
富士フイルム和光純薬の
タンパク発現受託サービス

富士フイルム和光純薬では
昆虫細胞 - バキュロウイルス発現系を用いたタンパク発現サービスを中心に、

各種サービスを取り揃えお客様の研究をサポートいたします。

哺乳細胞系

大腸菌系

昆虫細胞 - バキュロウイルス系

ブレビバチルス系
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2 富士フイルム和光純薬のタンパク発現受託サービス

昆虫細胞・バキュロウイルスによるタンパク発現サービス

当社受託サービスの特長

昆虫細胞・バキュロウイルス発現系を用いたタンパク質発現受託サービスです。少量培養から大量培養まで一定条件でのスケー
ルアップが可能です。また、発現コンストラクトの作製から生産・精製まで、組換えタンパク発現に関わる全てのステップに
対応可能です。

 バキュロウイルスによるタンパク発現システム

 過去の生産事例

大量発現
ポリヘドリン遺伝子を発現する強力
なプロモーターの下流で目的とする
タンパク質を発現させるため、大量
の発現タンパク質を得ることができ
ます。

タンパク質の翻訳語修飾
糖鎖や脂肪酸の付加、りん酸化修飾
を受け、天然型に近い、活性を保持
したタンパク質が得られます。

無血清培養・CO2 不要
培養に血清および CO2 が不要なため
取り扱いが容易です。また、培養温
度域は 23 〜 28℃と大腸菌やほ乳類
細胞と比べると低温培養ができます。

安全
バキュロウイルスは宿主選択性が高
いため、ヒトや動物といった脊椎動
物および動物細胞系には感染します
が、増幅しないことが知られており
ます。

■ 組換えタンパク質の生産にはタンパク質を高発現する expresSF+® 細胞を使用します。
■ 簡易的にタンパク質の発現を確かめることのできる安価な「Bac Xpress EZ」コースを用意しております。
■ 遺伝子のコンストラクトから感染用ウイルスの生産、少量・大量生産といった各ステップのみの受託も承ります。

①発現成功率（ウエスタンブロッティングによる発現確認）
Protein Type Projects 成功率（%）
分泌型タンパク質（Secreted） 97/98 99.0
膜タンパク質（Trans-membrane） 61/62 98.4
細胞内タンパク質（Cytoplasmic） 45/45 100
核タンパク質（Nuclear） 28/29 96.6
ウイルス由来タンパク質（Virus origin） 69/69 100
その他 / 局在不明（unknown location） 13/13 100
Total success rate： 313/316 99.1

Cell line：expresSF+®cell （Sf9 cell 由来）
発現確認方法：W.B. イムノスター ® ゼータ、他
※ 2008 年 4 月〜 2018 年 3 月受託生産分

②生産量と純度

※ 1step purification by His or FLAG tag system
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Bac Xpress EZ（簡易発現コース）

Bac Xpress（通常コース）

昆虫細胞およびバキュロウイルスを用いた組換えタンパク質の簡易的な発現受託サービスです。組換えタンパク質を 2 〜 3 週間でお手元
にお届けいたします。「低コストで発現チェックを行いたい方」にオススメのサービスです。

昆虫細胞およびバキュロウイルスを用いた組換えタンパク質の発現条件最適化から大量生産まで提供する網羅的サービスです。
発現コンストラクトの作製からタンパク質の大量生産まで行います。

 サービスの流れ

 サービスの流れ

 発現例
 His-tag 付きタンパク質の発現（ウエスタンブロッティング）

 納品物
 試験報告書、培養上清、細胞ペレット
 ウイルス液（コトランスフェクション液）

 価格／納期
サービス項目 希望納入価格（円） 納期

Bac Xpress EZ 195,000 2 週間

 価格／納期
項目 No. サービス項目 希望納入価格（円） 納期

1 プラークアッセイ 200,000 2 週間
2 組換えウイルス液の増幅 200,000 2 週間
3 タイター測定 150,000 2 週間
4 感染用ウイルス液の作製 100,000 1 週間

5
発現条件検討試験（6 区） 350,000 2 週間
発現条件検討試験（9 区） 500,000 2 週間

6

生産（1L） 150,000 1 週間
生産（2L） 300,000 2 週間
生産（5L） 600,000 2 週間
生産（10L） 1,000,000 3 週間

