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C. デザイン済みshRNA発現レンチウイルスベクター

2-C-1)ヒト・マウス・ラット用のデザイン済みshRNA発現レンチウイルスベクターを検索いただくには、ページ

上部にあるウィンドウ（赤実線枠）に、以下の項目のいずれか一つを入力し、検索ボタン（ ）をクリック
してください。

Ref Seq Accession (例：NM_007299)
Gene ID (例：672)
Gene Symbol (例：BRCA1)
Catalog No. (例：SK-003461-00)

下の画面は「 NM_007299 」と入力して検索し、Categoryで「Genes」（赤点線枠）を選択した結果が表示された状
態です（抜粋）。 shRNAのリンク（青点線枠）から各製品リストのページに移動してください。

＊1 microRNAベースのshRNAは、Drosha/Dicerによるプロセシングを正確に受けるため特異的な遺伝子発現抑制が可能です。また、シンプルヘアピン型のshRNAに比べて細胞毒性が
低いことが示唆されています。
＊2 高力価レンチウイルス粒子として提供されます。
＊3 レンチウイルスベクターを形質転換した大腸菌の培養液にグリセロールを加えたもので、チューブあるいは96ウェルマイクロタイタープレートで提供されます。
＊4 shRNA発現用レンチウイルスベクターを用いた遺伝子発現抑制実験に必要な試薬をパッケージにしたキットです。

◆デザイン済みshRNA発現レンチウイルスベクターの比較

SMARTvector Leniviral shRNA
SMARTvector Inducible

Leniviral shRNA
GIPZ Lentiviral shRNA

TRIPZ Inducible Lentiviral
shRNA

TRC Lentiviral shRNA

生物種 Human/Mouse/Rat Human/Mouse/Rat Human/Mouse Human Human/Mouse

shRNAの種類 シンプルヘアピン型

プロモーター 7種類から選択 4種類から選択 Human CMV Pol II TRE min-CMV U6 Pol III

蛍光レポーター TurboGFP/TurboRFP/無し TurboGFP/TurboRFP TurboGFP TurboRFP  -

shRNA発現の誘導性  - ●  - ●  -

製品形態
高力価ウイルス粒子＊2

大腸菌グリセロールストック＊3
高力価ウイルス粒子＊2

大腸菌グリセロールストック＊3

高力価ウイルス粒子＊2

大腸菌グリセロールストック＊3

Starter Kit＊4

大腸菌グリセロールストック＊3

Starter Kit＊4 大腸菌グリセロールストック＊3

microRNAベース＊1


shRNA lineup

						SMARTvector Leniviral shRNA		SMARTvector Inducible Leniviral shRNA		GIPZ Lentiviral shRNA		TRIPZ Inducible Lentiviral shRNA		TRC Lentiviral shRNA

				生物種		ヒト・マウス・ラット		ヒト・マウス・ラット		ヒト・マウス		ヒト		ヒト・マウス

				shRNAの種類		microRNAベース＊1								シンプルヘアピン型

				プロモーター		7種類から選択		4種類から選択		Human CMV Pol II		TRE min-CMV		U6 Pol III

				蛍光レポーター		TurboGFP/TurboRFP/無し		TurboGFP/TurboRFP		TurboGFP		TurboRFP		 -　　　　　　　　　　　　　　　　　

				shRNA発現の誘導性		 -　　　　　　　　　　　　　　　　　		●		 -　　　　　　　　　　　　　　　　　		●		 -　　　　　　　　　　　　　　　　　

				製品形態 ケイタイ		高力価ウイルス粒子＊2
大腸菌グリセロールストック＊3		高力価ウイルス粒子＊2
大腸菌グリセロールストック＊3		高力価ウイルス粒子＊2
大腸菌グリセロールストック＊3
Starter Kit＊4		大腸菌グリセロールストック＊3
Starter Kit＊4		大腸菌グリセロールストック＊3

				掲載ページ ケイサイ		P19		P20		P21		P22		P23

						SMARTvector Leniviral shRNA		SMARTvector Inducible Leniviral shRNA		GIPZ Lentiviral shRNA		TRIPZ Inducible Lentiviral shRNA		TRC Lentiviral shRNA

