
This product is a recombinant Lysyl Endopeptidase® expressed 
in E. coli.
Lysyl Endopeptidase® is a serine protease that cleaves peptide 
bonds at the carboxy-terminus of lysine residues with high 
specificity.
Taking advantage of its excellent specificity, Lysyl Endopeptidase® 
is used for peptide fragmentation and peptide mapping for 
analysis of the primary structure of proteins.

【Source】
E. coli

（Lysyl Endopeptidase® is the serine protease derived from 
Lysobacter enzymogenes）

【Formulation】
Lyophilized form containing Tris-HCl, Mannitol and Trehalose.

【Activity】
≧ 2.0 AU/mg

（One amidase unit （AU） is the amount of enzyme, which will 
produce 1μmol of p-nitroaniline per minute at 30℃, pH 9.5）

【Molecular weight】
27,700 （MALDI-MASS）

【Stability】
Stable at 25℃ for 7 days, it reconstituted with 12.5 mmol/L 
Tris-HCl, pH 8.5 〜 9.0

【residual DNA】
≦ 10 ng/mg

【Host cell protein】
≦ 1.0μg/mg

【Endotoxin】
＜ 20 EU/mg

【Inhibitors】
DFP, PMSF, TLCK

【Procedure】
1. Sample preparation
① Dissolve or dilute the protein sample to be digested with 25 

mmol/L Tris-HCl, 1 mmol/L EDTA，pH 8.5 〜 9.0.

（for some insoluble proteins such as membrane proteins, the 
addition of 4 〜 8 mol/L urea, 0.2w/v% SDS or 20v/v% ace-
tonitrile into the dissolved or diluted solution may increase 
solubility.）

② Add Dithiothreitol （DTT） or β-mercaptoethanol to the solu-
bilized protein at the final concentration of 5 mmol/L.

③Incubate for 30 min at room temperature.
④ Add iodoacetamide to the solubilized protein at the final con-

centration of 10 mmol/L.
⑤Incubate in dark for 30 min at room temperature.
2. rLys-C preparation
① Dissolve lyophilized powder of rLys-C with 100μL 12.5 

mmol/L Tris-HCl, pH 8.5 〜 9.0.
3. Sample digestion
① Add the prepared rLys-C to sample solution according to the 

enzyme : protein mass ratio of 1 : 20 〜 1 : 100, and incubate 
at 35℃〜 37℃ for 2 〜 18 hours.

② The final concentration of 0.5 〜 1.0v/v% trifluoroacetic acid 
is added to stop the reaction.

【Storage】
Store at -20℃ .

【Package】
20μg
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⑤暗所にて室温で 30 分静置する。
2. rLys-C 準備
① rLys-C 粉末を 12.5mmol/L Tris-HCl、pH 8.5 〜 9.0、100μL に

溶解する。
3. サンプルの酵素処理
① rLys-C をサンプル溶液に rLys-C：タンパク質質量比が 1：20

〜 1：100 になるように添加し、35 〜 37℃で 2 〜 18 時間反応
させる。

② 反応液に終濃度 0.5 〜 1.0v/v％となるようにトリフルオロ酢酸
を加え、反応を停止させる。

【保管】
− 20℃

【包装】
20μg

リシルエンドペプチダーゼ ® は富士フイルム和光純薬株式会社
の登録商標です。

本製品は大腸菌で発現させたリシルエンドペプチダーゼ ® の組
換え体です。
リシルエンドペプチダーゼ ® は、リシンのカルボキシル基側の
ペプチド結合を極めて特異的に切断するセリンプロテアーゼで
す。優れた特異性を利用して、タンパク質の一次構造解析のた
めのペプチド鎖の断片化や、ペプチドマッピングなどに利用さ
れています。

【由来】
E. coli

（リシルエンドペプチダーゼ ® は Lysobacter enzymogenes 由来の
セリンプロテアーゼです。）

【組成】
Tris-HCl、マンニトール、トレハロースを含む凍結乾燥品

【活性】
≧ 2.0AU/mg （pH 9.5、30℃において、1 分間当り 1μmol の p- ニ
トロアニリンを生成する酵素量を 1AU とする。）

【分子量】
27,700 （MALDI-MASS）

【安定性】
12.5mmol/L Tris-HCl, pH 8.5 〜 9.0 で溶解時、25℃で 7 日間安定

【残存 DNA】
≦ 10ng/mg

【宿主細胞由来タンパク質】
≦ 1.0μg/mg

【エンドトキシン】
＜ 20EU/mg

【阻害剤】
DFP, PMSF, TLCK

【使用例】
1. サンプル準備
① タンパク質サンプルを 25mmol/L Tris-HCl，1mmol/L EDTA，

pH 8.5 〜 9.0 に溶解する。
（膜タンパク質のような溶解性の低いサンプルに関してはサン
プル溶液に 4 〜 8 mol/L 尿素、0.2w/v% SDS もしくは 20v/v%
アセトニトリルとなるように添加することで溶解性が向上す
る可能性があります。）

② サンプル溶液に DTT もしくはメルカプトエタノールを終濃度
5mmol/L になるように添加する。

③室温で 30 分静置する。
④ ヨードアセトアミドを終濃度10mmol/Lとなるように添加する。
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