7 発現確認 100,000 1 週間
8 アフィニティ―精製 400,000 〜 2 週間

発現ベクターの作製※ 1

プラークアッセイ

コトランスフェクション

生産

生産

条件検討試験

発現確認

発現確認

試料・試験報告書の送付

試料・試験報告書の送付

組換えウイルス液の増幅

発現物の評価

発現物の評価

お客様で弊社トランスファーベクターへ目的の遺伝子を
サブクローニングしていただきます。
※ 1 ベクター構築を当社でお請けすることも可能です（有償）。
 　　詳細はお問い合わせください。

簡易発現試験（Bac Xpress EZ）で作製したウイルス液の
純化を行ないます。

ご提供いただいた発現ベクターを用いて、簡易的に組換えウイルスの
作製を行います。（一般的に行われる、組換えウイルスの純化・増幅・タイター
測定を省略しております。）

100mL の expresSF+® 細胞培養液にコトランスフェクションによっ
て得られたウイルス液を添加し、組換えタンパク質の発現を行います。

お客様ご指定スケールの expresSF+® 細胞培養液にウイルス液を添加
し、組換えタンパク質の発現を行ないます。

組換えウイルス液を用い、MOI：2 or 3 点、時間：3 点で条件検討
を行い、最適感染条件を決定します。

得られた発現物の発現確認をウエスタンブロッティング（tag 抗体）
によって行います。

得られた発現物の発現確認をウエスタンブロッティング（tag 抗体）
によって行います。

発現物と報告書を送付いたします。

発現物と報告書を送付いたします。

純化した組換えウイルス液を増幅します。

お客様のもとで発現物のご評価をしていただきます。

お客様のもとで発現物のご評価をしていただきます。
注） 本サービスの納品物は「遺伝子組換え生物等の使用等の規制による生物の

多様性の確保に関する法律（通称：カルタヘナ法）」使用規制対象となりま
すので、ご使用に際しては規制に則し、適切にお取り扱いください。
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大腸菌発現系を用いたタンパク発現サービスです。
小スケールの条件検討から大量培養まで、お客様のご要望に応じて対応いたします。

お客様よりお預かりした CHO、HEK293 等各種哺乳細胞を用いたタンパク発現試験を実施いたします。
ベクター構築から各種精製等、お客様のご要望に合わせて試験系を構築いたします。

 工程

 工程

1

1

2

2

3

3 4

4

5 6

発現ベクター構築

発現ベクター構築 トランスフェクション

形質転換作製、
発現条件検討試験

スケールアップ
培養

小規模発現条件
検討試験

小規模精製条件
検討試験 本生産（〜 1L） 精製

精製

ご指定のベクターを用いて発現ベク
ターを構築いたします。遺伝子合
成から承ることも可能です。
特にベクターのご指定がない場
合、pET28a（+）を使用します。

ご指定のベクターを用いて
発現ベクターを構築いたし
ます。遺伝子合成から承る
ことも可能です。
当 社 ベ ク タ ー（pCAG-
Hyg）の使用も可能です。

小スケールで培養条件を振り
分け、発現検討を行います。

宿主の検討等を盛り込むこ
とも可能です。

ご希望により精製検討の追加
も承ります。

工程 2 の結果を元に、ご指
定のスケールで生産、ウエス

タンブロッティングにより、
発現確認を行います。

工程 5 で得られた発現物を
ご希望方法で精製作業を実施

いたします。

小スケールで培養時
間を 3 点 振り分 け、
発現検討を行います。

工程 3 で作製した発
現物のうち、最も発
現量の高かった条件
を 1 点選択し、簡易

精製を実施します。

工程 3 の結果を元に、
ご指定のスケールで
生産、ウエスタンブ
ロッティングにより、

発現確認を行います。

工程 5 で得られた発
現物をご希望方法で
精製作業を実施いた
します。

ご希望の哺乳細胞（接
着系、浮遊系）に発
現ベクターを導入い
たします。

大腸菌によるタンパク発現サービス

哺乳細胞によるタンパク発現サービス

 価格／納期
サービス項目 希望納入価格（円） 納期

形質転換作製、発現条件検討試験 150,000 2 週間
スケールアップ培養（1.2L） 150,000 2 週間
スケールアップ培養（4.8L） 200,000 2 週間
スケールアップ培養（20L） 照会 照会
発現確認 100,000 1 週間
アフィニティ―精製 400,000 〜 2 週間〜

