
Monarch 
環境と研究者に優しい核酸精製キット



研究者に配慮した製品デザイン

• 色分けされたカラーバッファーでミスなく作業効率をアップ *

• マーカーでラベルし易いカラム形状と素材

• 液残り防止、低容量（高濃度）で DNA を溶出可能なカラム

• 多くの吸引装置と互換性のある形状

* ミニプレップキット

NEB A社

液残り

Monarch
環境と研究者に優しい核酸精製キット

Designed for sustainability – Monarch kits*...
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環境に配慮した製品デザイン

• カラム形状の工夫により、無駄なプラスチックを最大44％削減 *

• 年間 140トンのプラスチックを削減可能 **

• 外箱はリサイクル可能な 100%再生紙を使用

• リサイクルしやすい水性 /大豆インクを使用

• その他の様々な工夫により環境に配慮

* 他社製品との比較した場合
** 全世界のカラムがMonarchに置き換えられた場合

リフィルとリユースにより環境と研究者に配慮

• カラムのみを個別購入 してリフィル

• バッファーのみを個別購入 してリフィル

• 必要な構成品のみを個別購入 して外箱をリユース

• 全ての構成品を無駄なく活用して環境に配慮



モナーク・プラスミドDNAミニプレップ・キット

モナーク・プラスミド DNAミニプレップ・キット

製品名 製品番号 容量 希望小売価格

キット

Monarch Plasmid Miniprep Kit
T1010S 50 preps ¥9,900

T1010L 250 preps ¥45,500

カラム単品

Monarch Plasmid Miniprep Columns T1017L 100 columns ¥10,500

バッファー単品

Monarch Plasmid Resuspension Buffer (B1) T1011L 55 ml ¥3,900

Monarch Plasmid Lysis Buffer (B2) T1012L 54 ml ¥3,900

Monarch Plasmid Neutralization Buffer (B3) T1013L 110 ml ¥6,500

Monarch Plasmid Wash Buffer 1 T1014L 54 ml ¥3,900

Monarch Plasmid Wash Buffer 2 T1015L 30 ml ¥3,900

Monarch DNA Elution Buffer T1016L 25 ml ¥3,900

ユーザー・フレンドリーなDNA精製カラム
• 独自のカラムとフィルター形状により液残りを防止

• 最少 30µlの低容量（高濃度）で DNAを溶出可能

• 溶出サンプルが高濃度で下流の実験にフレンドリー

• 多くの吸引装置と互換性のある形状

• マーカーでラベルし易いカラム形状と素材

使い易い独自のカラム形状

液残りを防止、
最少 30 µlで
DNAを溶出

ラベル用のタブ

ラベルし易い
プラスチック素材
（つや消し）

カラム形状の工夫により、
無駄なプラスチックを削減

最大 20 µgの DNAを回収
（ミニプレップカラム）

吸引装置と
互換性のある形状

ユーザー・フレンドリーなカラーバッファー

• 種類により色分けされたカラーバッファー * を採用

• 識別し易いカラーバッファーでミスなく作業効率をアップ

• バッファーにRNaseAを添加済み

* バッファーの色素は精製に影響無し

種類により色分けされたカラーバッファー

Monarch Plasmid Miniprep Kit

製品の特性

• 大腸菌培養液量：1-5 ml
• プラスミドDNAサイズ：＜ 25 kb
• 一般的な回収量： ＜ 20 µg

• 溶出容量：≧ 30 µl
• 純度：A260/280 ≧ 1.80 

NEW

モナーク・プラスミド DNAミニプレップ・キットモナーク・プラスミド DNAミニプレップ・キットNEW

リフィル

バッファー単品リフィル



モナーク DNAゲル抽出キット

製品名
製品
番号

容量
希望小売
価格

DNAゲル抽出キット

Monarch DNA Gel Extraction Kit
T1020S 50 preps ¥11,500

T1020L 250 preps ¥52,000

カラム単品

Monarch DNA Cleanup Columns (5 µg)* T1034L 100 columns ¥16,500

バッファー単品

Monarch Gel Dissolving Buffer T1021L 235 ml ¥12,500

Monarch DNA Wash Buffer * T1032L 25 ml ¥3,900

Monarch DNA Elution Buffer * T1016L 25 ml ¥3,900

モナーク PCR & DNAクリーンアップキット

製品名
製品
番号

容量
希望小売
価格

PCR & DNAクリーンアップ・キット

Monarch PCR & DNA Cleanup Kit (5 µg) 
T1030S 50 preps ¥11,500

T1030L 250 preps ¥52,000

カラム単品

Monarch DNA Cleanup Columns (5 µg)* T1034L 100 columns ¥16,500

バッファー単品

Monarch DNA Cleanup Binding Buffer T1031L 235 ml ¥12,500

Monarch DNA Wash Buffer * T1032L 25 ml ¥3,900

Monarch DNA Elution Buffer * T1016L 25 ml ¥3,900

Monarch DNA Gel Extraction/Cleanup Kits

モナークDNAゲル抽出 / PCR & DNAクリーンアップキット

ユーザー・フレンドリーなDNA精製カラム
• 独自のカラムとフィルター形状により液残りを防止

• 最少 6 µlの低容量（高濃度）で DNAを溶出可能

• 溶出サンプルが高濃度で下流の実験にフレンドリー

• 多くの吸引装置と互換性のある形状

• マーカーでラベルし易いカラム形状と素材

製品の特性

• DNAサイズ：50 bp-25 kb
• 一般的な回収率：DNA（50 bp to 10 kb）：70-90%

DNA（11-25 kb）：50-70%
（カラムには最大 5 µgのDNAが結合）

• 溶出容量：≧ 6 µl
• 純度：A260/280 ≧ 1.80

* 精製カラムとバッファーは DNAゲル抽出 /PCR & DNAクリーンアップキットで共通

液残りを防止、
最少 6 µlで
DNAを溶出

ラベルし易いプラスチック素材
（つや消し）

カラム形状の工夫により、
無駄なプラスチックを削減

吸引装置と互換性のある形状

NEW

モナーク DNAゲル抽出キットモナーク DNAゲル抽出キットNEW モナーク PCR & DNAクリーンアップキット

製品名

モナーク PCR & DNAクリーンアップキットNEW

リフィル カラム単品リフィル

バッファー単品リフィル バッファー単品リフィル

ご質問は弊社テクニカルサポート（Tel：0120-963-650、E-mail：tech.jp@neb.com）までお問い合わせください。

ニュー・イングランド・バイオラボ・ジャパン株式会社

〒１３０-００２２
東京都墨田区江東橋２-２-３倉持ビル第２
カスタマーサービス
電話：03-5669-6193　　FAX：03-5669-6194
テクニカルサポート
電話：0120-963-650　　FAX：03-5669-6194
Email: tech.jp@neb.com　　Web-site: www.nebj.jp