				生物種		Human/Mouse/Rat		Human/Mouse/Rat		Human/Mouse		Human		Human/Mouse

				shRNAの種類		microRNAベース＊1								シンプルヘアピン型

				プロモーター		7種類から選択		4種類から選択		Human CMV Pol II		TRE min-CMV		U6 Pol III

				蛍光レポーター		TurboGFP/TurboRFP/無し		TurboGFP/TurboRFP		TurboGFP		TurboRFP		 -　　　　　　　　　　　　　　　　　

				shRNA発現の誘導性		 -　　　　　　　　　　　　　　　　　		●		 -　　　　　　　　　　　　　　　　　		●		 -　　　　　　　　　　　　　　　　　

				製品形態 セイヒン ケイタイ		高力価ウイルス粒子＊2
大腸菌グリセロールストック＊3		高力価ウイルス粒子＊2
大腸菌グリセロールストック＊3		高力価ウイルス粒子＊2
大腸菌グリセロールストック＊3
Starter Kit＊4		大腸菌グリセロールストック＊3
Starter Kit＊4		大腸菌グリセロールストック＊3





shRNA cont.

				SMARTvector Lentiviral shRNAコントロール

						製品 セイヒン		製品説明 セイヒン セツメイ		生物種 セイブツ シュ		プロモーター		蛍光レポーター ケイコウ

						SMARTvector GAPD Positive Control		GAPDをターゲットとし、ノックダウン確認済みのSMARTvector Lentiviral shRNA カクニン ズ		Human
Mouse
Rat		hCMV
hEF1α
mCMV
mEF1α		TurboGFP
TurboRFP
無し ナ

						SMARTvector PPIB Positive Control		peptidylprolyl isomerase B (cyclophilin B) をターゲットとし、ノックダウン確認済みのSMARTvector Lentiviral shRNA カクニン ズ

						製品 セイヒン		製品説明 セイヒン セツメイ		生物種 セイブツ シュ		プロモーター		蛍光レポーター ケイコウ

						SMARTvector Non-targeting Control♯1～12		ヒト・マウス・ラットの既知遺伝子と類似しない配列のSMARTvector Lentiviral shRNA キチ イデンシ ルイジ ハイレツ		Human
Mouse
Rat		hCMV
hEF1α
mCMV
mEF1α		TurboGFP
TurboRFP
無し ナ

				SMARTvector Inducible Lentiviral shRNAコントロール

						製品 セイヒン		製品説明 セイヒン セツメイ		生物種 セイブツ シュ		プロモーター		蛍光レポーター ケイコウ

						SMARTvector Inducible GAPDH Positive Control		GAPDをターゲットとし、ノックダウン確認済みのSMARTvector Lentiviral shRNA カクニン ズ		Human
Mouse
Rat		hCMV
hEF1α
mCMV
mEF1α		TurboGFP
TurboRFP

						SMARTvector Inducible PPIB Positive Control		peptidylprolyl isomerase B (cyclophilin B) をターゲットとし、ノックダウン確認済みのSMARTvector Lentiviral shRNA カクニン ズ

						製品 セイヒン		製品説明 セイヒン セツメイ		生物種 セイブツ シュ		プロモーター		蛍光レポーター ケイコウ

						SMARTvector Inducible Non-targeting Control, 
SMARTvector Inducible Non-targeting Control♯2～12		ヒト・マウス・ラットの既知遺伝子と類似しない配列のSMARTvector Lentiviral shRNA キチ イデンシ ルイジ ハイレツ		Human
Mouse
Rat		hEF1α
mCMV
mEF1α
PGK		TurboGFP
TurboRFP

						SMARTchoice Inducible Non-targeting Control 4-Pack		4種類の異なるプロモーターを搭載したSMARTvector Inducible Non-targeting Control (TurboGFP搭載タイプ）の各々をチューブに分注し4本セットとした製品 シュルイ コト トウサイ トウサイ オノオノ ブンチュウ ホン セイヒン		Human
Mouse
Rat		hEF1α
mCMV
mEF1α
PGK		TurboGFP