※上記価格は目安です。実際はお客様のご要望を伺った上で、お見積りをいたします。

上記試験工程は一例です。お客様とお打ち合わせの上、試験計画を立案し、お見積りいたします。



検 索

0

200

400

600

800

1000

0 2 4 6

control
+PETase

BHET（反応前）

MHET（反応後）

PETaseによるBHETの分解（HPLCでの確認）

O
D
24
0（
AU
）

Time（min）

5https://labchem-wako.fujifilm.com/jp/custom_service/index.html

枯草菌近縁種であるブレビバチルス（Brevibacillus choshinensis）を用いたタンパク質発現サービスです。

ブレビバチルスによるタンパク発現

 特長

 【生産例：1】ブレビバチルス菌による Fab 抗体の分泌生産

 【生産例：3】ブレビバチルス菌による PET 分解酵素の生産

 【生産例：2】ブレビバチルス菌による PD-1/PD-L1/PD-L2 の生産

■ 菌体外（培地中）への分泌発現系ですので、精製が容易です。
■ タンパク質分解酵素の影響がほとんどありません。
■ 低エンドトキシンです。

Fab 抗体は、重鎖（Hchain）と軽鎖（Lchain）
がジスルフィド（SS）結合で結びついた分子です。
両遺伝子を導入した発現ベクターを構築すること
で、ブレビバチルス菌において Fab 抗体を、SS
結合、抗原結合能を保持した状態で分泌生産させ
ることができます。

PD-1/PD-L1/PD-L2 は免疫チェックポイント関連
分子として知られ、阻害剤の探索研究が進められて
います。PD-1 の細胞外ドメイン及び、そのリガン
ドである PD-L1、PD-L2（ヒト、イヌ、ネコ）をブ
レビバチルス菌で発現、培地中（培養上清）への分
泌生産量を確認しました。

PETase、MHETase は芳香族ポリエステル（PET）を分解する酵素として見出され、
その工業利用に期待を持たれています。これらをブレビバチルス菌で生産したと
ころ、高い分泌生産性（PETase； 〜 100mg/L、MHETase；〜 40mg/L）と、
分解酵素活性を確認しました。

その他アプリケーションデータは下記 URL でも紹介しております。ぜひご覧ください。
https://www.proteinexpress.co.jp/application

PET 分解の機構
PET； poly（ethylene terephthalate）

（or BHET； bis（2-hydroxyethyl） terephthalate）
↓ PETase
MHET； mono（2-hydroxyethyl） terephthalate
↓ MHETase
ethylene glycol + terephthalate

培養上清からプロテイン L カラム
精製した Fab 抗体

イヌ PD-1/PD-L1/PD-L2 の培 養 上 清
からの簡易精製の結果

ヒト イヌ ネコ
PD-1（extracellar） 3 40 80
PD-L1 25 2 5
PD-L2 25 5 2

1L 培養当たりの分泌生産量（概算、mg）

プロテインエクスプレス
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お客様からいただいた配列情報をもとに遺伝子を 100% 配列保証して合成するサービスです。
また、オプションとしてお客様ご希望のベクターに挿入するカスタムクローニングサービス、納品物の容量をスケールアップ
するプラスミド調製サービスもあります。

人工遺伝子合成サービス

プライオリティ遺伝子サービス

Turbo Gene サービス

バリュー遺伝子サービス

価格（45 円 /bp 〜）・製造所要日数（6 営業日〜）ともに重要だと考えられているお客様にお勧めするサービスです。
鎖長 作業日数※ 希望納入価格（円）

〜 433bp（ミニマムチャージ） 6 〜 9 営業日 19,500/ 検体
434 〜 1,500bp 6 〜 9 営業日 45/bp

1,501 〜 3,000bp 10 〜 12 営業日 45/bp
3,001 〜 5,000bp 15 〜 20 営業日 55/bp
5,001 〜 6,000bp 20 〜 25 営業日 65/bp
6,001 〜 7,000bp 25 〜 30 営業日 65/bp
7,001 〜 8,000bp 30 〜 35 営業日 65/bp
8,001 〜 10,000bp 35 〜 40 営業日 75/bp

