルスに対する中和抗体の誘導レベルがはるかに高く、alum より
ため、現在、世界中で多額の資金が投じられ、協力してワクチン開
機能が優れていました。AddaVax™は、その後の実験でも採用さ
発を進めるための取り組みが加速しています。2020 年 11 月 3 日現
れ、タンデムリピート単鎖 RBD 二量体との組み合わせが試され
在、臨床評価に入っているワクチン候補は 45 件あり、そのうち 10
ました。この場合も、免疫したマウスの血清中の SARS-CoV-2 に
件の有力候補が健康なボランティアを対象に第 III 相臨床試験を開
対する中和抗体の力価の有意な増強が達成されました。Tan らも
始しています。さらに、150 件以上の実験ワクチンが研究開発の前
AddaVax™を RBD ベースの VLP ワクチンプラットフォームで使用
臨床段階にあります（表 1）。
したところ、マウスおよびブタで強力な液性免疫応答および細胞
性免疫応答が誘発され、SARS-CoV-2 ウイルスから身を守ること
SARS-CoV-2 に対するワクチンにはさまざまな種類がありますが、
が実証されました6。
そのほとんどは、ワクチンの有効性を高めるためにアジュバントの
添加が必要です。したがって、アジュバントの選択は、ワクチン設
また、パターン認識受容体
（PRR）の天然リガンドまたは合成アゴ
計において非常に重要となります。特に、古くからあるアジュバン
ニストは、別のタイプの有望なワクチンアジュバントとなり得ま
トの alum は、関連研究で広く使用されています。最近、Peng ら
す。Langellotto らは、げっ歯類モデルで SARS-CoV-2 抗原を標的
は、InvivoGen 社の alum「Alhydrogel® アジュバント 2%」を加える
として、TLR4 アゴニストと組み合わせたナノ粒子ベースのワクチ
ことにより、組換えタンパク質ベースの COVID-19 ワクチンを強化す
ンを使用するという代替アプローチを採用しました7。サルモネラ
2
るアジュバントの候補を発見しました 。この新形態の alum（PAPE）
ミネソタ R595 由来の TLR4 アゴニストであるモノホスホリルリピ
は、Alhydrogel® で安定化され、水中スクアレン型ピッカリングエ
ドA
（MPLA）は、SARS-CoV-2 関連抗原とともに、桿状メソポーラ
マルジョン法により粒子状になるものであり、それによって多量の組
スシリカ・ナノ粒子の足場に吸着されました。MPLA は局所放出
換えスパイク RBD を吸着することで、マウスで効果的に液性免疫を
されるため、少量の使用量で済み、ワクチンの潜在的な毒性ある
活性化しました。PAPE によって誘導される抗原特異的抗体力価は、
いは全身性の副作用に関する懸念を最小化することができます。
alum 単独の場合よりも 6 倍高いことから、適応した Alhydrogel®
さらに重要なことに、MPLA アジュバントを添加したワクチンは、
アジュバントの強力な効力が示されました。また、alum はしばし
ワクチン部位に抗原提示細胞を集中させる刺激因子の放出を持続
ば、ワクチン研究においてコントロールアジュバントとして使用され
させることが示され、結果として SARS-CoV-2 に対して強力な液
3
てきました 。Wu らは、新たに同定された STING アゴニストである
性反応を誘導しました。したがって、PRR リガンドは、ワクチン
CDGSF の新規アジュバントとしての可能性を確認するため、コント
免疫原性を増強するためのアジュバンドとして魅力的な供給源で
4
ロールとして Alhydrogel® を使用しました 。
す。

VACCINE DEVELOPMENT

さらに、乳化アジュバントはヒトワクチンにも広く使用されてい
ます。例えば、スクアレンベースの水中油型エマルジョン MF59®
は、インフルエンザワクチンへの添加が臨床的に承認されていま
す。InvivoGen 社は、前臨床試験における代替品として、MF59®
様のスクアレン - 水中油型 AddaVax™を提供しています。Dai ら
は、AddaVax™を使用することで、SARS、MERS、COVID-19、お

InvivoGen 社は、COVID-19 の前臨床研究をサポートするため、滅
菌保証 VacciGrade™の alum、乳化剤、PRR リガンドなど、徹底的
に検証された様々な種類のアジュバントを提供しています。詳細
については、https://www.invivogen.com/vaccine-adjuvants をご
覧ください。

Table 1. Summary of COVID-19 vaccine candidates under clinical trials and preclinical studies1
Vaccine Candidate
in Clinical Evaluation

