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CLuc Reporter Assay 購入申し込みについて 

 

平素は格別のご愛顧を賜り，厚く御礼申し上げます。  

この度は、CLuc Reporter Assay Systemについてのお問い合わせ頂き誠にありがとうございま

した。  

本製品は、財団法人日本産業技術振興協会産総研イノベ－ションズ（以下「イノベーションズ」

と言います）との契約のもと、独立行政法人産業技術総合研究所（以下「産総研」と言います）

と当社が共同で所有する特許（特許出願番号2002-382996号 特許出願番号

PCT/JP2006/311597号号 特許出願番号PCT/JP2006/319000号）に基づいた製品です。 

 

お問い合わせいただいた商品のご購入にあたりましては、知的財産権保護のため同意のご確

認をさせていただいております。製品使用同意書の内容をよくお読みの上、同意される場合は、

ページ5のCLuc Reporter Assay購入申込書に貴機関名，ご所属(教室，研究室，講座名等)をご

記入後、郵送、FAX、e-mail等で弊社までお送り下さい。 

ご返送いただくことにより同意のご確認とさせていただいております。  

 

 

商品の発送は CLuc Reporter Assay 購入申込書の受領後になります。 

同意内容の詳細につきましては下記当社担当窓口までご連絡下さい。 

 

 

＜ご送付先／お問い合わせ先＞ 

〒111-0041 

東京都台東区元浅草３－２－２ 

アトー株式会社 

ベクターライセンスプログラム 担当窓口 

TEL  ： 03-5827-4861 

FAX  ： 03-5827-6647 
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製品使用同意書 

 

（定義）  

本製品使用同意書において以下の用語は次の意味を有するものとする。  

 

（１）「本特許」とは、以下の特許出願及びこれらに基づき取得される特許権をいう。 

出願番号 ： 2002-382996号  

発明の名称 ： 「高分泌型ウミボタル類縁発光酵素のタンパク質」  

出願番号 ： PCT/JP2006/311597号  

発明の名称 ： 「分泌型発光酵素を用いた酵母レポーターアッセイ」 

出願番号 ： PCT/JP2006/319000号 

発明の名称 ： 「ウミホタルルシフェリン発光基質及び製造法」 

（２）「本製品」とは、本特許に係る発明を実施して製造されるウミホタルルシフェラー

ゼ遺伝子転写活性測定用ベクタ－、ウミホタルルシフェリン発光基質、弊社から供給

を受ける本特許に係る発明を実施して製造されるウミホタルルシフェラーゼ標準酵素

及びウミホタルルシフェラーゼ遺伝子転写活性測定用キット「発光試薬希釈液」を言

う。 

 

（同意条件） 

1. 本製品の使用及び複製物を使用することは研究用途に限ること。 

2. 本製品又は本製品の複製物の販売、賃貸又は本製品そのもの又は本製品の複製物を用い

たサ－ビスの提供等を目的とする行為をしないこと。  

3. 本製品及び複製物又は派生物の構成品の譲渡・再販売をしないこと。 

4. 本特許の改良技術を開発し、それに関して工業所有権の出願を希望する場合は、当社に

速やかに連絡し、当該工業所有権の取扱いについて当社と協議することとし、当社の事

前の書面による承諾を得ることなく当該改良技術について工業所有権の出願をしないこ

と。  

5. 当社、産総研及びイノベ－ションズは、本特許の使用が貴機関の使用目的に対して必ず

しも効能、性能を有することを保証するものではないことを了解すること。  

6. 本製品の使用に関し、貴機関と第三者との間で生じる効能、性能その他の事項に基づく

紛争、係争、損害賠償請求その他のクレームや請求に対しては、貴機関の責任と費用負

担により、これを解決し、当社、産総研又はイノベ－ションズに対して、何ら累を及ぼ

さないこと。  
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7. 当社、産総研及びイノベ－ションズは、貴機関による本製品の使用が、第三者の知的財