				GIPZ Lentiviral shRNAコントロール

						製品 セイヒン		製品説明 セイヒン セツメイ		生物種 セイブツ シュ

						GIPZ GAPDH Lentiviral shRNA Positive Control		GAPDをターゲットとし、ノックダウン確認済みのGIPZ Lentiviral shRNA カクニン ズ		Human
Mouse
Rat

						GIPZ EG5 Lentiviral shRNA Positive Control 		EG5をターゲットとし、ノックダウン確認済みのGIPZ Lentiviral shRNA カクニン ズ



						製品 セイヒン		製品説明 セイヒン セツメイ		生物種 セイブツ シュ

						GIPZ Non-silencing Lentiviral shRNA Control 		ヒト・マウス・ラットの既知遺伝子と類似しない配列のGIPZ Lentiviral shRNA キチ イデンシ ルイジ ハイレツ		Human
Mouse
Rat





				TRIPZ Inducible Lentiviral shRNAコントロール

						製品 セイヒン		製品説明 セイヒン セツメイ		生物種 セイブツ シュ

						TRIPZ Human GAPDH Inducible Lentiviral shRNA Positive Control 		ヒトGAPDをターゲットとし、ノックダウン確認済みのTRIPZ Inducible Lentiviral shRNA カクニン ズ		Human

						製品 セイヒン		製品説明 セイヒン セツメイ		生物種 セイブツ シュ

						TRIPZ Inducible Lentiviral Non-silencing shRNA Control		ヒトの既知遺伝子と類似しない配列のTRIPZ Inducible Lentiviral shRNA キチ イデンシ ルイジ ハイレツ		Human

				TRC Lentiviral shRNAコントロール

						製品 セイヒン		製品説明 セイヒン セツメイ		生物種 セイブツ シュ

						TRC Lentiviral eGFP shRNA positive control 		eGFPをターゲットとし、ノックダウン確認済みのTRC Lentiviral shRNA カクニン ズ		 -

						製品 セイヒン		製品説明 セイヒン セツメイ		生物種 セイブツ シュ

						TRC Lentiviral Non-targeting shRNA Control		ヒト・マウスの既知遺伝子と類似しない配列のTRC Lentiviral shRNA キチ イデンシ ルイジ ハイレツ		Human
Mouse





GIPZ starter kit

				用途 ヨウト		製品名 セイヒンメイ		キット内容 ナイヨウ

				トランスフェクションの容易な細胞を用いる場合		Transfection Starter Kit		・GIPZ Lentiviral shRNAクローン（1～3種類）- 大腸菌グリセロールストック
・GIPZ GAPDH Lentiviral shRNA Positive Contro l- 大腸菌グリセロールストック
・GIPZ Non-silencing Lentiviral shRNA Control - 大腸菌グリセロールストック
・DharmaFECT kb DNA transfection reagent

				トランスフェクションの困難な細胞用にレンチウイルス粒子を自作したい場合		Transduction Starter Kit		・GIPZ Lentiviral shRNAクローン（1～3種類） - 大腸菌グリセロールストック
・GIPZ GAPDH Lentiviral shRNA Positive Control - 大腸菌グリセロールストック
・GIPZ EG5 Lentiviral shRNA Positive Control - 大腸菌グリセロールストック
・GIPZ Non-silencing Lentiviral shRNA Contro l - 大腸菌グリセロールストック
・CaCl2 Reagent
・2 x HBSS Reagent
・Trans-Lentiviral packaging mix（10回分）

				Ready-to-useの高力価レンチウイルス粒子をお求めの場合		Viral particle Starter Kit		・GIPZ Lentiviral shRNAクローン（1 - 3種類） - 高力価レンチウイルス粒子（2 X 25 μL）
・GIPZ GAPDH Lentiviral shRNA Positive Control - 高力価レンチウイルス粒子（1 X 25 μL）
・GIPZ Non-silencing Lentiviral shRNA Control - 高力価レンチウイルス粒子（1 X 25 μL）