プライオリティ遺伝子サービスよりも早く納品する緊急対応サービスです。
鎖長 作業日数※ 希望納入価格（円）

〜 453bp（ミニマムチャージ） 5 営業日 32,700/ 検体
454 〜 1,500bp 5 営業日 72/bp

1,501 〜 2,000bp 7 営業日 72/bp
2,001 〜 3,000bp 11 営業日 72/bp
3,001 〜 5,000bp 15 営業日 80/bp

プライオリティ遺伝子サービスと比較して製造所要日数は長くなりますが、価格を大幅に下げたサービスです。
鎖長 作業日数※ 希望納入価格（円）

〜 433bp（ミニマムチャージ） 10 〜 14 営業日 15,600/ 検体
434 〜 1,500bp 10 〜 14 営業日 36/bp

1,501 〜 3,000bp 15 〜 19 営業日 36/bp
3,001 〜 5,000bp 20 〜 24 営業日 44/bp
5,001 〜 6,000bp 25 〜 29 営業日 52/bp
6,001 〜 7,000bp 30 〜 34 営業日 52/bp
7,001 〜 8,000bp 35 〜 39 営業日 52/bp
8,001 〜 10,000bp 40 〜 45 営業日 60/bp

※複雑ではない遺伝子に適用
※ GENEWIZ 社の標準ベクター pUC57（次ページ）へのクローニングは無料で提供
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クローニングベクター

オプション

下記の標準ベクター（pUC57）へのクローニングは無料で対応させていただきます。
ご希望のベクターへのクローニングにも対応（有償）しますのでお問い合わせください。

■ カスタムクローニングサービス
合成した遺伝子をクローニングするベクターをお選びいただけます。

合成した遺伝子の鎖長 希望納入価格（円）
0 〜 3,000bp 22,350/ 検体

3,001 〜 6,000bp 26,850/ 検体
6,001 〜 10,000bp 28,350/ 検体

10,001 〜 bp 照会

※ベクターはお客様よりご提供ください。

■ プラスミド調整サービス
納品物を最大 10mg まで増やすことができます（通常 2 〜 4μg）。

種類 容量 作業日数 希望納入価格（円）
Midi-scale DNA preparation 70 〜 100μg 3 〜 5 営業日 13,300/ 検体
Maxi-scale DNA preparation 350 〜 500μg 3 〜 5 営業日 20,300/ 検体
Mega-scale DNA preparation 1.4 〜 2mg 3 〜 5 営業日 35,700/ 検体
Giga-scale DNA preparation 7 〜 10mg 5 〜 7 営業日 58,100/ 検体

※作業日数は人工遺伝子合成と同時に注文した場合です。もしプラスミド調製のみ注文した場合、更に 2 〜 3 営業日要します。
※上記表に記載している容量については、保証値ではございません。実際の容量は、プラスミドの性質、細菌宿主の種類、および他の要因に応じて変化します。



溶出画分

りん酸化タンパク質
濃縮カラム

細胞抽出液

二次元電気泳動像

ES LIF（＋） ES LIF（－）

結合画分
（りん酸化タンパク質）

開始材料 30 mg protein, SYPRO Rudy 染色 , pI4-7

4 7（pI）4 7（pI）
226
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10 L  (0.816 mg)
pI 3-10, 18cm IPG strip gel
18 cm
SYPRO Ruby

1             IgA S CHAIN
2             TRANSFERRIN
3             SERUM ALBUMIN
4             IgG HEAVY CHAIN
5            1-ANTITRYPSIN
6             IgG LIGHT CHAIN
7             HAPTOGLOBIN
8             HAPTOGLOBIN 2 CHAIN
9             HAPTOGLOBIN 1 CHAIN

Albumin, IgG 

いであ
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いであ株式会社では「解析サービス」と「研究サービス」の 2 つの受託サービスを行っております。
「解析サービス」では、お客様からお預りしたサンプルを二次元電気泳動によって分離し、その泳動像の比較から興味深いスポッ
トを選択、さらに質量分析によってタンパク質を同定いたします。

「研究サービス」は、血清タンパク質解析、りん酸化タンパク質の網羅的解析、りん酸化サイト同定解析、ウエスタンブロット
解析等を行い、お客様のご研究をより一層サポートするサービスです。