Vaccine Candidate
in Preclinical Evaluation

DNA

4

14

RNA

6

19

Inactivated Virus

7

12

Protein Subunit

13

55

Non-replicating Viral Vector

9

19

Replicating Viral Vector

4

17

VLP (Virus Like Particles)

2

15

Type of Vaccine Platform

Others
Total

1

N/A

5

45

156
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SARS-CoV-2 DETECTION
ルシフェラーゼ免疫沈降法（LIPS）
アッセイは、SARS-CoV-2 に対する
抗体応答に関する包括的な研究に貢献し得る、迅速な液相免疫アッ
セイです。このアッセイでは、ルシフェラーゼと融合させた抗原を
免疫血清で沈降させ、タンパク質 A/G ビーズを用いて精製が行わ
れます8。捕捉されたルシフェラーゼ複合体の活性は、ルシフェラー
ゼ基質、例えば、InvivoGen 社の QUANTI-Luc™（セレンテラジン型
ルシフェリンを含有する試薬）を用いて測定することができます。そ
して、ルシフェラーゼとセレンテラジン基質との反応により生じた光
信号をルミノメーターで測定し、抗原に対する抗体応答の強さを定
量化することができます。
香港大学パスツール研究センターのソフィー・ヴァルケンブルク博士
（Dr. Sophie Valkenburg）が率いる研究チームは、このような LIPS
アッセイに お いて QUANTI-Luc™ Gold を用 い、SARS-CoV-2 に 対
する免疫応答の主要な抗原標的として、これまで特徴が解明されて
いなかった 2 つの付属タンパク質を同定しました8。QUANTI-Luc™
Gold は、ハイスループット・スクリーニング研究と経時的研究に対
して最適化されていることから、同チームが LIPS アッセイにおいて
大規模患者群の血液サンプルを検査し、4 つの構造タンパク質（S、N、
M、E）
、3 つの S サブユニット、さらには、7 つのオープンリーディ
ングフレーム
（ORF）非構造タンパク質を含む、広範なウイルスタン
パク質に対する抗体応答の幅を評価するのに役立ちました。ORF8
と ORF3b は、その抗体応答の強さの違いを比較することにより、
SARS-CoV-2 に対する早期かつ強力な抗体応答を刺激したことが明
らかになりました。これらのタンパク質は、COVID-19 の初期感染
患者を同定するため、血清学的試験で検査されています。QUANTILuc™は、LIPS アッセイに適用することにより、将来的に抗体スクリー
ニング技術をさらに前進させる可能性を持っています。

ウス由来のキメラ抗体 47D11 を同定し、それを pFUSE プラスミド
のペア
（pFUSEss-CHIg-hG1 および pFUSE2ss-CLIg-hK）を用いて発
現させました。ヒト IgG1 アイソタイプのバックボーンにヒト可変部
重鎖領域と軽鎖領域をクローニングすることにより、キメラ 47D11
抗体を完全ヒト型免疫グロブリンとして再設計しました。また、両
pFUSE プラスミドは、インターロイキン -2 シグナル配列を持つため、
トランスフェクションした HEK 細胞において、組換えヒト抗体を効率
的に分泌させることができます。同様に、Graham らは、pFUSEssCHIg-hG1 プラスミドおよび pFUSE2ss-CLIg-hK プラスミドを用いて、
SARS-CoV-2 RBD-S を標的とする組換えモノクローナル抗体 CR3022
を調製しました10。これらの中和抗体は、COVID-19 の抗原検出試
験および血清学的アッセイの開発に有用であると考えられています。
pFUSE コレクション の 詳 細 に つ いては、https://www.invivogen.
com/pfuse をご参照ください。

For more citations, please see below:
•Liu, X. et al., 2020. Neutralizing antibodies isolated by a sitedirected screening have potent protection on SARS-CoV-2
infection. bioRxiv. doi.org/10.1101/2020.05.03.074914
•Zeng, X. et al., 2020. Isolation of a human monoclonal antibody
specific for the receptor binding domain of SARS-CoV-2 using a
competitive phage biopanning strategy. Antibody Therapeutics,
3(2), 95-100. doi.org/10.1093/abt/tbaa008
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Wang らは、pFUSE プラスミドを用いることにより、SARS-CoV およ
び SARS-CoV-2 を交差中和する完全ヒト型モノクローナル抗体の産
生を実証することに成功しました9。彼らは、トランスジェニックマ
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Constant light
chain region

