
Preserve the Value 
Of Your Wine 
 

Managing Brettanomyces Proactively 
Through On-site Analysis at the Winery 



Veriflow®の技術 

DNAの増幅 専用試薬を使用 (サンプル精製不要) 

DNAの同定 
独自の技術によるBrettanomycesに特有の
DNAを標的とした検出 

結果の可視化 バーティカルフローによる簡単な判定 

サンプル前処理 前培養やサンプル精製不要 

認証 AOAC認証(食中毒菌) 

採用実績 
食品,飲料メーカー・プレミアムワイナリー 
クラフトブルワリー・国際的な第三者検査機関 

仕様 

検出限界(LOD) 10 cells/mL 

所要時間 4時間以内 

対応Matrix 
果汁・ワイン・搾汁後の残渣・樽の洗浄液 
培養後のコロニー・増菌用培地 

分析形式 定性試験, 定量試験 

標的遺伝子 rDNA遺伝子 

特異性 Brettanomyces bruxellensis 
＊VBNC(培養不能菌)も検出可能 

製品の検証 

検証 
Jackson Family WinesやEnartis Vinquiryと
コラボし、自社や外部の研究機関で検証 

Inclusivity 100% 
＊既知のBrettanomyces bruxellensis 49菌株 1 

Exclusivity 100% 
＊ワインにて検出される一般的な菌種 

Game-changing Detection Technology Brings 
Affordable, On-site PCR Testing to Your Winery 

1 提供：カリフォルニア大学 ブドウ栽培醸造学科 

“ 

 Brettanomycesはワインの製造にはつきものであり、
4-EP/EGが感知できるようになるまでその存在を認識
することは未だできません。また、培養法などの標準
的な微生物検査では時間がかかる上、その菌かどうか
決定的な確証を得ることができないという問題があり
ます。 
 

 一方、RT-PCRのような最新の分子学的な技術では
手間やコストがかかりすぎてしまいます。また、そう
いった手法では発酵中の”若い”ワインを分析すること
が難しいという側面もあるのが現状です。 
 

 そういった理由から、予防的なBrettanomyces管理
をするためには、現状正確性や迅速性などの面が不足
しています。 

 vinoBRETTはPCRの技術と画期的な検出技術を組み
合わせたVeriflowシステムに基づいています。 
 

 Brettanomycesの管理を実現すべく、 Jackson 
Family Wines社と共同で開発・バリデーションを行い
ました。 

 特に、手のひらサイズのカセットでは約3分で検出
が行え、Brettanomycesの4時間以内での定量を実現
しています。 
 

 また、最小限の初期投資かつ手ごろなランニングコ
ストにより、製造現場での予防的なBrettanomyces管
理を可能にします。 

“Early in-house Brett monitoring in wines 
during and just after fermentations, which 
was impossible to do before, allows us to 
effectively mitigate issues and avoid 
potential problems later in the process.” 

- Tod Mostero, Winemaker  

  Dominus Estates 

“The test is easy to perform and interpret. 
Because we can now detect Brett sooner, our 
winemaker can take corrective actions before 
sensory impacts arise. We can isolate 
problem barrels or lots, and manage the 
impact of Brett. This tool enables us to do a 
better job of preserving quality.” 

- Doris Francis, PhD, Laboratory Supervisor  

  J. Lohr Winery 

<vinoBRETTシステムの構成> 
 

●サーマルサイクラー 
●酵素消化, PCR反応用試薬 
●専用のBuffer 
●カセット 



” 

Proactive Management Can Prevent Costly 
Remediation, and Preserve Quality and Value 

Brettanomycesを早期かつ低濃度のうち

に検出することで制御が可能に 

● 温度管理や高濃度のSO2添加、低pH 
  への移行などワインの醸造工程に影響 
  のある方法をとる必要が少ない 

● 最小限の労力で済む 

● 初期のうちに汚染されたロットを隔離 
  することでcross-contaminationを最 
  小限にできる 

● ワインの品質や価値への影響を最小限 
  にできる 
 

経済的損失：軽度($) 

