
Biontex社の新シリーズ K4® Transfection SystemとK2 ® Transfection Systemは2つの試薬のセットです。強い
カチオン性脂質がベースのTransfection Reagentと、真核細胞の細胞特異的な防御機構に働きかけ、外来核酸を検出する
能力を低下させるTransfection Multiplier。この2つの試薬により、トランスフェクション効率を大幅に改善させることが
可能となった製品です。
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K4® Transfection System - DNA & RNA Transfection 品番：T080-0.2

DNA,mRNA, siRNA, miRNAによる哺乳細胞（特にヒト接着細胞）のトランスフェクション
（同時トランスフェクションも可能）適用

内容
K4® Reagent - 200μl, 4℃
K4® Multiplier - 500μl, 4℃

最も細胞毒性が低く、エンドソームと細胞質における細胞の核酸検出能を低下させることができます。適用も幅広く、シリーズ中でトランス
フェクション効率no.1の製品です！哺乳動物細胞株および初代培養細胞へのDNA（プラスミド、パクミド）、RNA（mRNA, miRNA,
siRNA）、および修飾核酸の一過性または安定的なトランスフェクションおよび遺伝子サイレンシング（遺伝子ノックダウン）にご利用い
ただけます。

K2 ® Transfection System - DNA & RNA Transfection 品番：T060-0.2

DNA,mRNA, siRNA, miRNAによる哺乳細胞（特にヒト接着細胞）のトランスフェクション
（同時トランスフェクションも可能）

適用

内容
K4® Reagent - 200μl, 4℃
K4® Multiplier - 500μl, 4℃ (凍結禁止)

細胞毒性が低く、エンドソームと細胞質における細胞の核酸検出能を低下させることにより、効率的なトランスフェクションが可能です。
K4® Transfection System の1つ前のバージョンですが、引用実績は350を超え、その効果は広く証明されています。

METAFECTENE ® PRO 品番：T040-0.2

DNA,mRNA, siRNA, miRNA, 修飾核酸による哺
乳細胞、接着細胞、浮遊細胞などのトランスフェクション

適用

内容 METAFECTENE® PRO - 200μl, 4℃

ポリカチオン性脂質と中性脂質の混合物からなるリポソームベースのト
ランスフェクション試薬です。引用論文1200以上！

METAFECTENE ® 品番：T020-0.2

DNA,mRNA, siRNA, miRNA, 修飾核酸によ
る哺乳細胞のトランスフェクション

適用

内容 METAFECTENE ® - 200μl, 4℃

ポリカチオン性脂質と中性脂質の混合物からなるリポソームベー
スのトランスフェクション試薬です。引用論文1300以上！

METAFECTENE®シリーズ は、TOPテクノロジー（Toxicity Optimization Module Technology）という特許時術を
利用して細胞毒性を低くするだけでなく、生分解性の改善を目的とし、細胞の耐性を大幅に改善しています。さらに、物理化学
的修飾により、細胞内のDNA-脂質複合体（リポプレックス）を不安定化させ、その結果、細胞質内にリリースされるDNAの効率
を高めます。

トランスフェクション試薬

無料サンプル

Multiplier 単体での無料サンプルもご用意しています！
(品番：T082-0.5)
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品番：T060-0.2METAFECTENE ® SI⁺ - siRNA & miRNA

特にRNAおよびmiRNAトランスフェクション用に設計・最適化された製品です。RNAトランスフェクションは細胞核への核酸の輸送の必要
がないため、主にリポフレックスのエンドサイトーシス量を最大化し、細胞質ゾルでの迅速なRNAの放出を目的としています。

