
ヒト血小板由来 細胞培養添加物

UltraGRO TM  シリーズ

MSC / iPS 細胞 / ES 細胞 / 免疫細胞の培養に

　現在、欧米の臨床現場において、FBS に代わってヒト血小
板溶解物（Human platelet lysate：HPL）が数多く使用されるよう
になってきているという報告がなされています※。
   
UltraGroTM シリーズ（AventaCell BioMedical 社）は、米国の輸血
用製剤を原料とする HPL で、高品質・高性能な細胞培養増
殖添加物です。

本製品は細胞培養に必要な各種の増殖因子やサイトカインを
豊富に含み、ヒト間葉系幹細胞（MSC）をはじめ、iPS 細胞、
ES 細胞、免疫細胞の培養にご利用いただけます。

※参考文献　
�. Biol Blood Marrow Transplant ����; ��: ���-���  
�. Cytotherapy ����; ��: ���-���

FBS の代わりに︕ 豊富な増殖因子とサイトカインにより低濃度で抜群の効率性︕
トレーサビリティが担保された米国の輸血用血小板製剤から製造され、ロット間差が少ない︕

MSC で検証︕ UltraGROTM は少量で FBS と同等以上の効率性︕

AventaCell BioMedical Co., Ltd. ("AventaCell") is among the 
world leaders devoted to developing novel human-derived 
products for use in cell culture and tissue regeneration. 
Helios Bioscience is AventaCell's product family brand for 
their products to be used in cell  culture and tissue 
regeneration. AventaCell technologies used in the Helios 
Bioscience line offer new human-derived solutions for use in 
translational research of cell and tissue-based therapies to 
meet the need for animal serum-free cell expansion and 
production. The demand for safe, efficient and cost-effective 
cell expansion and production is rapidly increasing with the 
growth in cell therapy and regenerative medicine research 
and clinical development. Helios Bioscience products are 
designed to support expansion and production of a broad 
range of cells including mesenchymal stem cells and 
multiple immunocell lines. AventaCell is committed to 
providing animal serum-free products to accelerate the 
research, development and commercialization of safe and 
efficacious cell and tissue-based therapeutics.

Made in USA

UCMSC
Human umbilical cord-derived mesenchymal stem cells 
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ADMSC
Human adipose-derived mesenchymal stem cells 
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BMMSC
Human bone marrow-derived mesenchymal stem cells 
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UltraGRO TM  /   UltraGRO TM  -Advanced /  UltraGRO TM -PURE

ヒト ES 細胞培養（feeder free）における多能性マーカーの発現確認
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Human ES cells grow in 2.5% UltraGROTM-Advanced on a 
laminin-coated plate for 10 passages were assayed for the 
undifferentiated state by IF staining for the pluripotency 
markers.

Pluripotency marker expression at 10 
passages of hES cells on feeder-free system



✓ 細胞培養に必要な増殖因子やサイトカインが豊富
✓ 原材料は米国の輸血用血小板製剤であり、トレーサビリティが担保
✓ 原材料は米国 FDAガイドラインに従って各種病原体の試験実施済み※１

✓ UltraGROTM-Advanced は米国においてDMF登録済み、4つの治験で使用及び４つの IND提出
✓ 多くの供血者の血小板をプールして製造しているため、ロット間差が少ない
✓ ロット毎に製品試験を実施し、試験成績書あり※２

※１実施試験
　・HBsAg, Hepatitis B core antibody (anti-HBc), HIV antibody (anti-HIV-1/2), Hepatitis C antibody (anti-HCV), HTLV-1/2 antibody (anti-HTLV-1/2), Trypanosoma cruzi antibody (anti-T. cruzi)
　・HIV-1, HCV, HBV, WNV nucleic acid testing and Syphilis microhemagglutination test. 
※２実施試験
　ヒトMSCを使用した性能試験／エンドトキシン試験／マイコプラズマ試験／無菌試験

性能
・各種幹細胞培養において、FBS よりも低濃度で置き換えが可能であり、増殖率も同等以上
・UltraGROTM シリーズ 3製品のMSCに対する性能はほぼ同等
・iPS 細胞、ES 細胞培養にも使用可能
・ NK 細胞等免疫細胞培養において、正常人の自己血と同等の活性

【参考文献】
J Tissue Eng Regen Med.2016 Jul 22. doi: 10.1002/term.2200. [Epub ahead of print]
Integrated culture platform based on a human platelet lysate supplement for the 
isolation and scalable manufacturing of umbilical cord matrix-derived mesenchymal 
stem/stromal cells.　

製 品 番 号 製 品 名 内 容 量 備　考 価　格

お問い合わせください。

UltraGROTM

UltraGROTM

     -Advanced

Heparin を添加して使用します。

Heparin 添加不要
※医薬品グレードの Heparin 添加済

Heparin 添加不要・Xeno-free
※Heparin 代替化合物 添加済

50 mL

100 mL

500 mL

50 mL

100 mL

500 mL

50 mL

100 mL

500 mL

UltraGROTM

         -PURE

HPCPLCRL05

HPCPLCRL10

HPCPLCRL50

HPCFDCRL05

HPCFDCRL10

HPCFDCRL50

HPCHXCRL05

HPCHXCRL10

HPCHXCRL50

研究用グレード

GMP グレード
製 品 番 号 製 品 名 内 容 量 備　考 価　格

お問い合わせください。

UltraGROTM

 （GMP grade）

UltraGROTM

     -Advanced
 （GMP grade）

Heparin を添加して使用します。

Heparin 添加不要
※医薬品グレードの Heparin 添加済

HPCPLCGL05

HPCPLCGL10

HPCPLCGL50

HPCFDCGL05

HPCFDCGL10

HPCFDCGL50

HPCHXCGL05

HPCHXCGL10

HPCHXCGL50

50 mL

100 mL

500 mL

50 mL

100 mL

500 mL

50 mL

100 mL

500 mL

Heparin 添加不要・Xeno-free
※Heparin 代替化合物 添加済

UltraGROTM

         -PURE
 （GMP grade）

UltraGRO TM

UltraGRO TM  -Advanced

UltraGRO TM -PURE

Heparin を添加して使用します。

Heparin 添加不要 ※医薬品グレードの Heparin 添加済

Heparin 添加不要・Xeno-free ※Heparin 代替化合物 添加済

UltraGRO TM -PURE GI γ線照射済み　Heparin 添加不要・Xeno-free ※Heparin 代替化合物 添加済

Features

Products list

ヒト血小板由来 細胞培養添加物
UltraGRO TM  シリーズ

Tel: 03-5579-8710　https://www.corefront.com

お問い合わせ先 :

東京都新宿区市谷本村町 2-11 外濠スカイビル 4F
Fax: 03-5579-8711  E-mail: desk@corefront.com 製造元︓

AventaCell BioMedical Corp. Ltd.（USA）

内容量：50 ml, 100 ml,  500 ml 

▼ サンプルをご希望の方は、下記までお問い合わせください。

UltraGROTM

     -PURE GI
γ線照射済み・Heparin 添加不要・ 
Xeno-free ※Heparin 代替化合物 添加済

HPCHXCGLI05

HPCHXCGLI50

50 mL

500 mL

* heparin 代替物 : 日本においても医薬品として承認されている化合物