hFerL

pFUSE は、組換えモノクローナル抗体の産生およびアイソタイプス
イッチング用に設計されたクローニングプラスミドのコレクションで
す（図 1）
。pFUSE は、定常領域に多様な種に由来するκ軽鎖また
はλ軽鎖（CL）をコードする pFUSE-CLIg ファミリーと、多様な種由
来のさまざまな Ig アイソタイプ重鎖（CH）をコードする pFUSE-CHIg
ファミリーの 2 つのプラスミドファミリーで構成されています。さら
に、同コレクションの各プラスミドは、定常領域の上流に独自のマ
ルチクローニングサイト
（MCS）を有し、任意のモノクローナル抗体
の可変領域の挿入が容易になるようにできているため、作成される
組換え抗体は、その可変領域の性質によって、キメラ型、ヒト型、
または完全ヒト型のいずれにもなることが可能です。したがって、
pFUSE プラスミドは、SARS-CoV-2 抗原に対する組換えモノクロー
ナル抗体の産生における検出または中和アッセイに適用できる可能
性があり、ウイルスの作用機序の研究を可能にし、COVID-19 の予
防および治療の研究に役立ちます。
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For more information on QUANTI-Luc™ related products, please
visit https://www.invivogen.com/lucia.
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pFUSE plasmid applications:
- mAb isotype switching for varying eﬀector functions
- Whole recombinant antibody production with co-transfection

Figure1. Plasmid collection designed for isotype switching. The pFUSE plasmid
collection has been designed to change a monoclonal antibody (mAb) from
one isotype to another (IgA, IgD, IgE, IgG and IgM). Therefore, they enable the
generation of mAbs with the same antigen affinity but with different effector
functions including ADCC (antibody-dependent cellular cytotoxicity), ADCP
(antibody-dependent cellular phagocytosis), or CDC (complement dependent
cytotoxicity) activity. Each plasmid in this collection has a unique multiple
cloning site (MCS) upstream of the constant region to facilitate the insertion of
the variable region of any given monoclonal antibody.
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最近の研究では、SARS-CoV-2 抗原や宿主炎症誘発性サイトカイン
受容体に対するモノクローナル抗体（mAb）の治療価値が模索され
ています。InvivoGen 社は、SARS-CoV スパイク RBD を標的とする
抗 CoV2RBD-c1-hIgG1（クローン H4）、およびヒトインターロイキン
6 受容体（hIL-6R）を標的とする抗ヒトインターロイキン 6 受容体のト
シリズマブ（TCZ）など、関連研究に利用できる 2 種のファミリーの
組換えモノクローナル抗体を提供しています。これらの抗体は、ネ
イティブ型あるいは組換え型のいずれでも、異なる免疫グロブリン
アイソタイプで提供可能であり、多様なエフェクター機能を促進する
ことができます。
さらに、その抗体構造は完全に配列決定されており、その標的結合
について検証済みです。例えば、抗 CoV2RBD-c1-hIgG1 抗体の結
合性は、ネガティブコントロールに抗βGal hIgG1 を使用し、コーティ
ングされたスパイク -RBD-His 融合ペプチドと抗 hIgG1-HRP 二次抗
体を用いた ELISA によって検証されています（図 2）。一方、TCZ 由
来の抗 hIL6R-To-hIgG1 は STAT3 依存性炎症誘発反応を阻害します
が、その阻害活性は、ヒト IL-6R、STAT3、および SEAP レポーター
遺伝子をコードする InvivoGen 社の HEK-Blue™ IL-6 細胞を用いて
検証されています。HEK-Blue™ IL-6 細胞は、IL-6 刺激時に、STAT3
の活性化およびそれに続くSEAP の分泌を誘発します。抗 hIL6R-TohIgG1 は、IL-6R に結合し、用量依存的にこれらの細胞の IL-6 刺激
を特異的に遮断します（図 3）。
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Figure 2. Validation of binding to SARS-CoV-2 RBD by ELISA. SARS‑CoV-2
Spike-RBD-His fusion peptide (5 μg/ml) was coated onto ELISA plates overnight.
A serial dilution of Anti‑CoV2RBD-c1-hIgG1 (red curve) or Anti-βGal-hIgG1
(control antibody; grey curve) was added to the pre-coated plate and incubated
for 1 hour. Subsequently, binding was detected with a HRP-labelled anti-hIgG1
antibody (1/1000 dilution) and the HRP substrate OPD (o-phenylenediamine
dihydrochloride). Absorbance was read at 490 nm.

For more details on the collection of antibodies, please visit
https://www.invivogen.com/covid-19-related-antibodies.

