株式会社プラクティカル

食中毒菌・ウィルス・変敗微生物

リアルタイム PCR キット
BIOTECON Diagnostics

foodproof シリーズ

豊富な知見と ISO 準拠の確かなバリデーション
さまざまなリアルタイム PCR マルチプレックスに対応
反応阻害モニター用の内部コントロールも標準装備
手間とコンタミリスク軽減の分注済プレートも登場
高感度検知を可能にする食品用 DNA 抽出キット
BIOTECON Diagnostics 社は 1998 年設立の PCR 検査試薬メーカーで、多くのキットが MICROVAL、AOAC PTM な
どの認証を受けています。CEO の Dr. Kornelia Berghof-Jaeger は CEN の食品微生物 PCR 標準検査法委員会長など
を歴任しており、ISO17025 認定ラボを有するなど、最新の知見と技術に基づく世界有数のメーカーといえます。

株式会社プラクティカル

多くの食中毒菌用キットをラインアップ
リアルタイム PCR の対応機種も多彩
foodproof® リアルタイム PCR
試薬キット

foodproof® リアルタイム PCR
分注済みプレートキット

マスターミックス
酵素
内部コントロール
陽性コントロール
PCR グレード水

腸内細菌科＋Cronobacter キット

96 チューブプレート
マスターミックス、酵素、内部
コントロールを分注・凍結乾燥
陽性コントロール
PCR グレード水

Cronobacter プレートキット

ISO 法準拠：MICROVAL 性能認証

サルモネラ キット

サルモネラ プレートキット
S. Enteritidis S. Typhimurium プレートキット

ISO 法準拠：MICROVAL 性能認証

大腸菌・赤痢菌 キット
大腸菌 O157 キット AOAC PTM 性能認証
ハイブリダイズプローブタイプ

STEC スクリーニング プレートキット
vtx1、vtx2、eae を分別

厚労省通知試験法収載

STEC ID プレートキット
リステリア プレートキット
リステリア モノサイトジェネス プレートキット
（O26,45,103,104,111,121,145,157）

リステリア キット
リステリア モノサイトジェネス キット
AOAC PTM 性能認証

カンピロバクター 定量キット
ボツリヌス キット ブルセラ キット

ビブリオ プレートキット

リアルタイム RT-PCR

ノロウィルス（GI,GII） キット
Thermo 社、ABI 社、Agilent 社、BioRad 社、Roche 社（LC480/96）など、TaqmanⓇ
プローブ用の多くのマルチプレックス機に対応
さまざまな食品試料から高感度検知を可能にする DNA 抽出キットもご用意

変敗微生物用も拡充！
■ カビ・酵母定量プレートキット
■ 変敗酵母キット

■ビールスクリーニングプレートキット
■Alicyclobacillus キット

製造：BIOTECON Diagnostics（ドイツ）

販売：株式会社プラクティカル

本品は食品衛生・環境等に関わる自主検査用キットであり、臨床検査等診断に用いることはできません。 必ず取扱説明書等をご覧頂き、使用・保
管・廃棄等の方法には充分ご注意下さい。 価格・仕様など、内容を予告無く変更する場合があります。

株式会社プラクティカル

Tel 043-306-1531

Fax 043-306-1541

E-mail: sales@practical.jp Web site: www.practical.jp

株式会社プラクティカル

foodproof®リアルタイムＰＣＲキット用
DNA 抽出精製 試料前処理キット
BIOTECON Diagnostics 社では、リアルタイム PCR 試験法をより高精度・
高感度にすべく、専用の試料前処理試薬キットを用意しています。同社では、
試験性能バリデーションを奥深く精緻に行い、多くの機関での認証を受けて
います。さまざまな食品群に対して優れた性能を発揮するためにも、
foodproof シリーズキットとあわせてのご利用をお勧めいたします。

StarPrep シリーズ
経済的なバルクタイプ 熱処理等による溶菌・精製
StarPrep One
StarPrep Two
StarPrep Three
StarPrep Four

グラム陰性菌キット用
グラム陽性菌、カビ・酵母キット用
STEC、ビブリオ、ビールキット用
酵母用

ShortPrep シリーズ
試料チューブへ分注済み コンタミリスク軽減
ShortPrep I
ShortPrep II
ShortPrep III

グラム陰性菌キット用
グラム陽性菌キット用
変敗微生物キット用

Sample Preparation Kit シリーズ
スピンカラム精製タイプ 様々な食品試料から高感度に
Sample Preparation Kit I グラム陰性菌キット用
Sample Preparation Kit II グラム陽性菌キット用
Sample Preparation Kit IV ウィルスキット用