TRIPZ starter kit

				用途 ヨウト		製品名 セイヒンメイ		キット内容 ナイヨウ

				トランスフェクションの容易な細胞を用いる場合		Transfection Starter Kit		・TRIPZ Inducible Lentiviral shRNAクローン（1～3種類） - 大腸菌グリセロールストック
・TRIPZ Human GAPDH Inducible Lentiviral shRNA Positive Control - 大腸菌グリセロールストック
・TRIPZ Inducible Lentiviral Non-silencing shRNA Control - 大腸菌グリセロールストック
・DharmaFECT kb DNA transfection reagent

				トランスフェクションの困難な細胞用にレンチウイルス粒子を自作したい場合		Packaging Starter Kit		・TRIPZ Inducible Lentiviral shRNAクローン（1～3種類）- 大腸菌グリセロールストック
・TRIPZ Human GAPDH Inducible Lentiviral shRNA Positive Control- 大腸菌グリセロールストック
・TRIPZ Inducible Lentiviral Non-silencing shRNA Control- 大腸菌グリセロールストック
・CaCl2 Reagent
・2 x HBSS Reagent
・Trans-Lentiviral packaging mix（10回分）





shRNA pool library

						Human				Mouse

				ライブラリー＊1		ターゲット遺伝子数		プール数　x　
プール当たりのコンストラクト数		ターゲット遺伝子数		プール数　x　
プール当たりのコンストラクト数＊2

				Whole Genome		19,241		16 プール x 9,870 コンストラクト		21,745		18 プール x 9,860 コンストラクト

				Druggable Genome		7,341		6 プール x 10,080 コンストラクト		9,723		8プール x 10,020 コンストラクト

				GPCR		377		1 プール x 3,384 コンストラクト		494		1 プール x 4,281 コンストラクト

				Ion Channel		340		1 プール x 3,081 コンストラクト		332		1 プール x 3,018 コンストラクト

				Protein Kinase		702		1 プール x 5,942 コンストラクト		697		1 プール x 5,898 コンストラクト

				Phosphatase		245		1 プール x 2,312 コンストラクト		268		1 プール x 2,505 コンストラクト

				Protease		466		1プール x 4,074 コンストラクト		529		1プール x 4,570 コンストラクト

				Ubiquitin Conjugate		557		1プール x 4,795 コンストラクト		511		1 プール x 4,433 コンストラクト

						Human

				ライブラリー＊1		ターゲット遺伝子数		プール数　x　
プール当たりのコンストラクト数

				Human genome		18,205		10 プール x 9,570 コンストラクト

				Druggable genome		7,494		5 プール x 8,490 コンストラクト

				GPCR		382		1 プール x 2,591 コンストラクト

				Ion Channel		374		1 プール x 1,884 コンストラクト

				Protein Kinase		709		1 プール x 4,675 コンストラクト

				Phosphatase		254		1 プール x 1,561 コンストラクト

				Protease		478		1 プール x 2,559 コンストラクト

				Ubiquitin Conjugation		571		1 プール x 3,830 コンストラクト







2-C-2) 下の画面はヒトBRCA1遺伝子に対するshRNAを検索した結果が表示された状態です。「Go to Product Page」（
青点線枠）をクリックすると、詳細な製品リストが表示されます。デザイン済みshRNA発現レンチウイルスベクターの
比較は9ページをご参照ください。

注) SMARTvector Lentiviral shRNAの購入に際しては SMARTchoice Promoter Selection Plate（製品コード SP-
001000-01）を、SMARTvector Inducible Lentiviral shRNA の購入に際してはSMARTchoice Inducible Non-
targeting Control 4-Pack（製品コード VSC6847）用いて、使用する細胞に最適なプロモーターを事前に検討・
選択することをおすすめします。
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2-C-3)下の画面はSMARTvector Lentivral Human BRCA1 shRNAを検索した結果が表示された状態です。赤実
線枠の項目を選択&クリックすることで、製品フォーマット、レポーター遺伝子、プロモーター、容量、shRNAの
ターゲット領域、アイテムを選択できます。「Add to Cart」ボタン（青点線枠）をクリックすると製品がショッピン
グカートに入ります。