COVID-19-RELATED PROTEINS AND pFUSE-Fc
SARS-CoV-2 ウイルスタンパク質とウイルス細胞受容体 ACE2（アン
ジオテンシン変換酵素 2）
タンパク質は、COVID-19 の治療戦略およ
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Figure 3. Inhibition of IL-6
signaling by Anti-hIL6R-To-hIgG1.
Dose-dependent
Anti-hIL6R-To-hIgG1
(µg/ml)
inhibition of HEK-Blue™ IL-6 cellular response. Anti-hIL6R-To-hIgG1 (0-1 μg/ml)
was incubated with HEK-Blue™ IL-6 cells for 3 hours. Following this, human (h)IL-6
(0.3 ng/ml) was added to the cells. After overnight incubation, STAT3‑dependent
SEAP activity in the cell culture supernatant was assessed using QUANTI-Blue™
Solution, a detection reagent. Data are presented as percentage (%) of the
maximum response.

び防疫戦略の研究において大きな関心の的になっています。SARSCoV-2 のスパイクタンパク質ならびにヌクレオカプシドタンパク質
は、その抗原性が高いため、組換えタンパク質ベースのワクチン開
発の主要な標的となります。スパイクタンパク質が宿主 ACE2 に結
合することでウイルスが侵入しますが、スパイク -RBD-ACE2 相互作
用および ACE2 細胞発現の阻害剤をスクリーニングすることは、細
胞感染および COVID-19 の重症度を軽減させる治療の開発に有用だ
と言えるでしょう。これらのウイルスタンパク質は、回復期患者の血
清中の中和抗体のスクリーニング、および、その後のワクチン候補
におけるタンパク質抗原の改良にも適用することができます。
InvivoGen 社では、C 末端に His タグまたは Fc タグのいずれかを
有するスパイク -S1、スパイク -RBD、ヌクレオカプシド、およびヒト
ACE2 を含む COVID-19 関連タンパク質を発売しています。品質保
証の一環として、すべてのタンパク質は ELISA によって検証済みです。
例えば、スパイク -RBD-His タンパク質は、コーティングされた抗
SARS-CoV-Spike-RBD hIgM mAb（クローン CR3022）を用いて ELISA
によって検証されています（図 3）
。可溶性 hACE2-Fc タンパク質は、
コーティングされたスパイク -RBD-His タンパク質と抗ヒト IgG1-HRP
検出抗体とのインキュベーションを行い、ELISA によって検証済みで
す（図 4）。

For more information on COVID-19 related proteins, please visit
https://www.invivogen.com/covid-19-related-proteins-peptides.
さらに、InvivoGen 社は、研究者自身が異なる種やアイソタイプ由
来の Fc 領域を選択して独自の融合タンパク質を産生できるよう、
pFUSE-Fc クローニングプラスミドのコレクションを提供しています。
pFUSE-Fc プラスミドは、IgG 重鎖の Fc ドメインとヒンジ部に、所
望のタンパク質（受容体の細胞外ドメイン、リガンド、酵素、ペプチ
ドなど）をコードする配列を融合させることで構築され、高収量の
Fc- 融合タンパク質の分泌を得ることができます。Fc 領域へ融合さ
せることによって、そのハイブリッドタンパク質は生物学的および生
物物理学的特性を獲得し、その発現を促進させることができます。
したがって、pFUSE-Fc プラスミドを COVID-19 研究に使用すること
により、組換え SARS-CoV-2 Fc 融合タンパク質の産生が可能になり
ます。例えば、Tai らは、IL-2 シグナルペプチドをフレーム内に含む
pFUSE-hIgG1-Fc2 ベクターに、SARS-CoV および SARS-CoV-2 の S
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Figure 4. ELISA detection of the SARS-CoV-2 Spike-RBD-His fusion protein
with the Anti-SARS-CoV-Spike human IgM. Anti-SARS-CoV-Spike hIgM
antibody (5 μg/ml) was coated on ELISA plates overnight. A 3-fold serial dilution
of Spike-RBD-His (red curve) or of ACP5-His control protein (grey curve) was
performed for the capture step. A HRP-labelled anti-His antibody (1/1000
dilution) and the HRP substrate OPD (o-phenylenediamine dihydrochloride)
were used for the detection step. Absorbance was read at 490 nm.