Magnetic Preparation Kit シリーズ
自動システムによる多数検体用の前処理キットも各種取り揃えています。別途お問合せください。
■Reagent-D 試薬＝死菌影響除去用試薬もあります。腸内細菌科、カビ・酵母、ビブリオ等キット対応

製造：BIOTECON Diagnostics（ドイツ）

販売：株式会社プラクティカル

BIOTECON Diagnostics 社は 1998 年設立の PCR 検査試薬メーカーで多くのキットが MICROVAL、AOAC PTM
などの認証を受けています。CEO の Dr. Kornelia Berghof-Jaeger は ISO/CEN の微生物 PCR 標準検査法委員会長な
どを歴任しており、ISO17025 認定ラボを有するなど、最新の知見と技術に基づく世界有数のメーカーです。2020/08

本品は食品衛生・環境等に関わる自主検査用キットであり、臨床検査等診断に用いることはできません。 必ず取扱説明書等をご覧
頂き、使用・保管・廃棄等の方法には充分ご注意下さい。 価格・仕様など、内容を予告無く変更する場合があります。

株式会社プラクティカル

TEL:043-306-1531 FAX:043-306-1541

E-mail: sales@practical.jp

Web site: www.practical.jp

株式会社プラクティカル

foodproof

®

食品微生物

リアルタイムＰＣＲキット

foodproof® 腸内細菌科＋クロノバクター
foodproof® クロノバクター プレートキット

ISO 規格 微生物試験代替法 MICROVAL バリデーション済
ISO16140 共同試験規格により、ISO 標準法と性能を比較検証する欧州の認証機関
MICROVAL が、認定機関標準試料を用いて、認定試験所のみによるコラボスタディを行います
同社製前処理キット StarPrep を用い、腸内細菌科+Cronobacter キット単独およびサルモネラキットとの複合でも認証取得

◆腸内細菌科菌群と Cronobacter 属を同時に分別検知
◆内部陽性コントロールを添付
◆キャリーオーバー防止 UNG 配合
◆ABI、Roche、Agilent、BioRad、Thermo 社などの多くのリアルタイム PCR 機器に対応
■foodproof® 腸内細菌科＋Cronobacter (3216R30215）【MICROVAL】【AOAC PTM】認証
適用 乳幼児粉ミルク、細菌性食品、ビタミン粉、ココア、コーンスターチ、拭取試料
感度 1-10cfu/10g-100g
包含性 100% 腸内細菌科菌群 65 株 Cronobacter160 株 検証
排他性 100% 非腸内細菌科菌群 61 株 非 Cronobacter61 株 検証
■StarPrep® One (3216S40007）＝最高の性能を発揮するために同社製 DNA 抽出前処理試薬をお勧めします。
■foodproof® クロノバクター プレートキット (3216R60213）（試薬分注済み)もあります。

製造：BIOTECON Diagnostics（ドイツ）

販売：株式会社プラクティカル

BIOTECON Diagnostics 社は 1998 年設立の PCR 検査試薬メーカーで多くのキットが MICROVAL、AOAC PTM
などの認証を受けています。CEO の Dr. Kornelia Berghof-Jaeger は ISO/CEN の微生物 PCR 標準検査法委員会長な
どを歴任しており、ISO17025 認定ラボを有するなど、最新の知見と技術に基づく世界有数のメーカーです。2022/06
本品は食品衛生・環境等に関わる自主検査用キットであり、臨床検査等診断に用いることはできません。 必ず取扱説明書等をご覧
頂き、使用・保管・廃棄等の方法には充分ご注意下さい。 価格・仕様など、内容を予告無く変更する場合があります。

株式会社プラクティカル

TEL:043-306-1531 FAX:043-306-1541

E-mail: sales@practical.jp

Web site: www.practical.jp

株式会社プラクティカル

foodproof

®

食品微生物

リアルタイムＰＣＲキット

foodproof® クロノバクター プレートキット

Cronobacter spp. (E.sakazakii)

