Premix Ex Taq ™
(Perfect Real Time) Sample
Code No. RR039Q
Size : 1.0 ml
(2×conc.)×1

Shipping at － 20℃
Stored at 4℃ or －20℃

Supplied Reagent :
ROX™ Reference Dye (50×conc.)
ROX™ Reference Dye II (50×conc.)

40 μl
40 μl

Lot No.
Expiry Date :
Description : Premix Ex Taq ™ (Perfect Real Time) which is a 2×conc. of
premix reagent including TaKaRa Ex Taq ™ HS, is designed to be suitable
for Real Time PCR with TaqMan®＊1 probe. This product combines the
high performance of TaKaRa Ex Taq ™ HS with a newly developed buffer
which provides superior specificity, increased amplification efficiency
and high aptitude for high-speed real time PCR. Accordingly, a successful
real time PCR is promised with high sensitivity, wide dynamic range and
accurate quantification.
Applicable real time PCR instruments ;
● A B I P R I S M ® ＊2 7 0 0 0 / 7 7 0 0 / 7 9 0 0 H T , A p p l i e d B i o s y s t e m s
7300/7500/7500 Fast Real-Time PCR System (Applied Biosystems)
● LightCycler® (Roche Diagnostics)
● Mx3000P® (Stratagene)
● Smart Cycler®＊3 (Cepheid)
＊1 : TaqMan® is a trademarke of Roche Molecular System Inc.
The 5' nuclease process is covered by patents owned by Roche
Molecular Systems, Inc. and F. Hoffmann-La Roche Ltd. Purchase of the product does not provide a license to use this
patented technology.
＊2 : ABI PRISM® is registerd trademark of Applera Corporation.
＊3 : Smart Cycler® is a trademark of Cepheid.
Content (50 units) :
Premix Ex Taq ™ (Perfect Real Time) (2×conc.)＊1
1.0 ml×1 tube
ROX™ Reference Dye (50×conc.)＊2
40 μl×1 tube
ROX™ Reference Dye II (50×conc.)＊2
40 μl×1 tube
＊1 : contains TaKaRa Ex Taq ™ HS, dNTP Mixture, and Mg2+.
＊2 : ROX™ Reference Dye/Dye II is used for normalization of
signal intensity by background subtraction. For ABI PRISM®
7000/7700/7900HT and Applied Biosystems 7300 Real-Time
PCR System, the use of ROX™ Reference Dye is recommended.
For Applied Biosystems 7500 Real-Time PCR System and 7500
Fast Real-Time PCR System, the use of ROX™ Reference Dye II is
recommended. For Stratagene Mx3000P®, the use of ROX™ Reference Dye II is recommended. It is not required for use with
Smart Cycler® or LightCycler® real time instruments.
Storage : Stable at 4℃ for 6 months.
Careful attention should be made not to cause contamination.
＊ This product is shipped at -20℃. After delivered, store at 4℃. Make the
concentration uniform by gently inverting a tube before use.
＊ This product can be stored at -20℃ for long term storage. Once
thawed, store at 4℃ and use up within 6 months.
Note : A precipiate may form in this product during storage. This precipitate can be completely dissolved by briefly warming the tube with your
hands or placing the tube at room temperature, followed by inversion
of the tube several times to mix until dissolved. USE THE REAGENT ONLY
AFTER COMPLETELY REDISSOLVING THE PRECIPITATE to ensure a uniform
concentration of components. Do not vortex. Even in the absence of a
precipitate, gentle mixing of the product (avoiding air bubbles) is recommended to provide a uniform concentration of components prior to use.
Application : For Real Time PCR with TaqMan® probe.

IMPORTANT NOTE !

