TargetMol社化合物ライブラリー

20％OFF

【キャンペーン期間】 2018年11月20日～12月28日受注分まで
60タイプ以上の化合物ライブラリーをラインナップ！
•

ライブラリーには、活性の説明、プレートの位置、物理的情報、
および構造データベース（SD）が含まれています
ライブラリーの化合物は個別で再購入可能です

パッケージング

•
•

オプションの2Dバーコードを備えた96ウェルプレート
粉末またはあらかじめ溶解したDMSO溶液(10mM)で提供されます

保管

•

-80℃で1年間安定

•
特長

人気のライブラリー
品番 L1000

Approved Drug Library

承認薬物のライブラリーです。古い薬物研究、新しい標的メカニズム、
陽性化合物の比較などに適しており、より多くの機能を発見するため
に使用されます。

品番 L4000

Bioactive Compound Library

標的に注目した低分子化合物を含む生物活性化合物ライブラリー
です。すべての化合物に、薬物スクリーニングのカギとなる標的詳細が
あります。

【キャンペーン価格 (税別)】

【キャンペーン価格 (税別)】

100uL/well (DMSO) ：¥1,266,000 ⇒￥1,012,800
250uL/well (DMSO) ：¥2,494,000 ⇒￥1,995,200
1mg/well (powder) ：¥2,494,000 ⇒￥1,995,200

100uL/well (DMSO) ：¥4,722,000 ⇒¥3,777,600
250uL/well (DMSO) ：¥7,854,000 ⇒¥6,283,200
1mg/well (powder) ：¥7,854,000 ⇒¥6,283,200

品番 L6000

Natural Compound Library

品番 L3400

Clinical Compound Library

天然化合物のライブラリーです。生物学的分離物、体内の有機化
合物の抽出物などが含まれます。

臨床試験が許可されている化合物のライブラリーです。すべての化合
物には、薬理学的活性などの詳細や、参考文献などの情報が含ま
れています。

【キャンペーン価格 (税別)】

【キャンペーン価格 (税別)】

100uL/well (DMSO) ：¥2,047,000 ⇒¥1,637,600
250uL/well (DMSO) ：¥3,372,000 ⇒¥2,697,600
1mg/well (powder) ：¥3,372,000 ⇒¥2,697,600

100uL/well (DMSO) ：¥1,412,000 ⇒¥1,129,600
250uL/well (DMSO) ：¥2,306,000 ⇒¥1,844,800
1mg/well (powder) ：¥2,306,000 ⇒¥1,844,800

品番 L2100

Anti-cancer compound library

がん関連化合物のライブラリーです。がん関連研究やHTSおよび
HCSの薬物スクリーニングにご利用いただけます。

品番 L4200

FDA-approved Drug Library

FDAが認可している薬物のライブラリーです。古い薬物研究、新し
い標的メカニズム、陽性化合物の比較などに適しています。

【キャンペーン価格 (税別)】

【キャンペーン価格 (税別)】

100uL/well (DMSO) ： ¥6,096,000 ⇒¥4,876,800
250uL/well (DMSO) ：¥10,102,000 ⇒¥8,081,600
1mg/well (powder) ：¥10,102,000 ⇒¥8,081,600

100uL/well (DMSO) ： ¥792,000 ⇒¥633,600
250uL/well (DMSO) ：¥1,534,000 ⇒¥1,227,200
1mg/well (powder) ：¥1,534,000 ⇒¥1,227,200

★シグナル経路と分子別のライブラリー
品番
L1200
L1300
L1400
L1500
L1600
L2200
L2300
L2400
L2800
L3200
L3900
L8000
L9000