MICROVAL 認証済みの腸内細菌科＋クロノバクターキットと同じ

プライマー・プローブを利用したクロノバクター専用のリアルタイム PCR 用キット
操作時間は約 40 分、培養含め 24 時間で結果が得られます
◆プレートキット＝マスターミックス・酵素・内部コントロールを分注凍結乾燥済み。
抽出 DNA を滴下するだけの簡単操作でミス抑制。冷蔵保管。
◆内部陽性コントロールを添付
◆キャリーオーバー防止 UNG 配合
◆ABI、Roche、Agilent、BioRad、Thermo 社などの多くのリアルタイム PCR 機器に対応
0.2mL（Regular-透明）と 0.1mL（Low-白色）の 2 タイプのチューブでご提供できます
■foodproof® クロノバクター（E.sakazakii） (3216R60213-RP, -LP）
適用 乳幼児粉ミルク、ビタミンパウダー、スクロース、拭き取り試料等
感度 1-10cfu/10g
包含性 100% Cronobacter spp. 50 株 検証
排他性 100% 腸内細菌科菌群 非 Cronobacter spp. 50 株 検証
■StarPrep® One (3216S40007）＝最高の性能を発揮するために同社製 DNA 抽出前処理試薬をお勧めします。
■腸内細菌科菌群とともに分別検知する foodproof® 腸内細菌科＋クロノバクター キットもあります。

製造：BIOTECON Diagnostics（ドイツ）

販売：株式会社プラクティカル

BIOTECON Diagnostics 社は 1998 年設立の PCR 検査試薬メーカーで多くのキットが MICROVAL、AOAC PTM
などの認証を受けています。CEO の Dr. Kornelia Berghof-Jaeger は ISO/CEN の微生物 PCR 標準検査法委員会長な
どを歴任しており、ISO17025 認定ラボを有するなど、最新の知見と技術に基づく世界有数のメーカーです。2017/10
本品は食品衛生・環境等に関わる自主検査用キットであり、臨床検査等診断に用いることはできません。 必ず取扱説明書等をご覧
頂き、使用・保管・廃棄等の方法には充分ご注意下さい。 価格・仕様など、内容を予告無く変更する場合があります。

株式会社プラクティカル

TEL:043-306-1531 FAX:043-306-1541

E-mail: sales@practical.jp Web site: www.practical.jp

株式会社プラクティカル

foodproof

®

食品微生物

リアルタイムＰＣＲキット

foodproof® サルモネラ
foodproof® サルモネラ プレートキット
foodproof® S. Enteritidis S. Typhimurium プレートキット
ISO 規格 微生物試験代替法 MICROVAL バリデーション済
ISO16140 共同試験規格により、ISO 標準法と性能を比較検証する欧州の認証機関
MICROVAL が、認定機関標準試料を用いて、認定試験所のみによるコラボスタディを行います
同社製前処理キット StarPrep を用い、サルモネラキット単独および腸内細菌科キットとのコンビネーションで認証取得

◆内部陽性コントロールを添付 ◆キャリーオーバー防止 UNG 配合
◆ABI、Roche、Agilent、BioRad、Thermo 社などの多くのリアルタイム PCR 機器に対応
◆プレートキット＝マスターミックス・酵素・内部コントロールを分注凍結乾燥済み。
抽出 DNA を滴下するだけの簡単操作でミス抑制。冷蔵保管。
■foodproof® サルモネラ (3216R30227）【MICROVAL】【AOAC PTM】【NordVal】認証
感度 1-10cfu／25g 包含性 100% (サルモネラ 700 株検証） 排他性 100% (非サルモネラ 60 株検証)
■foodproof® サルモネラ プレートキット (3216R60227）
■foodproof® S. Enteritidis S. Typhimurium プレートキット (3216R30234）
■StarPrep® One (3216S40007）＝最高の性能を発揮するために同社製 DNA 抽出前処理試薬をお勧めします。

製造：BIOTECON Diagnostics（ドイツ）

販売：株式会社プラクティカル

BIOTECON Diagnostics 社は 1998 年設立の PCR 検査試薬メーカーで多くのキットが MICROVAL、AOAC PTM
などの認証を受けています。CEO の Dr. Kornelia Berghof-Jaeger は ISO/CEN の微生物 PCR 標準検査法委員会長な
どを歴任しており、ISO17025 認定ラボを有するなど、最新の知見と技術に基づく世界有数のメーカーです。2017/07
本品は食品衛生・環境等に関わる自主検査用キットであり、臨床検査等診断に用いることはできません。 必ず取扱説明書等をご覧
頂き、使用・保管・廃棄等の方法には充分ご注意下さい。 価格・仕様など、内容を予告無く変更する場合があります。