InvivoGen 社は、COVID-19 の研究を支援するために、SARS-CoV-2
の細胞受容体遺伝子および構造遺伝子を提供しています（図 6）
。感
染に関与するヒト受容体およびウイルスタンパク質のコード配列を
網羅的に揃え、さまざまなアプリケーションに適し、すぐに使用可
能な SARS-CoV-2 関連プラスミドのコレクションを用意しています。
ACE2、および、それに続くプロテアーゼ作用を担う膜貫通型セリン
プロテアーゼ 2（TMPRSS2）などの細胞受容体遺伝子は、哺乳動物
細胞発現用プラスミド pUNO1 にそれぞれ単独で、あるいは一緒に
クローニングされています。一方、スパイク、マトリックス、エンベ
ロープ、ヌクレオカプシド・ウイルスタンパク質を含む構造遺伝子
は、哺乳動物細胞発現用プラスミド pUNO1 内、あるいは His タグ
（pUNO1His）または Fc タグ（pUNO1Fc）を有する産生用プラスミド
内にクローニングされています。品質保証の一環として、すべての
遺伝子は完全に配列決定されています。
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Figure 5. ELISA detection of the SARS-CoV-2 Spike RBD with the soluble
hACE2-Fc protein. SARS-CoV-2 Spike-RBD-His fusion protein (10 μg/ml)
was coated on ELISA plates overnight. A 3-fold serial dilution of hACE2-Fc
(red curve) or of CTLA4-hFc control protein (grey curve) was performed for
the capture step. A HRP-labelled anti-hFc antibody (1/1000 dilution) and the
HRP substrate OPD (o-phenylenediamine dihydrochloride) were used for the
detection step. Absorbance was read at 490 nm.

タンパク質をコードする遺伝子を融合させ、それぞれの組換え RBD
Fc 融合タンパク質を分泌させました11。それによって、SARS-CoV-2
を中和する SARS-CoV RBD 特異的モノクローナル抗体を同定したの
です。さらに、Lui らは、SARS-CoV-2 ACE2-Fc 融合タンパク質の組
換え二量体型が治療価値を持つ可能性を見出しました12。このタン
パク質は、pFUSE-hIgG1-Fc ベクターによって産生され、生ウイルス
中和アッセイでその強力な効力を発揮しました。

For more information on pFUSE-Fc, please visit https://www.
invivogen.com/pfuse-fc.
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Envelope (E)
TMPRSS2

Nucleocapsid (N)
Figure 6. Plasmids for SARS-CoV-2 Research. To assist with the worldwide
research eﬀort in understanding and ﬁghting the Coronavirus Disease-2019
(COVID-19), InvivoGen has launched a collection of ready-to-go SARS-CoV-2related plasmids, encompassing the coding sequences of the virus proteins and
human receptors involved in the infection.

For a complete list of pUNO vector encoding genes, please visit
https://www.invivogen.com/covid-19-related-genes.

INHIBITORS
SARS-CoV-2 によって誘発されるウイルス進入、複製、またはそれ
に続く宿主免疫応答を遮断できる低分子阻害剤は、COVID-19 の
将来的な治療戦略となり得ます（図 7）
。InvivoGen 社は、関連研究
を支援するために、感染のさまざまな段階で作用することが知られ
ている阻害剤を発売しています。エンドソーム酸性化阻害剤である
クロロキンおよびバフィロマイシン A1 は、オートファゴソーム - リ
ソソーム融合や細胞内輸送を標的とした、ウイルス侵入の遮断法と
して利用できる可能性があります。なお、Ding らは、SARS-CoV-2
感染に対するインターフェロン刺激遺伝子剤（CH25H）の阻害効果
を明らかにするために、InvivoGen 社のクロロキンをコントロール
として使用しました13。InvivoGen 社が提供するその他の阻害剤に
は、COVID-19 の臨床治療において有望な薬剤であり、ウイルス複
製でウイルス RNA 依存性 RNA ポリメラーゼ（RdRp）を阻害するレム

Reviews on COVID-19
デシビル、重度の COVID-19 患者に起こる過炎症およびサイトカイ
ンストームに関係する JAK/STAT 経路を阻害する可能性がある JAK/
STAT 阻害剤のルキソリチニブ、そして、肺炎を発症する COVID-19
患者の過炎症期を阻害することができる NF-κB および MAPK 阻害
剤のデキサメタゾンが挙げられます14。

For more information on the inhibitor products, please visit
https://www.invivogen.com/covid-19-related-inhibitors.
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For more information on PRR ligands, please visit https://www.
invivogen.com/ligands.
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Figure 7. COVID-19-Related Inhibitors. The ﬁrst strategy for the treatment of
COVID-19 is the repurposing of existing drugs that have already been shown
to be safe in humans. Therapeutic targets against SARS-CoV-2 exist at various
stages of the infection including, 1) viral attachment (ACE2), membrane fusion
(TMPRSS2), and viral entry (endocytosis); 2) viral proteolysis (3CLpro and PLpro);
3) viral replication by the replication complex (including RdRp).

