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磁性ナノ粒子を用いた遺伝子の高効率導入	 	

細胞への DNA 導入に着目し、 IBA 社独自の磁性ナノ粒子 （MagTag®） を用いた、 トランスフェクション試薬をご紹介

します。

MATra-Magnet	Assisted	Transfection	/	Lipofection

● 初代培養細胞や神経細胞など導入困難な細胞で高効率導入可能

● 175 種類もの細胞種での実績、 30 報以上の使用文献

● siRNA 専用の導入試薬を保有、 siRNA 導入実績も多数

特　　　 長

使 用 例 初代培養細胞への使用例

■ HUVEC への siRNA の MA トランスフェクション
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HUVEC への siRNA の導入（恒常的に発現する zyxin タンパク質のサイレンシング）

Opti-MEM® I 培地で希釈された 3 μg の siRNA を細胞に加え、 最終培地量が 200 μl になるように

HUVEC に siRNA を導入した （siRNA の最終濃度は約 30 nM）。 siRNA 溶液は、 MATra-si 3 μl、
siRNA 3 μg で調製した。 細胞と siRNA 溶液を穏やかに混合したあと室温で 25 分間インキュベートした。

HUVEC は Opti-MEM® I で洗浄し、 新しい Opti-MEM®  I を 2 ml/well で加えた。 これに siRNA 溶液を

200 μl/wellで滴下し、磁気プレート上で 15分インキュベートして siRNAを導入した。（なお、この磁気プレー

トは Flexcell プレート（Flexcell International 社）に適合するようにカスタムメイドしたものである。）その後、

迅速な zyxinのターンオーバーを誘導するために、細胞に周期伸縮を与えた（30分間、0.5 Hz、10%伸縮）。

このあと、 トランスフェクション試薬による細胞毒性の影響を防ぐために培地交換した。 細胞は通常培養条

件で培養し、 siRNA 導入後 72 時間でジーンサイレンシングが起こっているか確認した。

A, B. HUVEC 細胞における zyxin の局在化。 A. siRNA 導入していない HUVEC の共焦点免疫蛍光染

色像、B. siRNA 導入した HUVEC の共焦点免疫蛍光染色像でそれぞれ zyxin （赤色）、paxillin （緑色）、

核 （青色） の局在を示しており、 zyxin がサイレンシングされているのがわかる。

なお、 paxillin は焦点接着斑で特異的に発現する焦点接着タンパク質で、 zyxin と共局在し （黄色）、 スト

レス線維および核内には存在しない。

C. ウェスタンの結果。 zyxin をサイレンシングする siRNA を加えたサンプルでは zyxin のバンドが見られ

ない。 コントロールはβ -actin。
D. zyxin 発現量の比較。 紺色 ： siRNA なし、 濃い黄色 ： リポフェクション、 黄色 ： siRNA:MATra=1:9、
薄い黄色 ： siRNA:MATra=1:1。 リポフェクションで導入した siRNA がタンパク質の発現量を 30% 程度し

かサイレンシングできないのに対し、 siRNA:MATra=1:1 の割合で混合して使用した場合はタンパク質の

発現量を 70% 以上サイレンシングし、 わずか 25% ほどの発現量に抑えている。
Data kindly provided for IBA by PD Dr. Marco Cattaruzza, Institute for Physiology and Pathophysiology, Heidelberg University, 
Germany.
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原 理 MATra システムは Magnet Assisted Transfection と Magnet Assisted Lipofection の 2 種類があり
ます。

MATra nanoparticles(MagTag®) と核酸の複合体は、 磁力によって、 細胞膜の構造や染色体にダ
メージを与えることなく、 標的である細胞の細胞質へ輸送されます。 細胞内に入った MagTag® は細
胞内にとどまりますが、 鉄の代謝経路で代謝され細胞に悪影響は与えません。

1. 導入遺伝子の準備
核酸と磁性ナノ粒子
（MagTag®） を混合
MagTag® と核酸が複合体
を形成

2. 細胞へ添加
プレートのウェル底に接着
した細胞に MagTag® と核
酸の複合体を添加

3. 細胞へ磁力で導入
MagTag® が磁石で下に引
き寄せられ、 核酸ごとウェ
ル底の接着細胞内に侵入
（浮遊細胞は MATra-S を 
  添加して底に沈める）

MATra
nanoparticles

(MagTag®)

nucleic acid +
nanoparticle
complex

nucleic
acid

magnet plate

full nucleic
acid dose
is rapidly
drawn
towards and
delivered
into target

magnet

Magnet
Assisted
Transfection
(15 minutes)