株式会社プラクティカル

TEL:043-306-1531 FAX:043-306-1541

E-mail: sales@practical.jp Web site: www.practical.jp

株式会社プラクティカル

foodproof

®

食品微生物

リアルタイムＰＣＲキット

foodproof® ＳＴＥＣ スクリーニングキット
厚生労働省 食安監発 1120 号 通知検査法 収載(H26)
腸管出血性大腸菌 ベロ毒素(VT)遺伝子 検出スクリーニング
stx1、stx2、eae および内部コントロールの分別検知（4ch）
stx1 と stx2 を分別検知、それぞれ多様な変異型に対応、同時に eae の有無も取得できます
FAM：stx1（stx1, stx1c, stx1d） HEX：stx2（stx2, stx2c, stx2d, stx2e, stx2f, stx2g）
ROX：eae（インチミン遺伝子） Cy5：内部コントロール

◆プレートキット＝マスターミックス・酵素・内部コントロールを分注凍結乾燥済み。
抽出 DNA を滴下するだけの簡単操作でミス抑制。冷蔵保管。
◆内部陽性コントロールを添付 ◆キャリーオーバー防止 UNG 配合
◆ABI、Roche、Agilent、BioRad、Thermo 社などの多くのリアルタイム PCR 機器に対応
0.2mL（Regular-透明）と 0.1mL（Low-白色）の 2 タイプのチューブでご提供できます
STEC ID キットもあります
O26,O45,O103,O104,O111,
■foodproof® STEC スクリーニング キット(96) (3216D60211)
O121,O145,O157 を分別
性能： ISO/TS 13136 における標準 PCR 法との比較で同等以上の性能があります。
感度： 抽出 DNA 10 コピー/stx1,stx2（試料 5～30μL） 培養液 102～10３cfu/mL（StarPrep One 使用時）
包含性： O 血清型 51 種 214 菌株で比較、全てで一致。さらには stx2f をも当キットでのみ検出
排他性： E.coli と Shigella 21 株を含む腸内細菌 46 菌株で比較、一致。（Shigella dysenteriae 1 型と eae 有する EPEC を除く）
製造：BIOTECON Diagnostics（ドイツ）

販売：株式会社プラクティカル

BIOTECON Diagnostics 社は 1998 年設立の PCR 検査試薬メーカーで多くのキットが MICROVAL、AOAC PTM
などの認証を受けています。CEO の Dr. Kornelia Berghof-Jaeger は ISO/CEN の微生物 PCR 標準検査法委員会長な
どを歴任しており、ISO17025 認定ラボを有するなど、最新の知見と技術に基づく世界有数のメーカーです。2017/07
本品は食品衛生・環境等に関わる自主検査用キットであり、臨床検査等診断に用いることはできません。 必ず取扱説明書等をご覧
頂き、使用・保管・廃棄等の方法には充分ご注意下さい。 価格・仕様など、内容を予告無く変更する場合があります。

株式会社プラクティカル

TEL:043-306-1531 FAX:043-306-1541

E-mail: sales@practical.jp Web site: www.practical.jp

株式会社プラクティカル

foodproof

®

食品微生物

リアルタイムＰＣＲキット

foodproof® ＳＴＥＣ ID キット
通知検査法収載 STEC スクリーニング キット 姉妹品
O26, O45, O103, O104, O111, O121, O145, O157
O 抗原 8 血清型を一括検知および融解曲線で分別
HEX：O26,O104,O103 の融解分別 ROX：O157,O111,O145 の融解分別
FAM：８血清型一括検知 Cy5：内部コントロールの確認検知と O121,O45,内部コントロールの融解分別

◆プレートキット＝マスターミックス・酵素・内部コントロールを分注凍結乾燥済み。
抽出 DNA を滴下するだけの簡単操作でミス抑制。冷蔵保管。
◆内部陽性コントロールを添付 ◆キャリーオーバー防止 UNG 配合
◆ABI、Roche、Agilent、BioRad、Thermo 社などの多くのリアルタイム PCR 機器に対応
0.2mL（Regular-透明）と 0.1mL（Low-白色）の 2 タイプのチューブでご提供できます
■foodproof® STEC ID キット(48) (3216R60212)
このキットは foodprrof STEC スクリーニングキットで陽性となった試料の追加試験として上記 O 抗原８血清型それ
ぞれの有無を確認するために開発されており、上記血清型大腸菌を VT 遺伝子の有無によらず検出します。
■foodproof® STEC スクリーニング キット(96) (3216D60211)(通知法収載 VT 遺伝子スクリーニング試験)
■StarPrep one キット(48) (3216S40007)（DNA 抽出前処理用試薬）

