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ゲノム領域特異的クロマチン免疫沈降

enChIP Kit
特定ゲノム領域に相互作用するDNA配列の単離・分析が可能

キットの特長

enChIP キットの概要
Engineered DNA-binding molecule-mediated chromatin

・ CRSPR/Cas9 標的認識特異性の解析
・ gRNA 配列ごとのオフターゲット結合の同定

immunoprecipitation (enChIP) 法 は，CRISPR/Cas9 シ ス テ

・ 染色体ループにおけるシス／トランス制御配列の評価

ムと ChIP を組合わせて，特定ゲノム領域に結合している複合体

・ AM タグ分子により enChIP の濃縮効率を最適化

を単離する手法です。

・ オープンクロマチン領域（プロモーター，エンハンサー，

キットを使用する前に，特異的なゲノム領域を絞り込むため

インスレーター等）の解析に最適

の ガ イ ド RNA（gRNA） を 設 計 し ま す。gRNA 配 列 を pAM_

キット使用前の準備

gRNA 発現ベクター（デュアルトランスフェクション）または，
gRNA の設計とクローニング

pAM_dCas9 発現ベクター（シングルトランスフェクション）へ
クローニングします。トランスフェクションから 24 時間後，細
胞を継代します。

デュアルベクター
トランスフェクション

シングルベクター
トランスフェクション

さらに 24 時間後，細胞をホルムアルデヒドで固定し，断片化
クロマチンを調製します。プロテイン G 磁気ビーズと抗 AM タグ

Day1

モノクローナル抗体を使い，gRNA/dCas9 とゲノム複合体を免

gRNA および AM タグ修飾 dCas9 タンパク質発現ベクターのトランスフェクション

培養細胞の継代

enChIP キット

疫沈降します。DNA をビーズから溶出した後，脱架橋し，濃縮
DNA を精製します。回収した DNA は，qPCR または次世代シー

Day2

ケンサーで解析が可能です。

enChIP キット（商品コード 53125) 構成品

Day3

・enChIP アッセイ用バッファー

細胞固定とクロマチン調製（超音波破砕法）
プロテイン G 磁気ビーズの調製
免疫沈降

洗浄・溶出・脱架橋

DNA の精製

・抗 AM タグ抗体／コントロール用マウス IgG 抗体

Day4

・プロテイン G 磁気ビーズ
・DNA 精製用カラム／試薬

Day5

製品名

包装

商品コード

価格（税抜）

16 rxns

53125

¥98,000

pAM_gRNA Vector

10 µg

53121

¥45,000

pAM_dCas9 Vector

10 µg

53122

¥45,000

pAM_gRNA_CTCF Vector

10 µg

53123

¥45,000

pAM_dCas9_CTCF Vector

10 µg

53124

¥45,000

enChIP Kit

qPCR 解析

ライブラリ調製
次世代シークエンサー解析

enChIP キットの実験フロー

裏面へ続く
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新開発！ ChIP 用エピトープタグ“AM-Tag”

CTCF gRNA ポジティブコントロールを用いた enChIP 後の gPCR 結果

enChIP キットでは，dCas9 タンパク質をアクティブ・モティフ社が独自
開発した AM タグとの融合タンパク質として発現させます。この AM タグは
ChIP アッセイ用に開発されました。高次構造を取らないため，dCas9 タンパ
ク質を高効率に捕捉し免疫沈降できます。gRNA および AM タグ標識 dCas9
をベクターで細胞に導入・発現させ，細胞内で複合体を形成させます。その後，
細胞をホルムアルデヒドで固定，細胞溶解，超音波によるクロマチン断片化を
行います。AM タグに直接結合する抗体を使用し，gRNA/dCas9 複合体が結
合している特定のゲノム配列を濃縮します。qPCR または次世代シーケンサー
で，濃縮された DNA 配列を解析します。

gRNA と AM タグにより，目的領域を高効率で濃縮可能

(1)gRNA のターゲット配列の特異性の解析

(2) クロマチンループによる相互作用の推定

(3) 多様なゲノム領域で enChIP を使用可能

(1)CTCF 遺伝子領域に対して，異なる gRNA を使い，
enChIP を実施。各 gRNA のオフターゲット結合の
違いが判明した。
(2) 複数の gRNA を使用した enChIP-Seq データとター
ゲットタンパク質に対する ChIP-Seq データを比較
すると，クロマチンのループ相互作用が推定できる。
(3) プロモーター，インスレーター，エンハンサーなど
のオープンクロマチン領域で特に良く機能する。
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