PRR LIGANDS
InvivoGen 社は、炎症誘発性サイトカインを誘導する PRR リガンド
の幅広い商品を提供しており、その多くは、SARS-CoV-2 に対する自
然免疫応答の研究での利用が報告されています。例えば、ウイルス
に感染すると、通常は、TLR3 の RNA センシング経路の活性化が誘
発されます。そのため、合成 dsRNA アナログでありＩ型インターフェ
ロンの強力な誘導物質である TLR3 アゴニストの Poly (I:C) は、関連
研究に寄与することができます。Banerjee らは、Poly (I:C) HMW を
用いて、ヒト細胞における自然免疫応答に対する SARS-CoV-2 非構
造タンパク質（NSP1）の阻害機能について検証しました15。彼らは、
IFN-β刺激に対して NSP1 を発現するトランスフェクション細胞を
Poly (I:C) HMW で処理したところ、IFN 応答に対する NSP1 の翻訳
阻害が見られたと結論付けました。
さらに、Carvelli らは、COVID-19 患者から単離された精製血中単
球を、TLR4 アゴニストの LPS-EK を用いて誘導することにより、補
体因子 C5a が発現されるのかについて研究しました16。そして、LPS
誘発性サイトカイン産生が、C5a によってさらに増強されたことが
見出され、SARS-CoV-2 に関連する C5a の炎症性の役割が確認さ
れました。また、TLR9 アゴニストの CpG-ODN1826 も、抗ウイル
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ス性サイトカイン産生の有効な刺激剤です。清華大学の Jianyang
Zeng 博士が率いるチームは、阻害剤 CVL2218 が、PBMC 培養物
における ODN1826 誘導後の IL-6 産生に対して抗サイトカイン効果
を有することを確認しました17。Han らは、STING シグナル伝達経
路に関わる SARS-CoV-2 ORF9b タンパク質の阻害機能を探索するた
め、STING リガンド 2ʼ3ʼ- cGAMP を使用しました18。要するに、PRR
シグナル伝達経路は、SARS-CoV-2 の分子基盤ならびにウイルス感
染における炎症反応の調節機構を研究するための手段であると言え
ます。

ANTIBIOTICS
InvivoGen 社は、世界的な研究で高く評価され、信頼性の高い抗
菌試薬および選択的抗生物質を幅広く提供しています。例えば、東
京大学の山本 瑞生助教が率いる研究チームは、培地のマイコプラ
ズマ汚染や一般細菌汚染を予防するため、VeroE6/TMPRSS2 細胞
を Plasmocin™予防薬で処理しました19。Plasmocin™予防薬の有効
性は SARS-CoV-2 感染アッセイで認められており、細胞がマイコプ
ラズマに汚染されていないことが確認されました。それらの細胞
培地には、細胞株を選択および維持するために、InvivoGen 社の
G418 硫酸塩も添加されました。さらに、Nieto らは、培地でのマイ
コプラズマ汚染、細菌汚染、および真菌汚染から細胞を守るため、
Normocin™を添加し、SARS-CoV-2 スパイク -GFP をコードしたプラ
スミドにより Hela 細胞を安全にトランスフェクションしています20。

For more high-quality antimicrobial reagents and selective
antibiotics, please visit:
https://www.invivogen.com/cell-culture-contamination
https://www.invivogen.com/selective-antibiotics.
For more citations, please see below:
•Bierig, T. et al., 2020. Design, expression, purification and
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SSRN. doi.org/10.2139/ssrn.3561932
•Miyashita, L. et al., 2020. Traffic-derived particulate matter and
angiotensin-converting enzyme 2 expression in human airway
epithelial cells. bioRxiv. doi.org/10.1101/2020.05.15.097501
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•InvivoGen’s COVID-19 animation
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•Spotlight on COVID-19: Vaccine development
•Spotlight on COVID-19: Protective immunity & Re-infection
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Product

Description

Quantity

Cat. Code

AddaS03™

AS03 -like squalene-based adjuvant

10 ml

Vac-as03-10

AddaVax™

Squalene-Oil-in-water

10 ml

vac-adx-10

Adju-Phos® adjuvant

Aluminium phosphate gel

250 ml

vac-phos-250

Alhydrogel® adjuvant 2%

Aluminium hydroxide gel (Alum)