製造：BIOTECON Diagnostics（ドイツ）

販売：株式会社プラクティカル

BIOTECON Diagnostics 社は 1998 年設立の PCR 検査試薬メーカーで多くのキットが MICROVAL、AOAC PTM
などの認証を受けています。CEO の Dr. Kornelia Berghof-Jaeger は ISO/CEN の微生物 PCR 標準検査法委員会長な
どを歴任しており、ISO17025 認定ラボを有するなど、最新の知見と技術に基づく世界有数のメーカーです。2017/07
本品は食品衛生・環境等に関わる自主検査用キットであり、臨床検査等診断に用いることはできません。 必ず取扱説明書等をご覧
頂き、使用・保管・廃棄等の方法には充分ご注意下さい。 価格・仕様など、内容を予告無く変更する場合があります。

株式会社プラクティカル

TEL:043-306-1531 FAX:043-306-1541

E-mail: sales@practical.jp Web site: www.practical.jp
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foodproof

®

食品微生物

リアルタイムＰＣＲキット

foodproof® カンピロバクター 定量キット
（5’Nuclease 加水分解プローブタイプ）

◆マルチプレックス（4 波長）により、同時に
C. jejuni, C. coli, C. lari, C. upsaliensis の一括検知と C. jejuni、C. coli の分別検知が可能
◆添付標準プラズミドにより、定量試験が可能
◆内部陽性コントロールを添付 ◆キャリーオーバー防止 UNG 配合
◆増菌培養後、30 分の DNA 抽出と 1～２時間のリアルタイム PCR 判定
■foodproof® カンピロバクター定量キット (3216R30205）
感度：1-10cfu／25g 包含性：100% (C. jejuni, C. coli, C. lari, C. upsaliensis 4 種 193 株で検証)（C. insulaenigrae 検知）
排他性：100% (他のカンピロバクター属菌および Helicobacter、Arcobacter、同生育条件菌など 74 株で検証)
最高の性能を発揮するために同社製 DNA 抽出前処理試薬をお勧めします。
■Sample Preparation Kit II（食品試料用高性能カラムタイプ）(3216S40005）
■ShortPrep II（分注済み）(3216S40002）■StarPrep One（バルクタイプ）(3216S40007）

ABI、Roche、Agilent、BioRad、Thermo 社などの多くのリアルタイム PCR 機器に対応できます

foodproof® カンピロバクター（ハイブリダイズプローブタイプ）もあります
■foodproof® カンピロバクター (3216R31005）（LCⅡ、LC480Ⅱ対応）（定量不可）
(C. jejuni, C. coli, C. lari, C. upsaliensis, C. hyointestinalis, C. fetus 検知)

製造：BIOTECON Diagnostics（ドイツ）

販売：株式会社プラクティカル

BIOTECON Diagnostics 社は 1998 年設立の PCR 検査試薬メーカーで多くのキットが MICROVAL、AOAC PTM
などの認証を受けています。CEO の Dr. Kornelia Berghof-Jaeger は ISO/CEN の微生物 PCR 標準検査法委員会長な
どを歴任しており、ISO17025 認定ラボを有するなど、最新の知見と技術に基づく世界有数のメーカーです。2017/07
本品は食品衛生・環境等に関わる自主検査用キットであり、臨床検査等診断に用いることはできません。 必ず取扱説明書等をご覧
頂き、使用・保管・廃棄等の方法には充分ご注意下さい。 価格・仕様など、内容を予告無く変更する場合があります。
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foodproof® リステリアモノサイトジェネス
foodproof® リステリア属
◆増菌培養後、30 分の DNA 抽出と 1 時間のリアルタイム PCR 判定
◆内部陽性コントロールを添付 ◆キャリーオーバー防止 UNG 配合
モノサイトジェネスキット【AOAC PTM】：感度 1-10cfu／25g 包含性 100% (102 株で検証） 排他性 100% (非 60 株)
リステリア属キット：感度 1-10cfu／25g 包含性 100% (7 種 105 株で検証） 排他性 100% (非 56 株で検証)

foodproof® リステリアモノサイトジェネス プレートキット
プレートキットは、マスターミックス・酵素・内部コントロールを分注凍結乾燥済み。
抽出 DNA を滴下するだけの簡単操作でミス抑制。冷蔵保管。

foodproof®

シリーズは…
ABI、Roche、Agilent、BioRad、Thermo 社などの多くのリアルタイム PCR 機器に対応できます

■foodproof® リステリア モノサイトジェネス (3216R30223）【AOAC PTM】認証
■foodproof® リステリア属 (3216R30220）
■foodproof® リステリア モノサイトジェネス プレートキット (3216R60223）
■StarPrep® Two (3216S40008）＝最高の性能を発揮するために同社製 DNA 抽出前処理試薬をお勧めします。