6, 12, 24 or
96 well plates adherent cells

リポソームを MagTag® で修飾し、 電荷と磁力の両方を利用することで、 核酸の導入効率を向上し
ます。 細胞内に入った MagTag® は細胞内にとどまりますが、 鉄の代謝経路で代謝され細胞に悪影
響は与えません。
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1. リポソームへの修飾
リポソームに磁性ナノ
粒子 （MA Lipofection 
Enhancer） を混合
リポソームが磁性を帯び
る

2. リポソームの取り込み
正に帯電したリポソーム
が、 負に帯電した細胞膜
と結合し、 エンドサイトー
シスによって融合リポソー
ムが磁性を帯びる

3. エンドソームの崩壊
核酸 / 脂質複合体のプロ
トン化した親水性ユニット
が 「プロトンスポンジ」 と
してエンドソーム内の pH
を緩衝

4. 核酸の放出
連続的なプロトン流入が
リポソームを崩壊
核酸が細胞質に放出され
る

   

使用概略

　Magnet Assisted (MA) Transfection

　Magnet Assisted (MA) Lipofection

MATra-S

MA  Transfection

MATra-A MATra-si

MA  Lipofection

MA Lipofection Enhancerと IBAfect
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実施例一覧

細胞名 導入遺伝子 導入方法 掲載ページ

神経細胞

初代マウス胎児皮質ニューロン GFP プラスミド MA-Transfection 4
初代マウス胎児皮質ニューロン ヒト NCAM 発現プラスミド MA-Transfection 4
初代海馬神経細胞 GFP プラスミド MA-Transfection 4
B103 GFP 融合タンパク質発現プラスミド MA-Transfection 5

マウス小脳顆粒細胞

MyrPalm-mCFP 発現プラスミド

Actin-DsRed 発現プラスミド

Flotillin-2-mVenus 発現プラスミド

Battenin-myc 発現プラスミド

MA-Transfection 5

初代培養細胞

HUVEC siRNA MA-Transfection 1
初代ヒト子宮内膜間質細胞 siRNA MA-Transfection 6
初代ラット肝細胞 β - ガラクトシダーゼプラスミド MA-Transfection 6
初代ラット肝細胞 siRNA MA-Transfection 6
その他の細胞

ANT-1 siRNA MA-Transfection 6
GHD-1 siRNA MA-Transfection 6
HEK293 / RAW 264.7 等 DNA MA-Transfection 7
HeLa / CHO-K1 GFP プラスミド MA-Transfection 7
L929 GFP プラスミド MA-Transfection 7
Hep G2 GFP プラスミド MA-Transfection 7
FaDu GFP プラスミド MA-Transfection 8

VSa13 CMV-GAL プラスミド /GAL-LUC プラスミド MA-Lipofection 8

製品選択 MATra シリーズはトランスフェクション試薬とリポフェクション試薬の 2 タイプと、 専用の磁気プレートが
あります。

■対応核酸種と使用試薬　　

■専用磁気プレート

・ Universal Magnet Plate, 8 x 13 cm
・ Universal Magnet Plate, 26 x 26 cm
・ 96 Magnet Plate

磁気プレート

* IBAfect の他、一般的なトランフェクション試薬 （脂質系、ポリカチオン系） もご利用いただけます。

原理 MA-Transfection MA-Lipofection

製品
MATra-A MATra-si MA-Lipofection Enhancer + IBAfect ＊

MATra-S Immobilizer( 浮遊細胞用前処理試薬 )

導入する

核酸

プラスミド DNA ◎ ○ ◎

アンチセンスオリゴ DNA ◎ ○ ◎

siRNA / miRNA ○ ◎ ◎

構成成分 磁性ナノ粒子 磁性ナノ粒子 磁性ナノ粒子 , リポフェクション脂質

使用用途 プラスミド DNA の導入 siRNA の導入 核酸の導入

MATra シリーズを用いた遺伝子導入は、 数多くの細胞で成功しています。 特に、 遺伝子導入の困難
な初代培養細胞 ・ 神経細胞での成功例は特筆すべきデータです。 多数の実施例が報告されており、
その一部を本 INFORMATION に掲載しています。P9でもリストを掲載していますのでご参照ください。
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使 用 例