Premix Ex Taq ™ (Perfect Real Time) employs TaKaRa Ex Taq ™ HS,
which is an enzyme for hot start PCR utilizing Taq antibody.
Please note the following points since the reaction condition is different from that for chemically modified Taq polymerase.
1) Iniitial denaturation step prior to PCR should be at 95℃ for 30 sec.
No need to heat at 95������������������������������������������
℃�����������������������������������������
for 10 - 15 min. as the initial denatur�
ation, required for chemically modified Taq polymerase.
2) Shuttle PCR (two step PCR) is recommended as a standard protocol.
Please refer to “Application” supplied with this product for the recommended protocol for each real time PCR instrument.
Reaction Procedure :
1) Thaw the Premix reagent and mix by inverting＊. After spinning down,
confirm that no precipitates remain. If observing some precipitates,
dissolve completely.
＊��������������������������������������������������������������������
: Do not mix by vortex mixer, since it causes the decrease of reactivity.
2) Prepare the master mixture (refer to Application), and dispense into
reaction tubes exclusive for the real time instrument.
3) Add the DNA template.
4) Set the tubes in the real time instrument, and start the reaction.
＊ Please refer to “Application” supplied with this product about the
reaction mixture and PCR conditions.
＊ Please refer to the manual supplied with real time PCR instruction
for its operation.
＊ This product is based on the Hot Start PCR method with anti-Taq
polymerase antibody.
NOTICE TO PURCHASER: LIMITED LICENSE
[P7] PCR Notice
A license to perform the patented 5’ Nuclease Process for research is obtained by
the purchase of (i) both Authorized 5’ Nuclease Core Kit and Licensed Probe, (ii) a
Licensed 5’ Nuclease Kit, or (iii) license rights from Applied Biosystems.
This product is an Authorized 5’ Nuclease Core Kit. Use of this product is covered by
one or more of the following US patents and corresponding patent claims outside
the US: 5,079,352, 5,789,224, 5,618,711, 6,127,155, 5,677,152, 5,773,258, 5,407,800,
5,322,770, 5,310,652, 5,210,015, 5,487,972, and claims outside the US corresponding to US Patent No. 4,889,818. The purchase of this product includes a limited,
non-transferable immunity from suit under the foregoing patent claims for using
only this amount of product for the purchaser’s own internal research. Separate
purchase of a Licensed Probe would convey rights under the applicable claims of
US Patents Nos. 5,538,848, 5,723,591, 5,876,930, 6,030,787, 6,258,569, 5,804,375
(claims 1-12 only), and 6,214,979, and corresponding claims outside the United
States. No right under any other patent claim and no right to perform commercial
services of any kind, including without limitation reporting the results of purchaser’
s activities for a fee or other commercial consideration, is conveyed expressly, by
implication, or by estoppel. This product is for research use only. Diagnostic uses
under Roche patents require a separate license from Roche. Further information
on purchasing licenses may be obtained from the Director of Licensing, Applied
Biosystems, 850 Lincoln Centre Drive, Foster City, California 94404, USA.
[L15] Hot Start PCR
Licensed under U.S. Patent No. 5.338,671 and 5,587,287, and corresponding patents in other countries.
[M57] LA Technology
This product is covered by the claims 6-16 of U.S. Patent No. 5,436,149 and its foreign counterpart patent claims.

Note
This product is intended to be used for research purpose only. They
are not to be used for drug or diagnostic purposes, nor are they intended for human use. They shall not to be used products as food,
cosmetics, or utensils, etc.
Takara products may not be resold or transfered, modified for resale
or transfer, or used to manufacture commercial products without
written approval from TAKARA BIO INC.
If you require licenses for other use, please call at +81 77 543 7247 or
contact from our website at www.takara-bio.com.
Produced by TAKARA BIOTECHNOLOGY（DALIAN）CO., LTD.
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Premix Ex Taq ™
(Perfect Real Time) Sample
Code No. RR039Q
Size : 1.0 ml
(2×conc.)×1

Shipping at － 20℃
Stored at 4℃ or －20℃

添付試薬：
ROX™ Reference Dye (50×conc.)
ROX™ Reference Dye II (50×conc.)

40 μl
40 μl

Lot No.