キャンペーン価格（税別）
100uL/well
250uL/well
1mg/well
¥645,000
¥1,057,000
¥1,057,000

品名
Epigenetics Compound Library
エピジェネティクス関連の化合物ライブラリー

⇒ ¥516,000
¥767,000

PI3K/Akt/mTOR Compound Library
PI3K / Akt / mTORシグナル伝達経路関連の低分子化合物ライブラリー

⇒ ¥613,600
¥345,000

MAPK Inhibitor Library
MAPK経路関連の生物活性化物質化合物ライブラリー

⇒ ¥276,000
¥1,128,000

GPCR Compound Library
GPCR標的薬物研究のための、Gタンパク質とその共役受容体に関連する化合物ライブラリー

⇒ ¥902,400
¥1,501,000

Kinase Inhibitor library
特異的プロテインキナーゼを標的とするキナーゼ阻害剤ライブラリー

⇒ ¥1,200,800
¥1,116,000

Tyrosine kinase inhibitor library
チロシンキナーゼ阻害剤のライブラリー

⇒ ¥892,800
¥1,725,000

Ion Channel Inhibitor Library
イオンチャンネルに関連する低分子阻害剤のライブラリー

⇒ ¥1,380,000
¥677,000

Endocrinology-Hormones Library
ヒト内分泌系研究に用いられる内分泌/ホルモンシグナル伝達経路に関連する化合物ライブラリー

⇒ ¥541,600
¥320,000

Serotonin Compound Library
神経疾患の薬物スクリーニング用の5-HT受容体を標的とする化合物ライブラリー

⇒ ¥256,000
¥2,499,000

Autophagy Compound Library
細胞オートファジー関連の化合物ライブラリー

⇒ ¥1,999,200
¥1,911,000

DNA Damage & Repair Compound Library
DNA損傷および修復関連の化合物ライブラリー

⇒ ¥1,528,800
¥798,000

Stem cell Differentiation Compound Library
幹細胞シグナル伝達経路研究および新薬スクリーニングに使用される低分子化合物のライブラリー

⇒ ¥638,400
¥564,000

Apoptosis Compound Library
アポトーシスシグナル伝達経路に関連する化合物ライブラリー

⇒ ¥451,200

⇒ ¥845,600
¥1,196,000
⇒ ¥956,800
¥570,000
⇒ ¥456,000
¥1,594,000
⇒ ¥1,275,200
¥2,439,000
⇒ ¥1,951,200
¥1,560,000
⇒ ¥1,248,000
¥2,181,000
⇒ ¥1,744,800
¥1,113,000
⇒ ¥890,400
¥516,000
⇒ ¥412,800
¥3,702,000
⇒ ¥2,961,600
¥2,829,000
⇒ ¥2,263,200
¥1,294,000
⇒ ¥1,035,200
¥925,000
⇒ ¥740,000

⇒ ¥845,600
¥1,196,000
⇒ ¥956,800
¥570,000
⇒ ¥456,000
¥1,594,000
⇒ ¥1,275,200
¥2,439,000
⇒ ¥1,951,200
¥1,560,000
⇒ ¥1,248,000
¥2,181,000
⇒ ¥1,744,800
¥1,113,000
⇒ ¥890,400
¥516,000
⇒ ¥412,800
¥3,702,000
⇒ ¥2,961,600
¥2,829,000
⇒ ¥2,263,200
¥1,294,000
⇒ ¥1,035,200
¥925,000
⇒ ¥740,000

★疾患別のライブラリー
品番
L1700
L1800
L1900
L2100
L2500
L3100
L3300

キャンペーン価格（税別）
100uL/well
250uL/well
1mg/well
¥182,000
¥287,000
¥287,000

品名
Anti-virus Compound library
医薬品研究や医薬品開発のための抗ウイルス化合物ライブラリー

⇒ ¥145,600
¥1,394,000

Anti-infection Compound library
抗ウィルス、抗菌および駆虫薬などの抗感染化合物のライブラリー

⇒ ¥1,115,200
¥445,000

Anti-diabetic Compound Library
スクリーニングおよび神経変性疾患のメカニズム研究のための抗糖尿病化合物ライブラリー

⇒ ¥356,000
¥6,096,000

Anti-cancer compound library
がん関連研究および薬物スクリーニングのための腫瘍関連化合物ライブラリー

⇒ ¥4,876,800
¥303,000

Human Endogenous Metabolize Compound Library
内因性代謝疾患や新薬スクリーニング研究に使用されるヒト内因性代謝関連の化合物ライブラリー

⇒ ¥242,400
¥227,000

Hematopoietic Toxicity Compound Library
骨髄抑制、好中球減少、白血球減少、貧血などを含む、造血毒性を有する化合物のライブラリー

⇒ ¥181,600
¥266,000

Histamine &melatonin Library
スクリーニングや神経変性疾患のメカニズム研究に理想的なヒスタミン＆メラトニンライブラリー

⇒ ¥212,800

⇒ ¥229,600
¥2,307,000

⇒ ¥229,600
¥2,307,000

⇒ ¥1,845,600 ⇒ ¥1,845,600
¥727,000
⇒ ¥581,600
¥10,102,000

¥727,000
⇒ ¥581,600
¥10,102,000

⇒ ¥8,081,600 ⇒ ¥8,081,600
¥506,000
⇒ ¥404,800
¥406,000
⇒ ¥324,800
¥426,000
⇒ ¥340,800

¥506,000
⇒ ¥404,800
¥406,000
⇒ ¥324,800
¥426,000
⇒ ¥340,800

その他キャンペーン対象商品が多数ございます。
価格やライブラリー情報など、詳しくは弊社までお問い合わせください。

フィルジェン 株式会社
【お問い合わせ】 試薬部
TEL：052-624-4388 FAX：052-624-4389
メール：biosupport@filgen.jp URL：https://filgen.jp/

代理店

(Nov.2018)