■初代皮質ニューロンへの DNA の MA トランスフェクション

■初代海馬神経細胞への DNA の MA トランスフェクション

初代皮質ニューロンへのGFP発現用プラスミドの導入
マウス胎児の初代皮質ニューロン （E15.5） を 24 穴プレート内に沈めたポリ -L- リジンコートしたカバースリップ上で 8x105 
cell/well の量で培養した。 in vitro 培養 1 日目 （DIV 1） のニューロンに pCX-EGFP-N1 プラスミドを導入した。 （0.6μgDNA
に対し、 0.6μl MATra-A Reagent を添加）。 遺伝子導入して 24 時間後 （DIV 2） に細胞を固定し、 共焦点走査顕微鏡で
GFP 蛍光を観察した。
Data kindly provided for IBA by Dr. Simone Diestel, Institute of Animal Science, University Bonn, Germany.

MATra-A を用いて、 pSyn-eGFP プラスミドを初代海馬神経細胞 （E14） に導入して 2 日間培養した。 その後細胞を 4％
PFA で固定して GFP を検出した。 神経細胞での GFP の発現が確認できる。
Data kindly provided for IBA by Dr. Mika Ruonala, Center for Membrane Proteomics, University of Frankfurt, Germany.

　初代培養神経細胞　

■初代皮質ニューロンへの DNA の MA トランスフェクション
　　

A B

　　

初代皮質ニューロンにおけるNCAM（神経接着分子）のエンドサイトーシスの観察
C57BL/6 マウス胎児の初代皮質ニューロン （E15.5） にヒト膜結合型 NCAM 発現プラスミドを、 MATra-A を用いて導入した。
導入後 24 時間に、 膜結合型 NCAM を Cy3 標識 2 次抗体で検出 （赤） し、 エンドサイトーシスによって細胞質内の小胞に取
り込まれた NCAM を Cy2 標識 2 次抗体で検出 （緑、 矢印） した。
A. 細胞体、 B. 軸索の小胞
Data kindly provided for IBA by Dr. Simone Diestel, Institute of Animal Science, University Bonn, Germany.
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■ B103 ニューロブラストーマへの DNA の MA トランスフェクション

B103 ニューロブラストーマにおけるAPP(Amyloid	Precursor	Protein) の導入
細胞は内在性の発現パターンを維持したまま培養し、 遺伝子導入に伴う影響がないようにした。
DMEM+10%FBS を満たした 24 穴プレートに沈めたポリ -L- オルニチンでコートされたガラス製カバースリップ上に B103
ニューロブラストーマを播種した。 MATra-A Reagent を 1 ウェルあたり 0.2~0.8 μg のプラスミド DNA を用いて、 磁気プレー
ト上に静置して細胞に導入した。 導入後 1~2 時間で培地を交換し、 さらに 16~24 時間後に導入遺伝子産物を観察した。 図
は APP-GFP を用いた APP のダイマー化に関するものである。
A.  APP-GFP を発現している B103 ニューロブラストーマの共焦点像。
B~D.  APP-GFP 遺伝子のみを発現している B103 ニューロブラストーマの広視野顕微鏡画像。
E~G.  APP-GFP と APP-mCherry 両遺伝子を発現している BB103 ニューロブラストーマの広視野顕微鏡画像。
B,E.  GFP チャネル、 C,F.  mCherry チャネル、 D,G.  GFP ライフタイム。 スケールバーは 10 μm。
H.  異なる実験条件における FRET 効率のヒストグラム。 縦軸 （PDF） は確率密度関数 （Probability Density Function）。
発現レベルはライフタイム像を得るのに充分な蛍光量であり、 細胞内の APP-GFP 分子間相互作用の量を計算することがで
きた。
Data kindly provided for IBA by Dr. Matthias Gralle, Max-Planck-Institute for Evolutionary Anthropology, Leipzig, Germany.

　神経細胞　

■マウス小脳顆粒細胞への DNA の MA トランスフェクション

MATra を用いたマウス小脳顆粒細胞への 4種類のベクターの導入
MyrPalm-mCFP （シアン、A） （べクターは R. Tsien 博士 （ULCA） より提供）、Actin-DsRed （赤、B）、Flotillin-2-mVenus （黄、
C） （べクターは R. Tikkanen 博士 （Giessen 大学） より提供）、 Battenin-myc の 4 種類のプラスミドを、 マウス小脳顆粒細胞
に MATra-A を用いて導入した。 なお、Battenin-myc 融合タンパク質は GAM-Alexa647 を用いて検出した （ダークグリーン、D）。
E は A~D の各画像と位相差顕微鏡像 （F） を重ね合わせた像の一部分。
Data kindly provided for IBA by Dr. Mika Ruonala, Center for Membrane　Proteomics, University of Frankfurt, Germany.

