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Rejuvenation Technologies Inc.: Zaber Next-
Generation Multi-Channel LED Inverted 
Automated Epifluorescence and Brightfield 
Microscope 
Customer Use Application 
Rejuvenation Technologies Inc. is applying Zaber's MVR microscope to biological imaging for 
drug development. Rejuvenation uses the Zaber microscope to measure telomere length as part 
of their studies of anti-aging therapeutics. Rejuvenation also uses the same microscope to 
perform imaging of cells and tissue sections stained with fluorescently labeled antibodies that 
bind biologically interesting molecules in tissue sections and cells. To perform these quantitative 
imaging studies in a high throughput and accurate manner it is important to combine high-
precision, high-speed automation with world-class optics, autofocus, and LED fluorescence 
illumination.  

"Zaber's MVR inverted microscope provides a highly versatile imaging system allowing us to 
perform multi-channel time-lapse imaging with autofocus as well as long-term live cell imaging."  
— John Ramunas, CEO, Rejuvenation Technologies  

About Rejuvenation Technologies 
Rejuvenation Technologies Inc. is a biotechnology startup company located in Mountain View, 
California founded by Stanford University researchers to translate cutting-edge therapeutics to the 
clinic to extend the human health span. Rejuvenation's flagship drug is telomerase messenger 
RNA (TERT mRNA). A single dose of TERT mRNA delivered to mice is sufficient to reverse the 
equivalent of five years of telomere shortening in humans during normal aging. Rejuvenation aims 
to move TERT mRNA to clinical trials within three years. Rejuvenation Technologies can be 
reached at info@rejuvenationtech.com, 1-650-804-8954.  

Visit Rejuvenation Technologies Inc.'s website at https://www.rejuvenationtech.com.  

Rejuvenation Technologies Inc.: 【リジュベネーションテクノロジー社】 

Zaber 社次世代型多チャンネル LED 倒置型自動

落射蛍光 及び明視野顕微鏡 

顧客使用アプリケーション 

Rejuvenation Technologies Inc.は、薬剤開発のために Zaber の MVR 顕微鏡を生物学的イメージ

ングに適用しています。 Rejuvenation 社は、老化防止治療の研究の一環として、Zaber 顕微鏡を使

用してテロメアの長さを測定します。 Rejuvenation はまた同じ顕微鏡を使用して、組織切片や細胞

内の生物学的に興味深い分子に結合する蛍光標識抗体で染色された細胞や組織切片のイメージン

グを実行します。 これらの定量的イメージング研究を高スループットで正確に実行するには、高精

度、高速の自動化と世界クラスの光学、オートフォーカス、LED 蛍光照明を組み合わせることが重要

です。 

「Zaber の MVR 倒立顕微鏡は非常に汎用性の高いイメージングシステムを提供し、オートフォーカス

によるマルチチャネルタイムラプスイメージングと長期生細胞イメージングを実行できます。」— John 
Ramunas, CEO, Rejuvenation Technologies  

Rejuvenation Technologies 社について： 

Rejuvenation Technologies Inc.は、カリフォルニア州マウンテンビューにあるバイオテクノロジースター

トアップ企業であり、スタンフォード大学の研究者によって設立され、最先端の治療法をクリニックに移行

して、人間の健康スパンを拡大しています。Rejuvenation 社の主力薬はテロメラーゼメッセンジャー

RNA（TERT mRNA）です。 マウスに配信された TERT mRNA の単回投与は、通常の加齢中のヒトの

テロメア短縮の 5 年分に相当するものを逆転させるのに十分です。 Rejuvenation 社は、TERT mRNA
を 3 年以内に臨床試験に移行することを目的としています。Rejuvenation Technologies 社へのアクセ

スはこちら： info@rejuvenationtech.com, 1-650-804-8954.  

Rejuvenation Technologies Inc.のウェブサイトもご覧ください。https://www.rejuvenationtech.com.  



Mouse cells showing cell nuclei (purple), telomeres (red puncti in nuclei), and a  

 

細胞核（紫色）、テロメア（核内の赤い点）、および細胞質染色（緑色）を示すマウス細胞。 
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