（英文面をご覧ください。）

品質保持期限：

（英文面をご覧ください。）

●製品説明
Premix Ex Taq ™ (Perfect Real Time) は、検出に TaqMan®＊1 プローブを用
いるリアルタイム PCR 用に開発された製品です＊2。2×濃度のプレミッ
クスタイプ試薬で、反応液の調製が簡単です。抗 Taq 抗体を利用したホッ
トスタート用酵素 TaKaRa Ex Taq ® HS とリアルタイム PCR 用に最適化さ
れたバッファーの組み合わせにより、非特異的増幅を抑制し、高い増幅
効率、高い検出感度でリアルタイム PCR を行うことができます。高速
PCR に適しており、幅広いダイナミックレンジで正確なターゲットの定
量、検出が行えますので、再現性よく信頼性の高いリアルタイム PCR 解
析が可能です。
本製品の適応機種
○ Thermal Cycler Dice® Real Time System（製品コード TP800）
○ ABI PRISM® 7000/7700/7900HT、7500/7300 Real-Time PCR System、
および 7500 Fast Real-Time PCR System（Applied Biosystems）
○ LightCycler®（Roche Diagnostics）
○ Mx3000P™（Stratagene）
○ Smart Cycler®＊3 II System（Cepheid）など。
＊1： TaqMan® は、Roche Molecular System 社の商標です。
The 5' nuclease process is covered by patents owned by
Roche Molecular Systems, Inc. and F. Hoffmann-La Roche Ltd.
Purchase of the product does not provide a license to use this
patented technology.
＊���
2��
：	サイクリングプローブを用いるリアルタイム
� �����������������������������
PCR には、CycleavePCR® Core Kit（製品コード CY501）を、SYBR® Green I で
の検出には、あらかじめ SYBR® Green I をミックスした SYBR®
Premix Ex Taq ™ (Perfect Real Time)（製品コード RR041A/B）な
どを使用してください。
＊3： Smart Cycler® は、Cepheid 社の登録商標です。
●内容（50 units）
Premix Ex Taq ™（Perfect Real Time）
（2×conc.）＊1
1.0 ml×1 本
ROX Reference Dye（50×conc.）＊2
40 μl×1 本
＊2
ROX Reference Dye II（50×conc.）
40 μl×1 本
＊1： TaKaRa Ex Taq ® HS、dNTP Mixture、Mg2＋を含む。
＊2： Applied Biosystems 社製リアルタイム PCR 装置など、ウェル
間の蛍光シグナルの補正を行う装置で解析する場合に使用しま
す。ABI PRISM® 7000/7700/7900HT や 7300 Real-Time PCR System に は ROX Reference Dye を、7500 Real-Time PCR System
お よ び 7500 Fast Real-Time PCR System に は ROX Reference
Dye II を用いてください。Stratagene 社製 Mx3000P™ の場合
には、ROX Reference Dye II が適しています。Thermal Cycler
Dice® Real Time System や Smart Cycler® System、LightCycler®
では必要ありません。
●用途

TaqMan® プローブ検出によるリアルタイム PCR

重要！

ご使用前にお読み下さい。

本製品には、抗 Taq 抗体を利用したホットスタート用酵素 TaKaRa Ex
Taq ® HS を使用しています。
反応条件は、他社の化学修飾タイプの Taq Polymerase とは異なりま
すので、ご注意下さい。
1． PCR 前の初期変性時間は、95℃ 30 秒で充分です。（一部他社の
Taq のように、95℃ 5 ～ 15 分初期変性する必要はありません）
2． PCR の標準プロトコールとして、
シャトル PCR を推奨しております。
添付のデータシートに記載しております「各機種での推奨プロトコー
ル」をご参照の上、ご使用ください。

●保存
4℃保存：6 ヶ月安定
＊コンタミネーションには十分注意してください。
1． 本製品は－ 20℃輸送でお届けします。受け取り後、4℃で保存してく
ださい。使用時には、穏やかな転倒混合により、必ず完全に溶解し、
均一に混合してからご使用ください。
2． 長期保存の場合、－ 20℃で凍結保存することが可能です。いったん
融解したものは 4℃保存し、6 ヶ月を目途にご使用ください。
●使用上の注意
凍結保存中に沈殿が生じた場合には、軽く手で暖めるか室温にしばらく
置いた後、転倒混合することで完全に溶解します。必ず完全に溶解し、
均一に混合してからご使用ください。
ボルテックスによる混合は行わないでください。
融解時に沈殿が生じていない場合にも、泡立てないようにゆるやかに混
合し反応液成分を均一にしてから使用してください。
●反応手順
1） 試薬を溶解し、転倒混和※ で混合した後、スピンダウンする。 この
とき不溶物がないことを確認する。不溶物が残っている場合は使用上
の注意を参考に完全に溶解すること。
※：ボルテックスミキサーによる撹拌は反応性低下の原因になるの
で、避けて下さい。
2） マスターミックスを調製し、専用反応チューブに分注する。
3） DNA テンプレートを添加する。
4） 反応チューブをリアルタイム PCR 装置にセットして、PCR 反応をス
タートする。
＊ 反応液の調製方法と PCR 反応条件は、使用例を参照してください。
＊ リアルタイム PCR 装置の操作方法の詳細は、装置取扱い説明書をご覧
ください。
＊ 本製品は抗 Taq 抗体による Hot Start 法に対応しています。

● 注意
本製品は研究用として販売しております。ヒト、動物への医療、臨
床診断用には使用しないようご注意ください。また、食品、化粧品、
家庭用品等として使用しないでください。
タカラバイオの承認を得ずに製品の再販・譲渡、再販・譲渡のため
の改変、商用製品の製造に使用することは禁止されています。
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製品についての
技術的なお問い合わせ先