A

B

C
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E

F
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　その他の細胞　

使 用 例

■初代ラット肝細胞への siRNA の MA トランスフェクション

Fig. 1. 
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センスODNと siRNA による iNOS	mRNA の効果的な抑制
初代ラット肝細胞 （1.2 x 106 cell/well） を 1 mg の ODN （S4、
Scr4） および siRNA （siE26、 siE27、 siScr） でもって 1 ml の
MATra-A を用いて siRNA 導入した。 次の日、 IL-1b で処理した
初代肝細胞から total RNA を抽出し、 iNOS と EF-1 αの mRNA
について qPCR を行った （n=3）。 iNOS の発現レベルは EF-1
αの発現レベルで補正した。 (-) は siRNA 導入していないコント
ロール （mock transfection）、 Scr4 および siScr はスクランブル
ドコントロール。

IBA 社へのデータご提供
立命館大学生命科学部　生命医科学科　医化学研究室
西澤　幹雄　教授、 奥村　忠芳　客員教授

■ ANT-1 細胞への siRNA の MA トランスフェクション ■ GHD-1 細胞への siRNA の MA トランスフェクション
　　

siRNA によるANT-1 細胞のサイレンシング
ANT-1 細胞を 5x105 cell/well の量で 6 穴プレートで培養
し、 1 μl/1 μg DNA の MATra-A を用いて、 ある Protein1
に対する siRNA 100 nM を導入した。 導入 24 時間後に
total RNA を抽出し、 Protein1 に特異的な mRNA の発
現量を qPCR を用いて定量した （上段）。 siRNA1~3 は
異なった配列を持つオリゴヌクレオチドである。 ローディン
グおよび cDNA の質のコントロールとして、 ユビキタスな
GAPDH mRNA を定量している （下段）。
Data kindly provided for IBA by Rauch, Schaffrik, Ahlemann and Gires, 
LMU Munich and GSF, Munich, Germany.

siRNA によるGHD-1 細胞のサイレンシング
GHD-1 細胞を 5x105 cell/well の量で 6 穴プレートで培養
し、 ある Protein2 に対する 2 種類の siRNA を一過性で
発現させた。 使用した MATra-A の試薬量は、 1 μl/1 μg 
DNA である。 導入 72 時間後に、 Protein2 の発現量を
特異的抗体を用いたイムノブロットで定性測定した。 コント
ロールのβ - アクチンでは 3 レーンともしっかりバンドが見
えている。
Data kindly provided for IBA by Rauch, Schaffrik, Ahlemann and Gires, 
LMU Munich and GSF, Munich, Germany.

　初代培養細胞　

■初代ヒト子宮内膜間質細胞への siRNA の MA トランスフェクション

初代ヒト子宮内膜間質細胞 （1.3 x 104 cell/well） を播種後
24 時間で培地を交換した。 蛍光標識 siRNA を Opti-MEM® I 
Reduced Serum Medium で 0.9 μg /108 μl に希釈した。 この
siRNA 希釈液 2 に対し MATra-A 量が 1 になるように、 0.45 μ
ｌのMATra-A Reagentを加えた。室温で 20分インキュベートし、
細胞 1 ウェルあたり 15 μl の siRNA/MATra-A 液を加えた （添
加 siRNA 量は 125 ng）。 このマイクロプレートを 96 磁気プレー
ト上に 37℃で 15 分間静置して細胞に siRNA を導入した。 そ
の後細胞を 37℃で 20 時間培養し、 培地交換後顕微鏡写真を
撮影した。 目視できる限りでは、 全ての細胞が蛍光を発してい
るので、 蛍光標識 siRNA による形質転換が成功したことが分
かる。
Data kindly provided for IBA by Dr. Birgit Gellersen, Endokrinologikum Hamburg, 
Hamburg, Germany.