製造：BIOTECON Diagnostics（ドイツ）

販売：株式会社プラクティカル

BIOTECON Diagnostics 社は 1998 年設立の PCR 検査試薬メーカーで多くのキットが MICROVAL、AOAC PTM
などの認証を受けています。CEO の Dr. Kornelia Berghof-Jaeger は ISO/CEN の微生物 PCR 標準検査法委員会長な
どを歴任しており、ISO17025 認定ラボを有するなど、最新の知見と技術に基づく世界有数のメーカーです。2017/07
本品は食品衛生・環境等に関わる自主検査用キットであり、臨床検査等診断に用いることはできません。 必ず取扱説明書等をご覧
頂き、使用・保管・廃棄等の方法には充分ご注意下さい。 価格・仕様など、内容を予告無く変更する場合があります。
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foodproof® ビブリオ プレートキット
腸炎ビブリオ・バルニフィカス・コレラ検出と病原性毒素判別

V.parahaemolyticus(FAM), V.vulnificus(HEX), V.cholerae(ROX)
および内部コントロール(Cy5)の分別検知（4ch）

さらに tdh(FAM), trh1 & trh2(HEX), ctx(ROX)を融解曲線で判別
◆内部陽性コントロールを添付 ◆キャリーオーバー防止 UNG 配合
◆ABI、Roche、Agilent、BioRad、Thermo 社などの多くのリアルタイム PCR 機器に対応
0.2mL（Regular-透明）と 0.1mL（Low-白色）の 2 タイプのチューブでご提供できます

◆プレートキット＝マスターミックス・酵素・内部コントロールを分注凍結乾燥済み。
抽出 DNA を滴下するだけの簡単操作でミス抑制。冷蔵保管。
■foodproof® ビブリオ プレートキット (3216D60244-RP) (3216D60244-LP)
感度： 抽出精製 DNA 1ge/tube、培養液中 103～104 cfu/ml。 病原性毒素判別は 10～25ge/tube※１
包含性： 100% V.parahaemolyticus 74 株（毒素産生 12 株）,V.vulnificus 26 株,V.cholerae 49 株（毒素産生 6 株）検証
排他性： 100% V.alginolyticus 12 株,V.mimicus 5 株,他 Vibrio 属 14 種 18 株,他 Vibrionaceae 6 種 6 株 検証
※1 ■StarPrep® Three (3216S40018＝抽出前処理試薬) ■Reagent-D 試薬（3216A50002 死菌影響除去）

製造：BIOTECON Diagnostics（ドイツ）

販売：株式会社プラクティカル

BIOTECON Diagnostics 社は 1998 年設立の PCR 検査試薬メーカーで多くのキットが MICROVAL、AOAC PTM
などの認証を受けています。CEO の Dr. Kornelia Berghof-Jaeger は ISO/CEN の微生物 PCR 標準検査法委員会長な
どを歴任しており、ISO17025 認定ラボを有するなど、最新の知見と技術に基づく世界有数のメーカーです。2017/07
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foodproof® ノロウィルス(GI, GII, GIV)
foodproof® ウィルス試料前処理キット
GⅠ、GⅡ、GⅣをマルチプレックス法で検知
ISO/TS 15216 準拠のプライマー・プローブ利用
陽・陰性コントロール及びプロセスコントロール同梱
◆ワンステップ リアルタイム RT-PCR で、RNA 精製※から結果まで 3 時間
◆貝類のほか、ベリー類、ひき肉などの食品からも検出検証済み（糞便試料も可）
◆ABI、Roche、Agilent、BioRad、Thermo 社などの多くのリアルタイム PCR 機器※※に対応
■foodproof® ノロウィルス 検出キット (3216R30238）ISO/TS 15216 準拠
適用 貝類、ベリー類、ひき肉、糞便試料
感度 GⅠ、GⅡとも 10 copy/reaction （精製時）（試料中の感度は抽出精製により異なります）
包含性 GⅠ9 種 GⅡ10 種（GⅡ.P17 含む） GⅣ1 種 検知確認済み
排他性 非対象 11 種検知せず確認済
※ ■foodproof® ウィルス前処理キット（Lysis buffer、Carrier t-RNA、スピンカラム等) (3216S40014）
※※FAM、VIC/HEX、ROX のマルチプレックス対応であること。（LC480：別途 Color Compensation Set 3 必要）