プロテオーム解析サービス

二次元電気泳動解析サービス タンパク質同定サービス

血清タンパク質解析

りん酸化タンパク質の網羅的解析

お客様からタンパク質溶液を送付していた
だき、いであにて等電点電気泳動（一次元）
から SDS-PAGE（二次元）を行い、複数
サンプル間の比較解析を実施いたします。
18 × 20 cm もしくは 24 × 20 cm のゲ
ルを使用しますので、数千種類のタンパク
質を分離することが可能です。泳動像のス
ポットパターンを比較することで、ある生命現象に対応して特異的
に変化するタンパク質を発見できます。

MALDI-MS/MS タイプの質量分析計
を使用することで、エドマン法より
高感度に解析することが可能です。
ゲルから切り出したバンドやスポッ
トをお送りいただき、当社でのゲル
内消化、ペプチド抽出を経て、質量
分析による高精度のタンパク質同定
解析（MASCOT による同定、内部
配列解析）を行います。

血清サンプルから含量の多いタンパク質に対する抗体固定化担体を用いてタンパク質を取り除き、二次元電気泳動を行うサービスです。
Multiple Affinity Removal System （Agilent Technologies）を使用して行います。

脱りん酸化処理を行ったサンプルと未
処理のサンプルを二次元電気泳動し、
比較解析を行うサービスです。
また、りん酸化タンパク質のみを特異
的に染色し、比較解析も行います。

◦ カラムを使った濃縮によって全タンパク質の
約 10％が、りん酸化タンパク質フラクショ
ンとして回収されました。

◦ 取得されたりん酸化タンパク質を二次元電
気泳動によって分離したところ、LIF の有無
によって変化するタンパク質スポットを多数
検出することができました。

◦ 本研究は広島大学大学院 理学研究科 発生
生物学研究室との共同で行われました。



  

ultraflex TOF/TOF

いであ

りん酸化
タンパク質溶液

必要量：10 pmol 以上

精製前はBSA由来の非りん酸化ペプ
チドだけが検出され、β-casein由来
のりん酸化ペプチドは検出されませ
んでしたが、精製後はりん酸化ペプ
チドのみが検出されました。

結果1で検出されたりん酸化ペプチド
の内部配列を分析することにより、り
ん酸化されているアミノ酸を特定する
ことができました。
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透過型電子顕微鏡（TEM）、走査型電子顕微鏡（SEM）、および試料作製関連の周辺装置を備え、数々の解析経験に基づき金属・
高分子材料からラットやマウス等の生体組織・植物・食品中の含水物まで、あらゆる試料の観察・解析を「スピーディー・ロー
コスト・ハイクオリティー」に行います。電子顕微鏡解析における、試料の前処理とその観察・解析には熟練を要しますが、
本サービスは試料作製から試料観察・解析までのどの段階からでも承りますので、無駄な手間や時間を削減することができます。

電子顕微鏡解析

りん酸化サイト同定解析

ウエスタンブロット解析

高感度質量分析計 ultrafleXtreme TOF/TOF （Bruker Daltonics 社製）を用いて、りん酸化サイト同定解析を行います。

お預りしたサンプルを用いて電気泳動、ウエスタンブロット、検出までを行うサービスです。

■ 日本顕微鏡学会認定 電子顕微鏡技士が実施しております。
■ TEM、SEM 各種顕微鏡解析に対応しております。
■ 低価格です。

 解析実施例

■ネガティブ染色法によるリポソーム多層構造の観察
疎水性と親水性の両方の性質を持つ、脂質二重層、または多層構造の球状粒子で、
医薬品や化粧品等多くの製品に用いられています。染色条件を検討することに
よって、ネガティブ染色法で層構造が観察できます。

× 200,000 TEM

試料作製方法 内容 希望納入価格（円）（1 試料あたり） 納期
ネガティブ染色法（TEM） （・固定）・染色・撮影 60,000 〜 90,000 1 週間〜
包埋薄切法（TEM） ・固定・包埋・薄切・撮影 90,000 〜 130,000 2 週間〜
臨界点乾燥法（SEM） ・固定・乾燥・蒸着・撮影 55,000 〜 90,000 1.5 週間〜
その他 凍結法・FIB 加工等、あらゆる方法に対応します。