位相差像 蛍光像

■初代ラット肝細胞への DNA の MA トランスフェクション

MATra-A を用いて、 pCMV-LacZ プラスミドを初代肝細胞に導
入した。 細胞を 1% グルタルアルデヒド溶液で固定後、 2 mg/
ml X-Gal 溶液で染色した。 β - ガラクトシダーゼを発現してい
る細胞は、 最低でも細胞数の 5% あり、 他のリポフェクション試
薬の数倍の導入効率であった。

IBA 社へのデータご提供
立命館大学生命科学部　生命医科学科　医化学研究室
西澤　幹雄　教授、 奥村　忠芳　客員教授
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■マクロファージ細胞等への MA トランスフェクション

左記 5 種類の細胞に、 従来法と MATra 法で遺伝子を導
入した。
1. りん酸カルシウム法と MA リポフェクションの比較。
2~4. リポフェクション法と IBAfect の比較。
5. リポフェクション法と MATra の比較。
Data kindly provided for IBA by certain industrial MATra user.
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Competitive Transfection Method

MATra Technology

1 2 3 4 5

■ HeLa 細胞 ・ CHO-K1 細胞への MA トランスフェクション

HeLa 細胞 （上段） および CHO-K1 細胞 （下段）
に従来法 （左） と MATra 法 （右） の双方で GFP
遺伝子を導入した。 MATra を利用した方が GFP の
蛍光が多く見えることから、 導入効率が非常によい
ことがわかる。
Data kindly provided for IBA by Dr. Günther Keil, Friedrich-
Loeffler-Institute, Federal Research Institute for Animal Health, 
Island Riems, Germany.

■ L929 マウス線維肉腫細胞への MA トランスフェクション

■ HepG2 ヒト肝がん細胞への MA トランスフェクション

蛍光像位相差像 マージ像

L929 細胞を 1x105 cell/well の密度でポリ -L- リジンがコートされたガラスのカバースリップに播種し、 24 時間培養し
た。 その後 GFP をコードしているプラスミド 1 μg を MATra のスタンダードプロトコールにしたがって導入した。 遺伝子
導入後 48 時間で細胞を 4%PFA を用いて固定し、 共焦点走査顕微鏡で GFP の発現を観察した。 導入効率は目視
で 60~80％。
Data kindly provided for IBA by Dr. Lutz Thon and Dr. Dieter Adam, Institut für Immunologie, Universitätsklinikum Schleswig-Holstein Campus Kiel, 
Kiel, Germany.

ヒト肝細胞がん細胞への GFP プラスミドの導入
スタンダードプロトコールに従って、 培地を交換せず
に Hep G2 細胞に pCG-IRES-GFP を導入した。 導
入は通常の 96 well プレートで行った。 遺伝子導入
24 時間後に 4% PFA で細胞を固定し、 蛍光顕微鏡
で観察した。 細胞の密集度は 80~90%。
Data kindly provided for IBA by Michael Schindler, University Ulm, 
Microbiology and Virology, Ulm, Germany.

MATra 法競合リポフェクション法

　その他の細胞続き　

従来法 MATra 法

HeLa

CHO-K1
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■ FaDu 細胞への DNA の MA トランスフェクション

FaDu 細胞へのGFPプラスミドの導入
頭頚部がん細胞である FaDu 細胞を 6 穴プレートに 5x105 cell/well の密度
で培養し、 1.0 μg または 1.5 μg の pGFP 発現ベクターあるいは空ベクター
を MATra-A を 1 μl/DNA 1 μg の割合で用いて導入した。 導入後 48 時間の
GFP 蛍光をフローサイトメトリーで検出した。
A. コントロール、1.0 μg の空ベクターを B および C と同条件で導入。 B,C. 1.0 
μg （B） または 1.5 μg （C） の pGFP を導入。
通常 FaDu 細胞はリポフェクションでの導入効率が 10% （6 穴プレート
で 5x105 cell/well の細胞に対して 1 μg の GFP プラスミド） 程度である
が、 MATra を使用することで導入効率を 52.7% （プラスミド 1.0 μg） ないし
82.55% （プラスミド 1.5 μg） に上げることができた。
Data kindly provided for IBA by Rauch, Schaffrik, Ahlemann and Gires, LMU Munich and GSF, 
Munich, Germany.