TaKaRa テクニカルサポートライン

Tel
Fax

077-543-6116
077-543-1977

● Application (Using ABI PRISM® 7000/7700/7900HT and 7300/7500 Real-Time PCR System)
[Premix Ex Taq ™ (Perfect Real Time) Cat. #RR039Q]
1. Prepare PCR reaction mixture (below).
<per reaction>
[Reagents]

[volume]

Premix Ex Taq ™ (2×)

10 μl

PCR Forward Primer (10 μM)

0.4 μl

PCR Reverse Primer (10 μM)

0.4 μl

TaqMan® probe

0.8 μl

ROX™ Reference Dye or Dye II (50×)＊3

0.4 μl

template

2 μl

dH2O

6 μl

Total

20 μl＊5

[volume] [final conc.] ＊1 : The final concentration of primers can be 0.2 μM in most
reactions. When it does not work, determine the optimal
25 μl
1×
concentrations within the range of 0.1 - 1.0 μM.
1 μl 0.2 μM＊1 ＊2 : Probe concentration differs depending on kind of real time
PCR instrument, and kind of fluorescence labeling material.
1 μl 0.2 μM＊1
The adding amount should be determined by referring to
＊2
the operation manual of instrument and a product insert
2 μl
supplied with probe.
1 μl
1×
＊�����������������������������������������������������������
3����������������������������������������������������������
:	�������������������������������������������������������
For use with Applied Biosystems 7500 Real-Time PCR Sys＊4
tem, ROX™ Reference Dye II (50×) is recommended. For use
4 μl
with ABI PRISM® 7000/7700/7900HT or 7300 Real-Time PCR
16 μl
System, ROX™ Reference Dye (50×) is recommended.
＊4 : Optimal amount should be determined by preparing the
50 μl＊5
dilution series. It is recommended to apply DNA template in
less than 100 ng per 20 μl reaction. When the RT reactant
(cDNA) is used as a template, it should be added in less than
10% volume of PCR reaction mixture.
＊5 : The reaction of 50 μl is for 96-well plate, single tube and
8-strip tube. The reaction of 20 μl is for 384-well plate.

2. Start the reaction.
Shuttle PCR standard protocol (below) is recommended. Try this protocol firstly, and optimize the reaction condition if needed.
<ABI PRISM® 7000/7700/7900HT, 7300/7500 Real-Time PCR System>

Shuttle PCR Standard Protocol
Stage 1 : Initial denaturation
Reps : 1
95℃ 30 sec.
Stage 2 : PCR
Reps : 40
95℃ 5 sec.
60℃ 30 - 34 sec.＊6
＊6 : Annealing/extension step should be 30 sec. with ABI PRISM® 7700 and 7900HT, 31 sec.
with ABI PRISM 7000 and 7300 Real Time PCR System, and 34 sec. with 7500 Real Time PCR
System.

Initial denaturation step
Step
Initial
denaturation

Temperature

Time

Detection

Remark

95℃

30 sec.

OFF

It is recommended to perform initial denaturation at 95℃ for 30 seconds, which is enough even when the template is genomic DNA or
circular plasmid. Denaturation condition that exceeds 2 minutes unstabilizes the reaction thus not recommended.

Temperature

Time

Detection

Remark

Shuttle PCR
Step
Denaturation
Annealing/
Extension

95℃

3 - 5 sec.

OFF

Since the target size amplified for real time PCR is generally shorter
than 300 bp, the denaturation at 95℃ for 3 - 5 seconds is a sufficient
condition.

56 - 64℃

30 - 34 sec.＊6

ON

Please try at 60℃ for 30 - 34 seconds at first. The temperature should
be optimized within the range of 56 - 64℃ if optimization is required.
When reaction does not proceed efficiently, extend the time.
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● ABI PRISM® 7000/7700/7900HT または 7300/7500 Real-Time PCR System を用いる場合の使用例
［Premix Ex Taq ™ (Perfect Real Time) 製品コード RR039Q］
1．下記に示す PCR 反応液を調製する。
＜ 1 反応あたり＞
試薬