※価格・納期は試料数や試料作製方法により異なります。詳細はお問い合わせください。
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SDS-PAGE 等により得られたゲル断片からタンパク質を同定するサービスです。
高精度のタンパク質同定をお求めやすい価格でご提供いたします。

nanoLC-MS/MSタンパク質同定サービス

 価格／納期

 ご提供頂くもの

 サービスの特長

 解析までの流れ

■ 1 検体目
希望納入価格：60,000 円

（セットアップ料金：10,000 円 + 解析費用：50,000 円）
■ 2 検体以降……50,000 円 / 検体

（例）5 検体ご依頼の場合：60,000 円＋ 50,000 円× 4=260,000 円
※ボリュームディスカウント致します。
11 検体〜 20 検体ご依頼の場合、10% 引き
21 検体〜ご依頼の場合、20% 引き
■ 納期：サンプル受け取り後約 1 〜 2 週間
※ 解析が混み合っている場合や、サンプルの解析難易度等によって、標準日程から多少遅れることがあります。

予めご了承ください。お急ぎの場合は、可能な限り対応いたしますので、予めご連絡ください。

■ 解析サンプル
　SDS-PAGE 等により得られたゲル断片（タンパク量として 100fmol 以上）

※ 銀染色の場合は、定量性がない為、正確な量を判断するのは困難ですが、SDS-PAGE の際、コントロールとして BSA （100 fmol）を同じゲルにロー
ドしていただくか、分子量マーカーのロード量を適宜調節していただき、それをおよその目安としてサンプル量を見積もってください。

■ 解析サンプルに関する情報
◦ゲル断片個数
◦サンプル由来（生物種）
◦目的タンパク質分子量
◦染色方法および脱色有無（MS 用の染色キットをご使用ください。また、染色後脱色の有無もご記載ください。）
◦架橋剤使用の有無（使用の場合は具体的なメーカーとその種類をお教えください。）
◦界面活性剤の使用の有無（使用の場合は種類とその終濃度をお教えください。）
◦膜由来（細胞膜、核膜等）であるか否か
◦ SDS-PAGE 染色画像（切り出す前の画像ファイルに解析対象のバンドをご図示ください。）

nanoLC を使った MS/MS ではイオン化の理論段数が TOF-MS の数十から数百倍になるため微量のペプチドまで同定できます。
SDS-PAGE のゲル断片をお送りいただきますと、ゲル内消化後、nanoLC-MS/MS 装置を用いて解析を行い、Mascot Search によ
るタンパク質同定を行います。最高精度のタンパク質同定をご利用ください。

① ホームページの依頼書（Excel）をダウンロードいただき、必要事項をご記入の上、サンプル切り出し前の電気泳動写真をお送り
ください。解析可否をご連絡させていただきます。

②サンプルを 4℃にてお送りいただきますと約 1 〜 2 週間で解析いたします。
③ ゲル断片を脱色、システイン残基の還元処理及びアルキル化などを行ったうえで、トリプシンによりゲル内消化を行います。
　消化されたペプチド断片を抽出し、脱塩処理の後、nanoLC-MS/MS で質量を測定いたします。
④ Mascot Search（MS/MS Ion Search）によりタンパク質を同定します。
⑤解析結果をメールにて送付いたします。

相互作用タンパク質同定の研究アドバイスも行っております。
お気軽にご相談ください。

富士フイルム和光　タンパク質同定
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㈱コンフォーカルサイエンス（CS）はタンパク質結晶構造解析の総合サービスをご提供します。
結晶構造解析に関する様々な問題をご相談ください。CS グループ独自の技術で、ご希望の結果に近づけます。

タンパク質結晶構造解析

 C-Platform

 C-Clinic AD

 C-Plofile

高分解能の構造解析のためには、単に結晶化条件を増やして良好な結晶の生成を期待しても良い結果は得られません。結晶化のため
のタンパク質試料の高均一化はもちろんのこと、きめの細かい結晶化条件の最適化や、慎重な回折実験の実施など、構造解析に必要
なすべての過程において、C-Platform 独自の技術でお客様のご希望の結果に近づけます。

お客様の結晶化実験での問題解決のお手伝いをする双方向サービスです。下記の両方あるいは片方のサービスを選べます。

タンパク質のアミノ酸配列（FASTA 形式）をもとに、分子量、電荷／
電荷密度の pH 依存性、pl、ε、GRAVY 等、タンパク質の物理化学的
性質を計算するソフトウエアです。タンパク質試料の精製や結晶化条件
を検討する際に役立つソフトウエアツールです。Microsoft Excel で動
作するマクロファイルでご提供します。