　その他の細胞続き　

■ VSa13 細胞への DNA の MA リポフェクション

操作のコツ ポイント 1: MATra 試薬量と DNA 量を最適にする
　　　　　　　トランスフェクションが困難な細胞では、 必ず最適な条件をご検討ください。
　　　　　　　また、 導入方法にも相性がありますので、 トランスフェクションとリポフェクションの両方を
　　　　　　　ご検討ください。

ポイント 2: 細胞の密度に気を配る
　　　　　　　細胞の密度によっても、 試薬の取り込み量が変わってきます。 最も取り込まれやすい細胞
　　　　　　　密度をご検討ください。

ポイント 3: 専用の磁石板を用いる
　　　　　　　MATra 磁気ビーズを用いたトランスフェクションには強力な磁力が必要です。
　　　　　　　必ず専用のマグネットプレートをご使用ください。

ポイント 4: ビーズの取り扱いに注意する
　　　　　　　MATra シリーズの磁気ビーズは大変壊れやすいビーズです。 必要以上に磁石に近づけな
　　　　　　　いでください。

魚の骨由来VSa13 細胞への磁力によるリポフェクション
魚の骨由来の VSa13 細胞を、 10%FBS を添加した DMEM 培地で培養した。 12 穴プレートで 60~80% コンフルエンスになっ
た時点で FBS 非存在下で磁力によるリポフェクションを行った。 CMV-GAL と GAL-LUC 両コンストラクトを MA Lipofection 
Enhancer を結合させたリポフェクション試薬を用いて導入した。
Data kindly provided for IBA by Vincent Laizé, Universidade do Algarve, Faro, Portugal

これらに加え、 初代培養細胞を含む約 170 種類の細胞で実施例が報告されています。
本 INFORMATION の 9,10 ページをご覧ください。
また、 最新の情報は IBA 社 Web site （http://www.iba-go.de/naps/naps_p_mat_cell.html） に
アップされておりますので、 併せてご参照ください。

サンプル ルシフェラーゼ活性 条件

A 1.00
リポフェクション試薬 3 μl
GAL-LUC 500 ng
CMV-GAL 50 ng

B 7.59
リポフェクション試薬 3 μl
GAL-LUC 500 ng
CMV-GAL 50 ng 
MA Lipofection Enhancer 1 μl

C 64.75
リポフェクション試薬 3 μl
GAL-LUC 2500 ng
CMV-GAL 250 ng 
MA Lipofection Enhancer 1 μl

Magnet Assisted Transfection

Lipofection

10%

1.0 µg 
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細胞別導入例 2010 年 2 月現在の導入例をご紹介します。

Organism Cell Type / Tissue Organ MA-ransfection
(MATra-A)

MA-Lipofection
(MA Lipofection 
Enhancer with 
IBAfect*1)

Organism
Cell Type / Tissue 

Organ
MA-ransfection
(MATra-A)

MA-Lipofection
(MA Lipofection 
Enhancer with 
IBAfect*1)

human

aortic endothelial cells + n.d.

mouse

T-lymphocyte + n.d.
cardiomyocytes + n.d. macrophage + n.d.
colon carcinoma + n.d. myoblasts + n.d.
dendritic cell +　*2 n.d. neuroblastoma + n.d.
dermal microvascular  
endothelial cell (HDMEC) + n.d. neurons + n.d.

endothelial cell (HUVEC) + n.d. neurons, cortical + n.d.

fibroblasts + + peripheral blood 
lymphocytes n.d. +

fibroblasts, diploid + + thymus cell [+] [+]

gastric gland + n.d.

rat

endothelial cell, 
aorta [+] [+]

glioma + n.d. hepatocyte + +
head and neck cancer cell + n.d. hippocampal neuron + [+]
hematopoietic progenitor 
cell + + liver cell [+] [+]

hippocampal neurons + n.d. neuron (E18.5) + n.d.
keratinocytes n.d. + SG (ganglion) [+] [+]

kidney + n.d.

bovine

aortic endothelial 
cell + n.d.

LNCaP n.d. + carotid artery 
smooth muscle + n.d.

B-lymphocyte +　*2 n.d. chromaffine cell n.d. +
T-lymphocyte + n.d. lens + n.d.

mammal epithelium n.d. +
nasal airway 

epithelium
+ n.d.

nasal airway epithelium + n.d.

pig

airway epithelium n.d. +
pancreatic cell n.d. + chondrocyte + n.d.
pancreatic tumor + n.d. fibrochondrocyte + n.d.
peripheral blood 
lymphocytes + + pSM, smooth 

muscle n.d. +

stroma cells 
(endometrium) n.d. + testis cell + n.d.

trophoblastic cells n.d. + chicken fibroblast + n.d.
uterus + n.d. goat synovial cell + n.d.

mouse

embryonic fibroblasts 
(MEF) + + monkey kidney cell + n.d.

embryonic stem cell 
(mES) + n.d. rabbit thymus cell + n.d.

endothelial cell + n.d.
sheep

plexus + n.d.
endothelial cell, heart + n.d. thymus cell + n.d.
endothelial cell, lung + n.d. wisent thymus cell + n.d.

hippocampal neurons + n.d. Mamestra  
brassicae Unknown + n.d.

