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Q: エクソソームとは何ですか？ 

A: エクソソーム （小さな細胞外小胞 （EV） の一種） は、 直

径が 30 〜 150 nm の脂質二重層粒子です。  EV はほとん

どの細胞から放出され、 細胞培養馴化培地および血漿、 血清、

尿、 牛乳などの体液に存在します。  

Q: 何のためにエクソソームを研究するのですか？

A: エクソソームはタンパク質、 小分子、 および遺伝物質 （核

酸 ; DNA および RNA） を運び、 細胞間コミュニケーションに

貢献し、 広範囲の生体内機能に参加しています。 したがって、

エクソソームは、 診断および治療への応用の可能性が高いバイ

オマーカーとして特に注目されています。

Cell Guidance Systems (CGS） 社は、 エクソソームの分

離から特性評価まで、 お客様をサポ  ートするためのあらゆるソ

リューションを提供します。

Exosome のエキスパートにお任せください

エクソソーム精製キット
高収量で高純度。 超遠心は不要です

CGS 社の Exo-spinTM テクノロジーは、 沈殿とサイズ排除クロマトグラフィーを組み合わせたエクソソームの分離と濃縮のた

めの手法で、 高い特異性と回収率を実現します。

さまざまなサンプルタイプおよびダウンストリームアプリケーション向けに設計および最適化されています。

ワークフロー

ステップ 1 ： 細胞と細胞片を除去します。

ステップ 2 ：  Exo-spinTM Exosome Precipitation Buffer を使用して エクソソームを沈殿させます。  

ステップ 3 ：  エクソソーム含有ペレットをサイズ排除クロマトグラフィー （SEC） 精製用の Exo-spinTM カラムに追加します。

Purification



TRIFicTM エクソソーム検出キット 
ユーロピウム標識抗体を使った時間分解免疫蛍光アッセイ

サンプルプロファイリング

様々な細胞株についての CD9 TRIFicTM エクソソーム

アッセイ。

広いダイナミックレンジにより様々なサンプルにも対応。

尿20サンプルからの TRIFicTM エクソソームアッセイ。

サンプル間で CD9 のシグナルに大きな差が見られる。

ステップ 1 ：  ビオチン化抗体をストレプトア

ビジンプレートに結合します。  

ステップ 2 ：  プレートに添加されたサンプル

中のエクソソームの表面抗原が

固相化された抗体によって捕

捉されます。  

ステップ 3 ：  ステップ 1 で使用した抗体と

同じクローンのユーロピウム標

識抗体を加えます。 サンプル

は、 時間分解蛍光プレートリー

ダーで読み取ります。

ExoFLARETM エクソソームトラッキングキット
in  v itro および in vivo でのエクソソームの検出とモニタリングが可能

ExoFLARETM エクソソームトラッキング

アッセイは、、 膜貫通タンパク質 CD9、

CD63、 CD81 とリンクされた FLARE

（蛍光活性化応答要素） タンパク質タグと

蛍光色素を組み合わせて使用します。 そ

れぞれが単独では蛍光を発しませんが、

タンパク質と蛍光色素が結合した時のみ

蛍光を発します。 この結合は不安定であ

る為にタンパク質と蛍光色素は連続的に

結合と解離を繰り返し、 結合による化学

構造の変化により蛍光が生じることから、

一般的な蛍光タンパク質に見られる退色

がほとんど見られず、 持続的な蛍光が可

能になります。

In vitro エクソソームイメージング

ExoFLARETM を DU145N 細 胞 に transient

にトランスフェクトしました。  ExoFLARETM 細胞

透過性色素を培地に添加し、 共焦点蛍光顕微鏡を

使用して細胞をイメージングしました。

赤 =ExoFLARETM タグ付きタンパク質

緑 =Hoechst

Detection

Tracking

TRIFicTM エクソソーム検出アッセイは、 エクソソーム粒子を検出するための抗

体サンドイッチベースのアッセイです。ただし、標準的なサンドイッチ ELISA アッ

セイとは異なり、 酵素反応はありません。 エクソソームはユーロピウム標識抗

体で直接検出され、 時間分解免疫蛍光アッセイを行います。  



キャンペーン期間中、 4０％ OFF にて承ります
期間 ： 2020 年 10 月 15 日　～ 2021 年 1 月 15 日 ご注文分まで

型番 品名 標準価格
初回お試し

40％ OFF 価格

Exo-spinTM エクソソーム精製 kit

EX01-8 Exo-spinTMkit, 8 columns, 60 ml buffer ¥41,000 ¥24,600

EX01-25 Exo-spinTMkit, 24 columns, 250 ml buffer ¥110,000 ¥66,000

EX01-25L Exo-spinTMkit, 24 columns, 500 ml buffer ¥128,000 ¥76,800

EX01-50 Exo-spinTMkit, 48 columns, 500 ml buffer ¥190,000 ¥114,000

EX02-8 Exo-spinTM blood, 8 columns, 2 ml buffer ¥36,000 ¥21,600