産権を侵害しないことを保証するものではないこと。  

8. 貴機関による本製品の使用が第三者の知的財産権を侵害し、当該第三者との間に紛争又

は係争を生じた場合には、すべて貴機関の責任と費用負担においてこれに対処するもの

とし、如何なる意味においても、当社、産総研又はイノベ－ションズに対して、累をお

よぼさないこと。  

9. 当社、産総研及びイノベ－ションズは、本特許の有効性について保証するものではない

こと。  

10. 当社、産総研及びイノベ－ションズは、本特許の維持、保全に関して一切の義務を負う

ものではなく、貴機関の承諾を得ることなく当社、産総研又はイノベ－ションズの裁量

にて本特許の一部又は全部を放棄、取り下げ、権利消滅（年金不納による場合を含む）

することができることを了解すること。  

11. 本製品の使用により知り得た当社の業務上の秘密事項について厳に秘密を保持し、これ

を第三者に開示、漏洩しないこと。  

12. 本製品の使用により知り得た当社の業務上の秘密事項を本製品使用以外の目的に使用し

ないこと。  

13. 当社が産総研又はイノベ－ションズに対し、CLuc Reporter Assay購入申込書へのご記入

内容又はCLuc Reporter Assay購入申込書の写しを開示、提供することができること。  

14. 貴機関が次の各号の一に該当したときは、直ちに使用を中止すること。  

（１） 守秘義務に違反したとき  

（２） 直接又は間接を問わず、本特許の有効性について争ったとき 

15. 14に定めるもののほか、貴機関が本製品使用同意書に記載する事項に違反し又は履行を

怠り、その違反の是正又は履行を催告され、催告後１５日以内に貴機関がこれを是正し

ないときは本使用を直ちに中止すること。 

16. 当社は貴機関の本製品使用同意書に記載する事項の違反又は不履行により被った一切の

損害の賠償を貴機関に請求することができること。 

17. 本製品を研究用途以外に使用しないこと。 

18. 本製品を商業用途に使用しないこと。 

 

 以上の内容に同意される場合は、別紙１の購入申込書に必要事項をご記入の上、当社まで

ご返送下さい。  

 

本紙の内容につきましては固くご遵守願います。 
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CLuc Reporter Assay 製品リスト 

CLuc レポーターアッセイキット 

型式 製品名 容量 価格 

CL-M100 CLuc レポーターアッセイキット動物細胞用 100 反応 32,000 円 

CL-M1000 CLuc レポーターアッセイキット動物細胞用 1000 反応 82,000 円 

CL-Y100 CLuc レポーターアッセイキット酵母用 100 反応 32,000 円 

CL-Y1000 CLuc レポーターアッセイキット酵母用 1000 反応 82,000 円 

動物細胞用 CLuc レポーターベクター 

型式 製品名 容量 価格 

CL-VM1 CLuc プロモーターレスベクター動物細胞用（pCL vector） 10μg 11,000 円 

CL-VMC1 CLuc コントロールベクター動物細胞用（pCL-sv vector）  10μg 11,000 円 

酵母用 CLuc レポーターベクター 

型式 製品名 容量 価格 

CL-VY1 CLuc プロモーターレスベクター酵母用（pCL vector） 10μg 11,000 円 

CL-VYC1 CLuc コントロールベクター酵母用（pCL-sv vector）  10μg 11,000 円 

CLuc 発光基質 

型式 製品名 容量 価格 

CL-S100 CLuc 発光基質 100 100 反応 20,000 円 

CL-S1000 CLuc 発光基質 1000  1000 反応 80,000 円 

CLuc 標準酵素 

型式 製品名 容量 価格 

CL-E CLuc 標準酵素 10 回 8,800 円 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※ CLuc レポーターアッセイキットは CLuc レポーターベクター（プロモーターレスベクター、

コントロールベクター）、CLuc 標準酵素、CLuc 発光基質の三品がセットになっています。測

定に必要な消耗品は CLuc 発光基質のみですので、次回からご購入の際には CLuc 発光基質を

お求め下さい。 

CLuc Reporter Assay 購入申込書 



5/5 

 

CLuc Reporter Assay 購入申込書  
 

記入日      年     月     日  

 

●製品使用同意書の内容に同意し、購入を申し込みます。 

 
＜貴機関名＞  

 

＜ご所属名＞  

 

＜ご氏名＞    

 

＜ご住所＞  

〒    -  

 

＜TEL＞  ： (      )     -  

＜FAX＞  ： (      )     -  

＜E-mail＞ ：  

＜購入品＞  

 

＜使用目的概略＞ 

 

＜ユーザー登録＞ 

 

はい、登録します
 

 

いいえ、登録しません
 

 

品名： 

型式：    個数： 

品名： 

型式：    個数： 

品名： 

型式：    個数： 
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当社が収集した個人情報は、次の目的の範囲で利用します。 

 ・購入商品の確認や配送のため。 

 ・問い合わせに対する回答や確認の連絡のため。 

 ・新商品の情報をお知らせするため。 

 ・商品やサービスに関する情報をお送りするため。 

当社は、お客様の個人情報について、適切な管理を行い、紛失、改ざん、不正アクセス、漏

洩などの防止に努めます。 

 