*1　本表におけるデータの中には、 IBAfect 以外のリポフェクション試薬を用いたものも含まれています。
*2 MATra-S で前処理
n.d. = データなし
[+] = MATra あるいは MA-Lipofection Enhancer あるいは IBAfect のいずれかを用いて導入しています。

■初代培養細胞
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細胞別導入例

■株化細胞

Organism Cell Line MA-ransfection
(MATra-A)

MA-Lipofection
(MA Lipofection 
Enhancer with 
IBAfect*1)

Organism Cell Line
MA-
ransfection
(MATra-A)

MA-Lipofection
(MA Lipofection 
Enhancer with 
IBAfect*1)

Adherent Cells Adherent Cells

human

16HB140 + n.d.

mouse

HT-22 n.d. +
181RDB n.d. + L929 + n.d.
293 T + + mIC-(cl2) n.d. +
293 T-17 n.d. + N2a + n.d.
A431 n.d. + NIH 3T3 + +
A549 + + NS20Y n.d. +
BTK-143 n.d. + P-388D1 [+] [+]
Colo 320DM + n.d. P19 + n.d.
ECV-304 n.d. + RAW264 + n.d.
EJ28 + n.d. SM 10 n.d. +
FL + n.d.

rat

5L [+] [+]
FaDu + n.d. B103 + n.d.
HBL-100 n.d. + C6 n.d. +
HCT 116 n.d. + EMC n.d. +
HCT 15 n.d. + H4IIE n.d. +
HEK 293 + + INS-1E + n.d.
HFF [+] [+] L6 [+] [+]
HPBG + n.d. PC12 + n.d.
HSG n.d. + PC6-3 + n.d.
HT-1080 + n.d. RV + n.d.
HaCat + +

monkey

COS-1 + n.d.
HeLa + + COS-7 + [+]
Hep G2 + + CV-1 + n.d.
HuH7 + n.d. Vero 76 + n.d.
LoVo n.d. +

hamster

BHK-21 n.d. +
LoVo + n.d. CHO + +
MCF7 + + CHO (AA8) + n.d.
MCF7-182R6 + n.d. CHO-K1 + n.d.
MCF7-TAMR1 + n.d. V79 + n.d.
MCS7 + n.d.

bovine

KOP/R + n.d.
MDA-MB231 + n.d. MDBK-RI + n.d.
MRC 5 + + MDBK-ZH + n.d.
MeWo + + PT-11 n.d. +
Mel 888 + n.d. canine MDCK + n.d.
Mel Ei + n.d. cat CRFK n.d. +
NCI H-82 + n.d. carp CCB + n.d.
NCl [+] [+] chicken LHM + n.d.
NT2-D1 + [+] fish VSa13 + n.d.
P4R5 + n.d. potoroo PTK2 + n.d.
PC-3 + [+]

pig

AM-C6SC8 n.d. +
SHSY-5Y + + LLC-PK1 + n.d.
SK-MEL-28 n.d. + PK15 + n.d.
SK-MES-1 + n.d. SPEV + n.d.
SW480 n.d. + rabbit RK 13 + n.d.
SaOS-2 n.d. + quail QM9 + n.d.
TSA201 + n.d. xenopus A6 + n.d.

TZMBL + n.d. fall 
armyworm Sf9 (ATCC) + n.d.

U373 [+] [+] Suspention Cells

mouse

AtT20 + n.d.

human

BL-41 +　*2 n.d.
B16F10 + n.d. Jurkat n.d. +
B16F10.9 + n.d. K562 +　*2 n.d.
C2C12 + [+] THP-1 n.d. +
CT-26 + n.d. U937 +　*2 n.d.
F9 + n.d. mouse P815 n.d. +
FTO + n.d. drosophila S2 [+] [+]

HPL + n.d. deltoid 
moth SF9 [+] [+]

*1　本表におけるデータの中には、 IBAfect 以外のリポフェクション試薬を用いたものも含まれています。
*2 MATra-S で前処理
n.d. = データなし
[+] = MATra あるいは MA-Lipofection Enhancer あるいは IBAfect のいずれかを用いて導入しています。
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製品名 処理サンプルサイズ メーカー製品番号 製品番号 容量 価格