C-Clinic AD1. 「結晶化試薬と結晶化道具のご提供」
お客様の結晶化実験の状況と、C-Profile による計算結果、
ならびにコンフォーカルサイエンス社の経験を加味して、
より最適化した結晶化試薬溶液数種類を結晶化ツールと
ともにお送りいたします。お送りした溶液・ツールを利
用してお客様自身で結晶化を試みて頂きます。結晶化実
験の経過や結果を詳しくフィードバックいただければ、さ
らなる最適化も可能です。このサービスでは、お客様の
試料を社外に持ち出す必要はありません。

大腸菌系または昆虫細胞系で、それぞれの
系に最適化したコドンによる発現系を作成
し、培養条件を最適化して、結晶化に適し
た均質なタンパク質試料の大量発現と精製
を行います。

0.8Å を超える超高分解能構造解析などの
豊富な経験があり、迅速な構造データのご
提供が可能です。

高分解能結晶の決め手である、安定で均一
性の高いタンパク質試料に調製します。
試料の評価では、SDS/Native -PAGE、
HPLC、LC-MS、DLS 等を駆使し、結晶化
に適した試料の調製を行います。

きめ細かい対応で、海外放射光施設にて回折
データの取得を行います。お客様は実験室に
いながらにして、回折データを取得すること
ができます。また、長期シャットダウンがな
いので、急ぎのデータ取得にも対応できます。

スクリーニングは実施せず、独自の経験に
基づいた結晶化条件の探索と最適化を行い
ます。最終的に良好な凍結保護が期待でき
る結晶化条件を検討します。

タンパク質－リガンド複合体の共結晶化技
術に豊富な経験を持ちます。実験プロト
コールが確立した後であればいつでも、リ
ガンド化合物との複合体共結晶化をご注文
頂くことができます。

タンパク発現

構造解析

精製

回析データの
取得

結晶化条件の最適化

共結晶化技術

C-Clinic AD2. 「タンパク質試料の適合性評価」
お客様からタンパク質試料を少量お預かりして、タンパ
ク質試料が構造解析向けの結晶化や、等温滴定カロリメ
トリー実験（ITC）に適しているか評価します。SDS-
PAGE、Native-PAGE、DLS、高分解能イオン交換クロ
マト等で試料の性状を検討し、経験に基づいた評価によ
り、試料の改善方法や精製についてのご提案を致します。
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試薬URL：https://labchem-wako.fujifilm.com

フリーダイヤル　0120-052-099

12 富士フイルム和光純薬のタンパク発現受託サービス 19910B01K

富士フイルム和光　受託

●本文に収載しております試薬は、試験・研究の目的にのみ使用されるもので、「医療品」、「食品」、「生活用品」などとして使用できません。
●希望納入価格には消費税等が含まれておりません。

毒素等
覚

…2 〜 10℃保存　　 …－ 20℃保存　　 …－ 80℃保存　　　表示がない場合は室温保存です。
 …特定毒物　　  …毒物　　   …劇物　 …毒薬　 …劇薬　 危…危険物　 …向精神薬　 …特定麻薬向精神薬原料　 …カルタヘナ法
…化審法 第一種特定化学物質　 …化審法 第二種特定化学物質　 …化学兵器禁止法 第一種指定物質　 …化学兵器禁止法 第二種指定物質

覚せい剤取締法…「覚せい剤原料研究者又は取扱者」の免許を取得して、ご購入に際しては、譲受証及び譲渡証による受け渡しが必要となります。
国民保護法…生物・毒素兵器の製造、使用防止のため、「毒素等」を試験研究用に使用することを確認する証を頂戴しております。
上記以外の法律及び最新情報は、弊社試薬サイト（https://labchem-wako.fujifilm.com）をご参照ください。

当社受託サービスホームページを
リニューアルしました！！

https://labchem-wako.fujifilm.com/jp/custom_service/index.html

2019 年 4 月 4 日に受託サイトを
リニューアルオープンしました。

オンライン上でお問い合わせ・見積依頼可能な
フォームもご用意しております。

是非ご活用ください。