製造：BIOTECON Diagnostics（ドイツ）

販売：株式会社プラクティカル

BIOTECON Diagnostics 社は 1998 年設立の PCR 検査試薬メーカーで多くのキットが MICROVAL、AOAC PTM
などの認証を受けています。CEO の Dr. Kornelia Berghof-Jaeger は ISO/CEN の微生物 PCR 標準検査法委員会長な
どを歴任しており、ISO17025 認定ラボを有するなど、最新の知見と技術に基づく世界有数のメーカーです。2017/07
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foodproof® カビ・酵母定量プレートキット
乳製品中のカビ・酵母をリアルタイム PCR 法で迅速定量
◆従来の培養法 5 日を大幅短縮。約 5 時間で定量（操作は 2 時間）
◆ミルク、ヨーグルト、バター、チーズ、ホエーなどさまざまな乳製品に対応
◆マスターミックス・酵素・内部コントロールを分注凍結乾燥済み。
◆抽出 DNA を滴下するだけの簡単操作でミス抑制。冷蔵保管。
◆内部陽性コントロールを添付 ◆キャリーオーバー防止 UNG 配合
◆Reagent D 試薬処理により、死菌の影響を排除可能
◆Thermo、ABI、Agilent、BioRad、Roche 社などの多くのリアルタイム PCR 機器に対応
0.2mL（Regular-透明）と 0.1mL（Low-白色）の 2 タイプのチューブでご提供できます
■foodproof® カビ・酵母 定量プレートキット (3216R10013-RP) (3216R10013-LP)
感度： 試料中 10～102 cfu/g（試料タイプによる） （定量用標準濃度 10～104 GE/反応）
包含性： 100% 250 種 300 株以上で検証済み
排他性： 100% 50 株以上で検証済み
■StarPrep® Two (3216S40008＝抽出前処理試薬)
■Reagent-D 試薬（3216A50002 死菌影響除去）

製造：BIOTECON Diagnostics（ドイツ）

販売：株式会社プラクティカル

BIOTECON Diagnostics 社は 1998 年設立の PCR 検査試薬メーカーで多くのキットが MICROVAL、AOAC PTM
などの認証を受けています。CEO の Dr. Kornelia Berghof-Jaeger は ISO/CEN の微生物 PCR 標準検査法委員会長な
どを歴任しており、ISO17025 認定ラボを有するなど、最新の知見と技術に基づく世界有数のメーカーです。2017/07
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foodproof® 変敗酵母プレートキット#1 #2
ビール・ワイン・飲料変敗酵母をリアルタイム PCR 法で迅速検知
◆製造工程および保管に影響ある主要な変敗酵母を約 2 時間で検知（操作は 40 分）
◆ビール、ワイン、飲料および投入酵母含む原材料に対応
◆マスターミックス・酵素・内部コントロールを分注凍結乾燥済み。
◆抽出 DNA を滴下するだけの簡単操作でミス抑制。冷蔵保管。
◆内部陽性コントロールを添付 ◆キャリーオーバー防止 UNG 配合
◆Reagent D 試薬処理により、死菌の影響を排除可能
◆Thermo、ABI、Agilent、BioRad、Roche 社などの多くのリアルタイム PCR 機器に対応
0.2mL（Regular-透明）と 0.1mL（Low-白色）の 2 タイプのチューブでご提供できます
■foodproof® 変敗酵母プレート#1 キット(48) (3216R60247-RP) (3216R60247-LP)
Dekkera/Brettanomyces, Zygosaccharomyces, Saccharomyces spp. （添付コントロールにより定量試験可）

■foodproof® 変敗酵母プレート#2 キット(48) (3216R60248-RP) (3216R60248-LP)
S.cerevisiae var. diastaticus, Wickerhamomyces anomalus, Kazachstania exigua & Schizosaccharomyces pombe

感度：
試料中 102 cfu/g （定量用標準濃度 10～104 GE/反応）
包含性： #1 キット 134 株以上で検証済み
#2 キット 49 株以上で検証済み
排他性： #1 キット 37 株以上で検証済み
#2 キット 65 株以上で検証済み
■StarPrep® Two (3216S40008＝抽出前処理試薬) ■Reagent-D 試薬（3216A50002 死菌影響除去）

製造：BIOTECON Diagnostics（ドイツ）

販売：株式会社プラクティカル

BIOTECON Diagnostics 社は 1998 年設立の PCR 検査試薬メーカーで多くのキットが MICROVAL、AOAC PTM
などの認証を受けています。CEO の Dr. Kornelia Berghof-Jaeger は ISO/CEN の微生物 PCR 標準検査法委員会長な
どを歴任しており、ISO17025 認定ラボを有するなど、最新の知見と技術に基づく世界有数のメーカーです。2020/08
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foodproof® ビール