MA transfection Reagents

MATra-A Reagent
for 50 μg nucleic acids 7-2001-005 05593-84 50 μl 15,000 
for 200 µg nucleic acids 7-2001-020 05593-26 200 μl 38,500 
for 1000 μg nucleic acids 7-2001-100 - 1 ml 152,500 

MATra-si Reagent
for 50 µg siRNA 7-2021-005 05594-74 50 μl  15,000
for 200 µg siRNA 7-2021-020 05594-16 200 μl 38,500 
for 1000 μg siRNA 7-2021-100 - 1 ml 152,500 

MA Lipofection Reagents

MA Lipofection Enhancer
for 50 µg nucleic acids 7-2003-005 05599-24 50 μl 8,000
for 200 μg nucleic acids 7-2003-020 05599-66 200 μl 18,000
for 1000 μg nucleic acids 7-2003-100 - 1 ml 76,500 

IBAfect
for 30-100 μg nucleic acids 7-2005-050 05655-74 0.5 ml 16,500
for 150-500 μg nucleic acids 7-2005-100 05655-61 1 ml 29,000
for 750-2500 μg nucleic acids 7-2005-500 - 5 ml 117,500

Immobilizer of Suspention Cells

MATra-S Immobilizer
for up to 7 x 106 cells 7-2002-020 - 200 μl 19,500
for up to 3.5 x 107 cells 7-2002-100 - 1 ml 76,500

MATra Magnet Plates

Universal Magnet Plate, 8 x 13 cm for normal microplates, T75 flasks, 60 
mm dishes, etc. 7-2011-000 05396-61 1 plate 80,000

Universal Magnet Plate, 26 x 26 cm
for normal microplates, T75 flasks, 
T175 flasks, 60 mm dishes, 100 mm 
dishes, etc.

7-2012-000 - 1 plate 362,500

96 Magnet Bar Plate, 8 x 12 cm for 96 well microplates 7-2004-000 - 1 plate 80,000
24 Magnet Bar Plate, 8 x 12 cm for 24 well microplates 7-2006-000 - 1 plate 80,000

製品名 メーカー製品番号 製品番号 容量 処理可能なサンプル量 使用回数 (96 穴ﾌﾟﾚｰﾄ )

MATra-A Reagent 7-2001-005 05593-84 50 μl 核酸 50μg/50μl 500 well 分 

MATra-si Reagent 7-2021-005 05594-74 50 μl siRNA 50μg/50μl 500 well 分

MA Lipofection Enhancer 7-2003-005 05599-24 50 μl 核酸 50μg/50μl 500 well 分

ご注意　試験 ・研究用以外には使用しないでください。
※掲載の内容は、 '10 年 8 月現在の情報に基づいております。
※価格に消費税は含まれておりません。

ナカライテスク株式会社
〒 604-0855　京都市中京区二条通烏丸西入東玉屋町 498 
ウェブサイト http://www.nacalai.co.jp

価格 ・納期のご照会

製品に関する技術的なご照会 E-mail:info-tech@nacalai.co.jp
TEL:075-211-2703 FAX:075-211-2673

0 1 2 0 - 4 8 9 - 5 5 2
試薬は　　ここに　　　

■販売取扱店

1008T

価格表

＜＊注意＞
本磁気プレートは非常に強力な磁石です。 お取り扱いの際は、 磁気の影響を受けるもの （下記参照） から充分離してご使用ください。
ペースメーカーを装着されている方は、 誤作動の恐れがありますので、 MATra を用いた作業を行わないでください。
また、 MATra-A、 MATra-si など MagTag® を含む MATra 試薬から、 少なくとも 10cm 以上離してください。
本磁気プレートが鉄製品の平板な面に貼り付きますとはがせなくなる恐れがあります。 また、 本磁気プレートに砂鉄や鉄粉が付きますと、 取れなくなる
恐れがあります。

磁気の影響を受けるもの
磁気記憶媒体 （ハードディスク、 フロッピーディスク、 磁気カード等）、 電子機器、 時計等

＜商標について＞
MagTag® は IBA 社の登録商標
Opti-MEM® はライフテクノロジーズコーポレーションの登録商標

＊

製品デモ

専用磁気プレート Universal Magnet Plate 8x13 cm の貸し出しを実施しています。
試薬は下記のトライアルサイズ容量をご購入ください。
プレートの貸し出し期間は 1 週間、 プレートの返却時にご試用結果をお知らせください。
デモをご希望の際は販売店または弊社営業所までご連絡ください。

　　　　　