250 ml

vac-alu-250

CFA

Complete Freund’s Adjuvant

10 ml

vac-cfa-10

IFA

Incomplete Freund’s adjuvant

10 ml

vac-ifa-10

Quil-A® adjuvant

Purified triterpenoid saponin

1g

vac-quil

pFUSE2-CLIg-hK

Light chain expression plasmid - human kappa

20 µg

pfuse2-hclk

pFUSE2ss-CLIg-hK

Light chain expression plasmid - human kappa with IL2ss

20 µg

pfuse2ss-hclk

pFUSE2-CLIg-hL2

Light chain expression plasmid - human lambda2

20 µg

pfuse2-hcll2

pFUSE2ss-CLIg-hL2

Light chain expression plasmid - human lambda2 with IL2ss

20 µg

pfuse2ss-hcll2

pFUSE-CHIg-hG1

Heavy chain expression plasmid - human IgG1

20 µg

pfuse-hchg1

pFUSEss-CHIg-hG1

Heavy chain expression plasmid - human IgG1 with IL2ss

20 µg

pfusess-hchg1

pFUSE-CHIg-hG2

Heavy chain expression plasmid - human IgG2

20 µg

pfuse-hchg2

pFUSEss-CHIg-hG2

Heavy chain expression plasmid - human IgG2 with IL2ss

20 µg

pfusess-hchg2

pFUSE-CHIg-hG3

Heavy chain expression plasmid - human IgG3

20 µg

pfuse-hchg3

pFUSEss-CHIg-hG3

Heavy chain expression plasmid - human IgG3 with IL2ss

20 µg

pfusess-hchg3

pFUSE-CHIg-hG4

Heavy chain expression plasmid - human IgG4

20 µg

pfuse-hchg4

pFUSE-CHIg-mG1e3

Plasmid encoding murine IgG1e3 heavy chain constant region

20 µg

pfuse-mchg1e3

pFUSEss-CHIg-mG1e3

Plasmid encoding murine IgG1e3 heavy chain constant region with the
IL-2 signal sequence

20 µg

pfusess-mchg1e3

Anti-Spike-RBD-hIgG1 (CR3022)

Recombinant monoclonal human IgG1 antibody against Spike RBD

100 µg

srbd-mab1

Anti-Spike-RBD-hIgG1NQ
(CR3022)

Recombinant monoclonal human IgG1NQ antibody against Spike RBD,
non-glycosylated

100 µg

srbd-mab12

Anti-Spike-RBD-hIgM (CR3022)

Recombinant monoclonal human IgM antibody against Spike RBD

100 µg

srbd-mab5

Anti-Spike-RBD-hIgA1 (CR3022)

Recombinant monoclonal human IgA1 antibody against Spike RBD

100 µg

srbd-mab6

Anti-Spike-RBD-mIgG2a (CR3022)

Recombinant monoclonal mouse IgG2a antibody against Spike RBD

100 µg

srbd-mab10

Anti-Spike-RBD-mIgG1e3 (CR3022)

Recombinant monoclonal mouse IgG1e3 antibody against Spike RBD

100 µg

srbd-mab15

Anti-hIL6R-To-hIgG1

Recombinant monoclonal human IgG1 antibody against IL-6R (Tocilizumab)

100 µg

hil6rto-mab1

Anti-hIL6R-To-hIgG1NQ

Recombinant monoclonal human IgG1NQ antibody against
IL-6R (Tocilizumab)

100 µg

hil6rto-mab12

Anti-hIL6R-To-hIgA2

Recombinant monoclonal human IgA2 antibody against IL-6R (Tocilizumab)

100 µg

hil6rto-mab7

Anti-CoV2RBD-c1-hIgG1

SARS-CoV-2 Spike RBD monoclonal human IgG1 antibody (Clone H4)