適用

内容

siRNA または miRNA による哺乳細胞のトランスフェクション

SI+Transfection Reagent  - 1x0.2 ml, 4℃
10 x SI+buffer - 1x0.2 ml, 4℃（凍結禁止）
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https://www.biontex.com/world/products/k4-transfection-system.html/
https://www.biontex.com/world/products/k4-transfection-system.html/
https://www.biontex.com/world/products/k2-transfection-system.html/
https://www.biontex.com/world/products/k2-transfection-system.html/
https://www.biontex.com/world/products/metafectene-pro.html/
https://www.biontex.com/world/products/metafectene-pro.html/
https://www.biontex.com/world/products/metafectene.html/
https://www.biontex.com/world/products/metafectene.html/
https://www.biontex.com/world/products/k4-multiplier.html/
https://www.biontex.com/media/manuals/Biontex_Manual_K4-Transfection-System_en_0218.pdf
https://www.biontex.com/media/manuals/Biontex_Manual_K2-Transfection-System_en_0916.pdf
https://www.biontex.com/world/products/metafectene-si.html/
https://www.biontex.com/world/products/metafectene-si.html/
https://www.biontex.com/media/manuals/Biontex_Manual_METAFECTENE-SI+_en_0916.pdf
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DNA

トランスフェクション
が難しい細胞

＋＋＋＋ ＋＋＋ - ＋＋ ＋

トランスフェクション
が容易な細胞

＋＋＋＋ ＋＋＋ - ＋＋＋ ＋＋＋

安定したトランス
フェクション

＋＋＋＋ ＋＋＋ - ＋＋ ＋

昆虫細胞 ＋＋ ＋＋ - ＋＋ -

ssDNA-オリゴヌク
レオチド

＋＋＋＋ ＋＋＋ - ＋＋ ＋

二本鎖RNA

siRNA ＋＋＋＋ ＋＋＋ ＋＋＋ ＋＋＋ ＋

miRNA ＋＋＋＋ ＋＋＋ ＋＋＋ ＋＋＋ ＋

dsRNA-オリゴヌク
レオチド

＋＋＋＋ ＋＋＋ ＋＋＋ ＋＋＋ ＋

ssRNA

mRNA ＋＋＋＋ ＋＋＋ - ＋＋ ＋

ssRNA-オリゴヌク
レオチド

＋＋＋＋ ＋＋＋ - ＋＋ ＋

DNA/siRNA
同時トランスフェク
ション

＋＋＋＋ ＋＋＋ ＋ ＋＋ ＋

DNA/mRNA
同時トランスフェク
ション

＋＋＋＋ ＋＋＋ - ＋＋ ＋

DNA/DNA
複数のプラスミドト
ランスフェクション

＋＋＋＋ ＋＋＋ - ＋＋ ＋

バクミド ＋＋＋＋ ＋＋＋ - ＋＋ ＋

ミニサークル ＋＋＋＋ ＋＋＋ - ＋＋ ＋

基本的に、細胞株は初代細胞よりもトランスフェクションが容易です。その一方で、浮遊細胞は接着細胞よりもトランスフェクション
が難しいとされています。核酸に関しては、細胞分裂中に核内に侵入しなければならないプラスミドよりも、細胞質基質において既
に効果をなすオリゴヌクレオチドやmRNA/miRNA/siRNAを用いたトランスフェクションのほうが容易です。
ご使用の細胞タイプに実績があるかどうかを右のQRコードからつながるサイトですぐに検索することが可能です。

使用方法

通常通り培養した細胞に
K4®Multiplierを加え、
30minインキュベート

無血清培地で希釈した核
酸液とK4®Regentを混
合させ、15-20分インキュ
ベート

リポプレックスを細胞培養液に
加え、6-24hインキュベート

培 地 を 取 り 替 え 、 12-
72hインキュベート

分析

（使用例：K4®Transfection System）

他社製品との比較

A社製品

K2® Transfection System、市販の
トランスフェクション試薬 (A社製品) およ
び METAFECTENE ® PRO のDNAト
ランスフェクション効率の比較。

K2® Transfection Systemが最も効
率の良いトランスフェクションを観察すること
が出来ました。

A社製品

https://www.biontex.com/references.html

