
Biology
The life science business of Merck operates as MilliporeSigma in the U.S. and Canada.

下記 Web サイトをご参照の上、 web ページからログインしてご注文ください。

MISSION™ siRNA & Custom siRNA
希望販売価格が 最大40% OFF！
 キャンペーン期間 

2021年10月1日（金）～2021年1 1月30日（火）ご依頼分まで

MISSION™ siRNA
●   高度なアルゴリズムで 

デザインされた、  
プレデザイン siRNA です。

●   同一ターゲットに対し、 
3 本以上のご購入で 
ノックダウン 
保証付き。

Custom siRNA  
●   MISSION ™ siRNA と同じデザイン 

アルゴリズムを用いて、 カスタムで 
siRNA のデザインを行います。 
デザイン料金は無料です。

Validated  
MISSION™ siRNA

●   HeLa 細胞において 75％以上の 
mRNA ノックダウン効果が確認 
されたプレデザイン siRNA です。

　 　　※  Validated MISSION ™ siRNA の一覧は 
弊社Webサイトからご確認いただけ 
ます。

MISSION™ siRNA, Custom siRNA のオーダー方法はこちら  

https://bit.ly/custom_manual
キャンペーン希望販売価格とカスタム会員登録の情報は、 裏面をご覧ください
※ カスタム会員でない方は、ご注文の際、会員登録が必要です。

製品およびキャンペーンに関するお問い合わせ先 
テクニカルサービス（技術的なお問い合わせ）  
Tel：03-6756-8260    Mail :   customjp.ts@merckgroup.com 
カスタマーサービス（ご注文・納期について）  
Tel：03-6756-8270    Mail :   genosysjp.order@merckgroup.com 

おすすめポイント

おすすめポイント

おすすめポイント



カスタム会員でない方は、 
ご注文の際、会員登録が必要です。

●   会員限定のお得なキャンペーン
●   siRNA だけでなく、日々の PCR 実験で 

使用するプライマーやプローブ、  
ペプチドなどの Web オーダーが可能に

カスタム会員のメリット

www.surveymonkey.
com/r/V5PBLX8

会員登録フォームはこちら

 キャンペーン対象製品
出荷形態 精製 保証収量 *1 （概算 *2） 出荷予定 *3 希望販売価格

MISSION™ siRNA ¥21,200 
/duplex

¥12,720 
 /duplex乾燥 脱塩 10 nmol （2 OD） 9 営業日〜

Validated MISSION™ siRNA ¥39,100 
/duplex

¥27,370 
 /duplex乾燥 脱塩 10 nmol （2 OD） 13 営業日〜

Custom siRNA *4

¥20,000 
/duplex

¥12,000 
 /duplex乾燥 脱塩 10 nmol （2 OD） 9 営業日〜

MISSION™ siRNA Universal Positive Control ¥23,900 
/duplex

¥16,730  
/duplex乾燥 脱塩 10 nmol （2 OD） 7 営業日〜

*1  Single strand RNA の状態における値です。各保証 OD 値の Single strand RNA を Duplex にしています。
*2  概算収量は配列によって変動します。
*3  土日祝日・弊社休業日は出荷予定に含んでおりません。複数本ご注文の場合は追加日数がかかる場合があります。
*4  修飾をご希望の際は、別途弊社営業担当または弊社製品取扱販売店様にお問い合わせください。

キャンペーン 
希望販売価格

40％
OFF

30％
OFF

40％
OFF

30％
OFF

〒 153-8927 東京都目黒区下目黒 1-8-1 アルコタワー 5F
製品の最新情報はこちら www.sigmaaldrich.com/JP/ja
製品に関するお問い合わせは、テクニカルサービスへ
E-mail: customjp.ts@merckgroup.com  Tel: 03-6756-8260
在庫照会・ご注文に関するお問い合わせは、カスタマーサービスへ
E-mail: genosysjp.order@merckgroup.com   Tel: 03-6756-8270  Fax: 03-6756-8306
シグマ アルドリッチ ジャパン合同会社はメルクのグループ会社です。

リサーチ事業部

CPM015-2109-20K-H

本紙記載の製品は試験・研究用です。ヒト、動物への治療、もしくは診断目的として使用しないようご注意ください。掲載価格は希望販売価格（税別）です。実際の価格は弊社製品取扱販売店へご確認ください。なお、品目、製品情報、価格等は予告なく変更
される場合がございます。予めご了承ください。 記載内容は2021年9月時点の情報です。 Merck, the vibrant M, and Sigma-Aldrich are trademarks of Merck KGaA, Darmstadt, Germany or its affiliates. All other trademarks are the property of their 
respective owners. Detailed information on trademarks is available via publicly accessible resources. ©2021 Merck KGaA, Darmstadt, Germany. All rights reserved.

かんたんカタログ検索
カタログ 
ファインダー

サイエンス系
お役立ちメディア

M-hub メルク ライフサイエンス公式 
SNS、動画コンテンツをご覧ください。

メルク ライフサイエンス - メールニュース
www.merckmillipore.com/wm

http://www.surveymonkey.com/r/V5PBLX8
http://www.surveymonkey.com/r/V5PBLX8
https://www.sigmaaldrich-jp.com/catalog/?utm_source=catalog-ftr&utm_medium=qrcode
https://m-hub.jp/?utm_source=catalog-ftr&utm_medium=qrcode
https://facebook.com/merckmilliporej/
https://line.me/R/ti/p/%40merck
https://twitter.com/MerckMilliporeJ
https://www.youtube.com/channel/UC6W-qmy8zpOe3nmHf9jiOlw
http://www.merckmillipore.com/JP/ja/about-us/news-media-room/email-news-milligram/ALqb.qB.7HYAAAFHGP0XX5IM,nav?RedirectedFrom=http%3A%2F%2Fwww.merckmillipore.jp%2Fwm