スクリーニング プレートキット

ビール中の変敗微生物をリアルタイム PCR 法でスクリーニング
◆ DNA 抽出～結果まで約 2.5 時間で主要なビール変敗菌をスクリーニング
Lactobacillus、Pediococcus、Pectinatus、Megasphaera、Hop 耐性遺伝子を検知
◆マスターミックス・酵素・内部コントロールを分注凍結乾燥済み。
◆抽出 DNA を滴下するだけの簡単操作でミス抑制。冷蔵保管。
◆内部陽性コントロールを添付 ◆キャリーオーバー防止 UNG 配合
◆Thermo、ABI、Agilent、BioRad、Roche 社などの多くのリアルタイム PCR 機器に対応
0.2mL（Regular-透明）と 0.1mL（Low-白色）の 2 タイプのチューブでご提供できます
■foodproof® ビールスクリーニング プレート(96)

(3216R60202-RP) (3216R60202-LP)

FAM：Lactobacillus, Pediococcus, Pectinatus, Megasphaera 一括、HEX：L. brevis、ROX：hop 耐性 horA hor

■foodproof® ビールスクリーニング プレート#2(96)

(3216R60206-RP) (3216R60206-LP)

FAM：Lactobacillus, Pediococcus 一括、HEX：Pectinatus, Megasphaera 一括、ROX：hop 耐性 horA hor

感度： 試料中 1～10 cfu/mL
包含性： Lactobacillus、 Pediococcus、 Pectinatus、 Megasphaera の 31 種で検証済み
適用試料： ビール、酵母、拭き取り試料
■StarPrep® Two (3216S40008＝抽出前処理試薬) ■StarPrep® Three (3216S40018＝抽出前処理試薬)

製造：BIOTECON Diagnostics（ドイツ）

販売：株式会社プラクティカル

BIOTECON Diagnostics 社は 1998 年設立の PCR 検査試薬メーカーで多くのキットが MICROVAL、AOAC PTM
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foodproof® Alicyclobacillus キット

グアイアコル等の原因をリアルタイム PCR 法で検知
◆DNA 抽出～結果まで約 2 時間半で検知 （前培養 48 時間）
Alicyclobacillus 属の検知と同時に A.acidoterrestris を分別検知
◆添付標準プラズミドにより、定量試験が可能
◆内部陽性コントロールを添付
◆キャリーオーバー防止 UNG 配合

◆Thermo、ABI、Agilent、BioRad、Roche 社などの多くのリアルタイム PCR 機器に対応
FAM、VIC/HEX、ROX/TexasRed チャンネルを有するいわゆる Taqman プローブ対応
■foodproof® Alicyclobacillus キット (3216R30228)
感度： 培養液中 102 ～103cfu/mL
包含性： Alicyclobacillus 属 14 種 38 株（A.acidoterrestris 含む）で検証済み
排他性： 近縁属種等 40 株で検証済み
適用試料： 果汁、果実、トマトペースト、トマトジュース、果実スプレッド
■ShortPrep® II (3216S40002＝抽出前処理試薬 迅速精製)
■Sample Preparation Kit II (3216S40005＝抽出前処理試薬 カラム精製)
■StarPrep® Two (3216S40008＝抽出前処理試薬)

製造：BIOTECON Diagnostics（ドイツ）

販売：株式会社プラクティカル

BIOTECON Diagnostics 社は 1998 年設立の PCR 検査試薬メーカーで多くのキットが MICROVAL、AOAC PTM
などの認証を受けています。CEO の Dr. Kornelia Berghof-Jaeger は ISO/CEN の微生物 PCR 標準検査法委員会長な
どを歴任しており、ISO17025 認定ラボを有するなど、最新の知見と技術に基づく世界有数のメーカーです。2017/10
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食品微生物・ウィルス

リアルタイム PCR キット

foodproof

®

シリーズ

製造： BIOTECON Diagnostics（ドイツ）

腸内細菌科菌群
Cronobacter 属
サルモネラ
腸管出血性大腸菌(VT 産生)
大腸菌 O157
大腸菌・赤痢菌
カンピロバクター
リステリア リステリア モノサイトジェネス
ボツリヌス
ブルセラ
ビブリオ（腸炎ビブリオ、ビブリオバルニフィカス、コレラ）
ノロウィルス
カビ・酵母
変敗酵母
ビールスクリーニング
アリシクロバチルス

販売 株式会社
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