EX02-25 Exo-spinTM blood, 24 columns, 25 ml buffer ¥100,000 ¥60,000

EX02-50 Exo-spinTM blood, 48 columns, 30 ml buffer ¥181,000 ¥108,600

EX03-8 Exo-spinTM, 8 columns ¥29,000 ¥17,400

EX03-25 Exo-spinTM, 24 columns ¥69,000 ¥41,400

EX03-50 Exo-spinTM, 48 columns ¥120,000 ¥72,000

EX04-5 Exo-spinTM, 5 midi columns ¥58,000 ¥34,800

EX4-20 Exo-spinTM, 20 midi columns ¥163,000 ¥97,800

EX05-5 Exo-spinTM, 5 midi-HD columns ¥36,000 ¥21,600

EX05-20 Exo-spinTM, 20 midi-HD columns ¥129,000 ¥77,400

EX05-100 Exo-spinTM, 100 midi-HD columns ¥595,000 ¥357,000

EX06-30 Exo-spinTM, buffer, 30 ml ¥14,000 ¥8,400

EX06-250 Exo-spinTM, buffer, 250 ml ¥51,000 ¥30,600

TRIFicTM エクソソーム検出 kit

EX101 TRIFicTM CD9 Exosome Assay,96 wells ¥162,000 ¥97,200

EX102 TRIFicTM CD63 Exosome Assay,96 wells ¥162,000 ¥97,200

EX103 TRIFicTM CD81 Exosome Assay,96 wells ¥162,000 ¥97,200

EX-P31 Wash Buffer (Concentate 25x),20ml ¥16,000 ¥9,600

※ 記載価格には消費税は含まれておりません

培地、 だ液、 尿、 ヒトの乳、 脊髄液、 タンパク質濃度の低いサンプル

サンプル容量 精製方法 型番

<100 uL SEC （遠心） EX03

1 - 50 mL 沈殿＋ SEC （遠心） EX01

1 - 75 mL 沈殿＋ SEC （重力落下） EX05

75 - 500 mL 沈殿＋ SEC （重力落下） EX04

血清

サンプル容量 精製方法 型番

<100 uL SEC （遠心） EX03

<150 uL 沈殿＋ SEC （重力落下） EX05

100 - 500 uL 沈殿＋ SEC （遠心） EX02

1 mL 沈殿＋ SEC （重力落下） EX04

血漿

サンプル容量 精製方法 型番

<100 ul 沈殿＋ SEC （重力落下） EX05

100 - 250 ul 沈殿＋ SEC （遠心） EX02

「Cell Guidance Exosome」 で検索！

エクソソーム抗原用抗体

EX201-100 CD9 Clone CGS12A mAb, 100ug ¥37,000 ¥22,200

EX202-100 CD63 Clone CGS73B mAb, 100ug ¥37,000 ¥22,200

EX203-100 CD81 Clone CGS36K mAb, 100ug ¥37,000 ¥22,200

EX204-100 CD81 Clone CGS82X mAb, 100ug ¥44,000 ¥26,400

EX205
Kit : CD9, CD63 Clone CGS82X and 
CD81, 20 ug each

¥41,000 ¥24,600

※本装置は試験研究用です。 医療や診断目的にはご使用いただけません。

※価格、 外観、 仕様などは、 予告なしに変更することがあります。

※それぞれの商標や登録商標、 製品名は各社の所有する名称です。

EX20201006

型番 品名 標準価格
初回お試し

40％ OFF 価格

ExoFLARETM エクソソームトラッキング kit

EX301 ExoFLARETM CD9 ( 非浸透性色素 ) ¥124,000 ¥74,400

EX302 ExoFLARETM CD63 ( 非浸透性色素 ) ¥124,000 ¥74,400

EX303 ExoFLARETM CD81 ( 非浸透性色素 ) ¥124,000 ¥74,400

EX304 ExoFLARETM CD9 ( 浸透性色素 ) ¥124,000 ¥74,400

EX305 ExoFLARETM CD63 ( 浸透性色素 ) ¥124,000 ¥74,400

EX306 ExoFLARETM CD81 ( 浸透性色素 ) ¥124,000 ¥74,400

EX401-100
EF Red s cell 非浸透性色素 

100reaction
¥67,000 ¥40,200

EX401-1000
EF Red s cell 非浸透性色素 

1000reaction
¥327,000 ¥196,200

EX402-100 EF Red s cell 浸透性色素 100reaction ¥67,000 ¥40,200

EX402-1000 EF Red s cell 浸透性色素 1000reaction ¥327,000 ¥196,200