100 µg

cov2rbdc1-mab1

pFUSE-hIgG1-Fc1

Fc-fusion protein expression plasmid - Human IgG1

20 µg

pfuse-hg1fc1

pFUSE-hIgG1-Fc2

Fc-fusion protein expression plasmid - Human IgG1 with IL2ss

20 µg

pfuse-hg1fc2

pFUSE-hIgG2-Fc1

Fc-fusion protein expression plasmid - Human IgG2

20 µg

pfuse-hfc1

pFUSE-hIgG2-Fc2

Fc-fusion protein expression plasmid - Human IgG2 with IL2ss

20 µg

pfuse-hfc2

pFUSE-hIgG3-Fc1

Fc-fusion protein expression plasmid - Human IgG3

20 µg

pfuse-hg301fc1

pFUSE-hIgG3-Fc2

Fc-fusion protein expression plasmid - Human IgG3 with IL2ss

20 µg

pfuse-hg301fc2

pFUSE-hIgG4-Fc1

Fc-fusion protein expression plasmid - Human IgG4

20 µg

pfuse-hg40fc1

pFUSE-hIgG4-Fc2

Fc-fusion protein expression plasmid - Human IgG4 with IL2ss

20 µg

pfuse-hg40fc2

Alum and Emulsions

pFUSE Collection

COVID-19-Related Antibodies

pFUSE-Fc Collection
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Product

Description

Quantity

Cat. Code

Spike-S1-His

SARS-CoV-2 Spike S1-His fusion protein

50 µg

his-sars2-s1

Spike-S1-Fc

SARS-CoV-2 Spike S1-Fc fusion protein

50 µg

fc-sars2-s1

Spike-RBD-His

SARS-CoV-2 Spike RBD-His fusion protein

50 µg

his-sars2-rbd

Spike-RBD-Fc

SARS-CoV-2 Spike RBD-Fc fusion protein

50 µg

fc-sars2-rbd

Nucleocapsid-His

Soluble Nucleocapsid-His fusion protein

50 µg

his-sars2-n

Nucleocapsid-Fc

Soluble Nucleocapsid-Fc fusion protein

50 µg

fc-sars2-n

hACE2-Fc

Soluble ACE2-Fc fusion protein

50 µg

fc-hace2

Chloroquine

Inhibitor of Endosomal Acidification

250 mg

tlrl-chq

Bafilomycin A1

V-ATPase inhibitor

10 µg

tlrl-baf1

Remdesivir

Viral RdRp inhibitor

1 mg

inh-rem

Ruxolitinib

JAK1 and JAK2 Inhibitor

5 mg

tlrl-rux

Dexamethasone

NF-kB and MAPK inhibitor

100 mg

tlrl-dex

2’3’-c-di-AM(PS)2 (Rp,Rp)
VacciGrade™

2’3’ bisphosphorothioate analog of c-di-AMP - STING agonist

500 µg

vac-nacda2r

2’3’-cGAMP VacciGrade™

Cyclic [G(2’,5’)pA(3’,5’)p] - STING agonist

1 mg

vac-nacga23

c-di-AMP VacciGrade™

Cyclic diadenylate monophosphate - STING agonist

1 mg

vac-nacda

c-di-GMP VacciGrade™

Cyclic diguanylate monophosphate - STING agonist

1 mg

vac-nacdg

CL401 VacciGrade™

Chimeric molecule - TLR2 & TLR7 agonist

5 mg

vac-c401-5

CL413 VacciGrade™

Chimeric molecule - TLR2 & TLR7 agonist

5 mg

vac-c413-5

CL429 VacciGrade™

Chimeric molecule - TLR2 & NOD2 agonist

5 mg

vac-c429

Flagellin FliC VacciGrade™

Recombinant flagellin from S. typhimurium - TLR5 agonist

50 µg

vac-fla

Imiquimod VacciGrade™

Imidazoquinoline compound -TLR7 agonist

5 mg

LPS-EB VacciGrade™

Lipopolysaccharide from E. coli 0111:B4 strain - TLR4 agonist

5 x 10 EU

vac-3pelps

MPLA-SM VacciGrade™

Monophosphoryl lipid A from S. minnesota R595 - TLR4 agonist

1 mg

vac-mpla

MPLAs Vaccigrade™

Synthetic monophosphoryl lipid A - TLR4 agonist

1 mg

vac-mpls

ODN 1585 VacciGrade™

CpG ODN, Class A (murine) - TLR9 agonist

1 mg

vac-1585-1

ODN 1826 VacciGrade™

CpG ODN, Class B (murine) - TLR9 agonist

1 mg

vac-1826-1

ODN 2006 VacciGrade™

CpG ODN, Class B (human) - TLR9 agonist

1 mg

vac-2006-1

ODN 2395 VacciGrade™

CpG ODN, Class C (human/murine) - TLR9 agonist

1 mg

vac-2395-1

Pam3CSK4 VacciGrade™

Synthetic triacylated lipoprotein - TLR1/2 agonist

1 mg

vac-pms

Poly(I:C) (HMW) VacciGrade™

Polyinosine-polycytidylic acid -TLR3 agonist

10 mg

vac-pic

R848 VacciGrade™

Imidazoquinoline compound -TLR7/8 agonist

5 mg

vac-r848

TDB VacciGrade™

Synthetic analog of the cord factor - Mincle agonist

2 mg

vac-tdb

HEK-Blue™ hACE2 Cells

SEAP reporter HEK293 cells expressing human ACE2

3-7 x 106 cells

hkb-hace2

A549-hACE2-hTMPRSS2a cells

ACE2 & TMPRSS2 expressing A549 cells

3-7 x 10 cells

a549-hace2

A549-hACE2 cells

ACE2 expressing A549 cells

3-7 x 106 cells

a549-hace2tpsa

COVID-19-Related Proteins

COVID-19-Related Inhibitors

VacciGrade™ PRR Ligands

vac-imq
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COVID-19-Related Cells

InvivoGen’s products are for research use only, and not for clinical or veterinary use.

For more information, please visit : www.invivogen.com
INVIVOGEN ASIA
Email: tech.hk@invivogen.com
TEL : +852-36223480 / FAX : +852-36223483
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