使用量

使用量

最終濃度

Premix Ex Taq ™（2×）

10 μl

25 μl

1×

PCR Forward Primer（10 μM）

0.4 μl

1 μl

0.2 μM＊1

PCR Reverse Primer（10 μM）

0.4 μl

1 μl

0.2 μM＊1

TaqMan® probe

0.8 μl

2 μl

＊2

ROX Reference Dye or Dye II（50×）＊3

0.4 μl

1 μl

1×

2 μl

4 μl＊4

＊4

template
dH2O（滅菌蒸留水）
Total

6 μl

16 μl

20 μl＊5

50 μl＊5

＊1： 最終 primer 濃度は 0.2 μM で良い結果が得られる場合が多
いが、反応性に問題があるときは 0.1 ～ 1.0 μM の範囲で最
適な濃度を検討すると良い。
＊2： プローブ濃度は、使用するリアルタイム PCR 装置の機種や
プローブの蛍光標識物質により異なる。装置の取扱い説明
書や probe の添付データシートを参考に添加量を検討する。
＊3： 7500 Real-Time PCR System には、
ROX Reference Dye II（50×）
を、ABI PRISM 7000/7700/7900HT、7300 Real-Time PCR
System には、ROX Reference Dye（50×）を使用してくださ
い。
＊4： 段階希釈して適当な添加量を検討する。20 μl あたり DNA
template 100 ng 以下を用いることが望ましい。2 ステップ
RT-PCR で cDNA（RT 反応液）を template として添加する場
合は、PCR 容量の 10％以下になるようにする。
＊5： 96 ウェルプレート、シングルチューブおよび 8 連チューブ
での反応は 50 μl 反応系で、384 ウェルプレートでの反応
は 20 μl 反応系で行ってください。

2．反応を開始する。
PCR は、下記の シャトル PCR 標準プロトコールで行うことをお勧めします。まずは、このプロトコールを試し、必要に応じて PCR 条件を至適化
してください。
<ABI PRISM® 7000/7700/7900HT, 7300/7500 Real-Time PCR System>

シャトル PCR 標準プロトコール
Stage 1：初期変性
Reps：1
95℃ 30 秒
Stage 2：PCR 反応
Reps：40
95℃ 5 秒
60℃ 30 秒～ 34 秒＊6
＊6： 7700/7900HT では 30 秒に、7000 および 7300 では 31 秒に、7500 では 34 秒に設定する。

初期変性
ステップ

温度

時間

検出

コメント

95℃

30 秒

OFF

環状プラスミドやゲノム DNA など変性しにくい鋳型の場合も通常、
95℃、30 秒の初期変性で十分である。鋳型の状態によっては、95℃、
1 ～ 2 分程度に延長も可能だが、時間が長すぎると失活を招く恐れがあ
るので、2 分以上の条件は推奨しない。

ステップ

温度

時間

検出

コメント

変性

95℃

3～5秒

OFF

リアルタイム PCR の増幅サイズは一般的に 300 bp 以下なので、95℃
で 3 ～ 5 秒程度でよい。

アニーリング
／伸長

56 ～ 64℃

30 ～ 34 秒＊6

ON

まずは、60℃、30 ～ 34 秒の条件を試す。反応条件の至適化を行う場
合には、56 ～ 64℃の範囲で検討する。反応性が悪いときは、このステッ
プの時間を延ばすと改善する場合がある。

初期変性

シャトル PCR
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● Application (Using Smart Cycler® II)
[Premix Ex Taq ™(Perfect Real Time) Cat. #RR039Q]
1. Prepare PCR reaction mixture (below).
<per reaction>
[Reagents]

[Volume]

Premix Ex Taq ™ (2×)

12.5 μl

PCR Forward Primer (10 μM)＊1

0.5 μl

PCR Reverse Primer (10 μM)＊1

0.5 μl

TaqMan® probe

1 μl

template

2 μl

dH2O

8.5 μl

Total

25 μl

1 : The final concentration of primers can be 0.2 μM in most reac[Final concentration] ＊������������������������������������������������������������������
tions. When it does not work, determine the optimal concentra1×
tions within the range of 0.1 - 1.0 μM.
＊2 : Probe concentration differs depending on kind of real time PCR
0.2 μM＊1
instrument, and kind of fluorescence labeling material. The add0.2 μM＊1
ing amount should be determined by referring to the operation
＊2
manual of instrument and a product insert supplied with probe.
When reaction is performed with Smart Cycler® System / Smart
＊3
Cycler® II System, the probe concentration should be determined
to have the final concentration in the range of 0.1 - 0.5 μM of final
concentration.
＊������������������������������������������������������������������
3 : Final template concentration varies depending on the copy number of target present in the template solution. Optimal amount
should be determined by preparing the dilution series. It is recommended to apply DNA template in less than 100 ng. When the RT
reactant(cDNA) is used as a template, it should be added in less
than 10% volume of PCR reaction mixture.