Brettanomycesの検出が遅れ、高濃度に

なってしまうと品質の改善が必要 

● フィルター濾過やブレンド、添加物に 
  よる対処など醸造工程に介入するよう 
  な方法を取らねばならないことが多い 

● 殺菌や樽の洗浄などかなり労力 

● コストやcross-contaminationの 
  可能性が増加 
 

● 別のワインによるかさましや廃棄と 
  なる可能性 
 

経済的損失：甚大($$$) 

 Veriflowの技術により、vinoBRETTではどのワインの製造工程においても予防
的にBrettanomycesの検査を行うことができるようになりました。加えて、
Brettanomycesの有無やその濃度についても正確に調べることができます。 
 

 こうした管理を通じて品質の劣化により、ワインの価値が低下してしまう危険
性を抑えることができます。 

 本技術は醸造の全ての工程で使用可能かの検証を行っており、低濃度の汚染で
も十分に検出することが示されています。発酵の初期段階からBrettanomycesの
管理を行うことができ、菌の混入を早期に発見することで微生物がワインの品質
に影響を与えたり、タンク,樽,ホースといった製造設備を汚染しないよう管理する
ことができます。 

“Because we can now detect the presence 
of low levels of Brett before it synthesizes 
4 ethyl phenol above the sensory 
threshold, we can manage the impact of 
Brett. The kit is easy to use, demands less 
technician time, and the start up cost is 
less than traditional PCR.” 

- Lynn Watanabe, Laboratory Director/Winemaker  

  Oakville Winery and Napa Wine Company 

“This tool gives us a clear indisputable 
result and we can be proactive with that 
result. If we have issues with a particular 
barrel we can quarantine it to avoid cross 
contamination. It is absolutely cost-
effective as well, and provides peace of 
mind about the quality of our wines.” 

- Hamish Clark, Senior Winemaker  

  Saint Clair Family Estate, New Zealand 
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「vinoBRETT」 

ワインの各製造工程に 

適応が可能 

ワイン製造へのvinoBRETTの活用 



 操作手順 
作業時間10分以内、検出まで4時間 

前処理 
 

コニカルチューブにサンプリングし、
遠心。その後、ペレットをBufferAで
再懸濁する。 

酵素消化 
 

再懸濁したサンプルを”DIGEST 
reagent tube”に添加。サーマル 
サイクラーで反応させる。 

増幅 
 

“DIGEST reagent tube”内の 
サンプルを”PCR reagent tube”に
添加し、サーマルサイクラーで反
応させる。 

Benefits of 
Implementing 
vinoBRETT 

・手ごろな価格かつ製造現場での4時間 

 以内の検出が可能 

・果汁からボトリングまで全ての工程 

 で正確かつ高感度な検出 

・早期検出によって製造工程下流での 

 品質改善にかかるコストを最小化 

・通常と難培養性(VBNC)両方の 

 Brettanomycesを検出 

・サンプルの前処理がシンプルで、 

 必要なトレーニングは最小限 

・予防的なBrettanomyces管理により 

 ワインの信頼を守ることができる 

ワイナリーでの検出の際の
オプションツール 

「Optical Reader」 

●結果の定量 

●基準値を設定することでデータ 

 としての管理が可能 

●ヴィンテージ物との傾向分析 

For Prdiococcus & Lactobacillus 

- 発売中 - 

●オプティカルリーダー (3-5101-12) 

●ワイン腐敗菌検出キット  vinoBRETT (3-5101-03) 

Veliflowコンプリートキット [24テスト分] 

 内訳：酵素消化・PCR用反応試薬, カセット, Buffer 

●専用サーマルサイクラー (3-5101-11) 

vinoBRETT用のプログラムがプリセットされています。 

最大3プログラムを同時運転できます。 

前増菌を行わないキットの場合、カセットで判定後、 

バンドの吸光度測定により、定量が行えます。 

●ローディグトレイ (3-5101-13) 

判定用カセット・PCRチューブ用のトレイです。 

最大それぞれ24個セットが可能です。 

検出 
 

反応が終了したPCRチューブに
BufferBを添加し、全量を 
”cassette window”に滴下する。 
 

ラインの本数が 
 

 1本：陰性 2本：陽性(半定量) 
 
＊”Quantification Card”や“Optical  
  Reader”を使うことで定量が可能 