2. Start the reaction.
Shuttle PCR standard probe (below) is recommended. Try this protocol firstly, and optimase the reaction condition if needed.

Shuttle PCR Standard Protocol
Stage 1 : Initial denaturation
Hold
95℃ 30 sec.
Stage 2 : PCR
Repeat : 45 times
95℃ 5 sec.
60℃ 20 sec.

Initial denaturation step
Step
Initial
denaturation

Temperature

Time

Detection

Remark
It is recommended to perform initial denaturation at 95℃ for 30 seconds, which is enough even when the template is genomic DNA or
circular plasmid. Denaturation condition that exceeds 2 minutes unstabilizes the reaction thus not recommended.

95℃

30 sec.

OFF

Temperature

Time

Detection

Remark

Shuttle PCR
Step
Denaturation
Annealing/
Extension

95℃

3 - 5 sec.

OFF

Since the target size amplified for real time PCR is generally shorter
than 300 bp, the denaturation at 95℃ for 3 - 5 seconds is a sufficient
condition.

56 - 64℃

20 - 30 sec.

ON

Please try at 60℃ for 20 seconds at first. The temperature should be optimized within the range of 56 - 64℃ if optimization is required. When
reaction does not proceed efficiently, extend the time.

NOTE : Refer to TAKARA ON LINE Products Catalog for the protocol using other models. (http://www.bio-takara.co.jp)
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● Thermal Cycler Dice® Real Time System を用いる場合の使用例
［Premix Ex Taq ™ (Perfect Real Time) 製品コード RR039Q］
1．下記に示す PCR 反応液を調製する。
試薬

使用量

最終濃度

Premix Ex Taq ™（2×）

12.5 μl

1×

PCR Forward Primer（10 μM）

0.5 μl

0.2 μM＊1

PCR Reverse Primer（10 μM）

0.5 μl

0.2 μM＊1

TaqMan® probe

1 μl

＊2

template

2 μl

＊3

dH2O（滅菌蒸留水）

8.5 μl

Total

25 μl

＊1： 最終 primer 濃度は 0.2 μM で良い結果が得られる場合が多いが、反応
性に問題があるときは 0.1 ～ 1.0 μM の範囲で最適な濃度を検討する
と良い。
＊2： プローブ濃度は、使用するリアルタイム PCR 装置の機種やプローブの
蛍光標識物質により異なる。装置の取扱い説明書や probe の添付デー
タシートを参考に添加量を検討する。 Thermal Cycler Dice® Real Time
System を使用する場合には、通常、最終濃度 0.1 ～ 0.5 μM の範囲で
検討する。
＊3： template 溶液中に存在するターゲットのコピー数により異なる。段階
希釈して適当な添加量を検討する。DNA template 100 ng 以下を用い
ることが望ましい。また、RT-PCR で cDNA（RT 反応液）を template
として添加する場合は、PCR 反応液容量の 10％以下になるようにする。

2．反応を開始する。
PCR は、下記のシャトル PCR 標準プロトコールで行うことをお勧めします。まずこのプロトコールを試し、必要に応じて PCR 条件を至適化して
ください。

シャトル PCR 標準プロトコール
Stage 1：初期変性
Reps：1
95℃ 30 秒
Stage 2：PCR 反応
95℃ 5 秒
60℃ 30 秒

初期変性
ステップ

温度

時間

検出

コメント

初期変性

95℃

30 秒

OFF

環状プラスミドやゲノム DNA など変性しにくい鋳型の場合も通常、
95℃、30 秒の初期変性で十分である。鋳型の状態によっては、95℃、
1 ～ 2 分程度に延長も可能だが、時間が長すぎると失活を招く恐れがあ
るので、2 分以上の条件は推奨しない。

ステップ

温度

時間

検出

コメント

変性

95℃

3～5秒

OFF

リアルタイム PCR の増幅サイズは一般的に 300 bp 以下なので、95℃
で 3 ～ 5 秒程度でよい。

アニーリング
／伸長

56 ～ 64℃

30 秒

ON

まず、60℃、30 秒の条件を試す。反応条件の至適化を行う場合には、
56 ～ 64℃の範囲で検討する。反応性が悪いときは、このステップの時
間を延ばすと改善する場合がある。

シャトル PCR

（注意）その他の機種の使用例は、タカラバイオカタログ（オンライン版）でご確認下さい。（http://www.bio-takara.co.jp）
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