
ChIP データ標準化試薬  
“スパイク・イン” キャンペーン 

      
 

  
    

 

 
 

 
キャンペーン期間：2016 年 9 月 28 日（水）～12 月 22 日（木）受注分迄  

クロマチン免疫沈降データの標準化 
本当の生物学的変化を明らかにするには，データの標準化が不可欠 

 
クロマチン免疫沈降（ChIP）は，実験ステップが複数あり，免疫沈降およびライブラリーの調製時のばらつきによって生じる変化，

シーケンシングリードの深度の違いや技術的変動は，解釈が困難な結果を導きます。この課題を克服するために，アクティブ・モ

ティフ社は，技術的変化とサンプル処理のバイアスの影響を低減し，ChIP-qPCR や ChIP-Seq データを標準化するための ChIP

スパイク・インを開発しました。 

✓ シグナル強度を標準化し，サンプル間の定量的な比較が可能 

✓ 技術的変化および試料処理時のバイアスを削減 

✓ 標準的な ChIP 解析では観察されない潜在的またはわずかな 

生物学的知見の検出 

✓ バイアスなしに異なる抗体および試料に適用可能 

✓ ChIP qPCR および ChIP-Seq 解析の両方で作動 

✓ 任意の ChIP プロトコールに適用可能 

 

 

 アプリケーションノート  アプリケーションノート  
 

ChIP データの標準化は，アクティブ・モティフ社の Spike-in

試薬と研究者の一般的な ChIP プロトコールを統合すること

で， 

簡単に実行できます。 
 

• 標準的な ChIP 反応には，研究対象のクロマチン（例：ヒト由

来）と目的抗体を使用します。 

• 総クロマチンの微量画分として各反応に，ショウジョウバエ 

( Drosophila melanogaster ) 由来の Spike-in クロマチン を加

えます。 

• ショウジョウバエ特異的なヒストンバリアントである H2Av を認

識する Spike-in 抗体を加え，試料中のショウジョウバエ由来

クロマチン画分を確実にプルダウンします。 

• ChIP アッセイ中に導入された変化は Spike-in クロマチンでも

生じるので，標準化係数はショウジョウバエのシグナルに基づ

いて作成され，試料ゲノムに適用できます。 

  
 

 

 

詳細については， www.activemotif.jp/catalog/1091 をご覧ください。 

製品名 包装 商品コード 定価(税抜) ｷｬﾝﾍﾟｰﾝ価格(税抜)

Spike-in Antibody 50 µg 61686 ¥40,500

Spike-in Chromatin 15 rxns 53083 ¥35,000

Drosophila Positive Control Primer Set Pbgs 96 rxns 71037 ¥20,000 キャンペーン対象外

Drosophila Negative Control Primer Set 1 96 rxns 71028 ¥20,000 キャンペーン対象外

2製品同時購入で
￥60,400

 
 

アクティブ・モティフ株式会社 
www.activemotif.jp japantech@activemotif.com Tel. 03-5225-3638 
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Spike-in スパイク・インとは？ 
 

定量性の保持や実験操作のモニタリングを目的とし、解析するサ

ンプルに加えるコントロールのことです。例えば DNA マイクロアレイ

や RNA-Seq による遺伝子発現解析においては、濃度・配列既

知の RNA サンプルが、Spike-in コントロールとして用いられます。

これにより実験操作が適正になされたか確認できると同時に、シ

グナル強度を標準化し、サンプル間の定量的な比較が可能にな

ります。 

ChIP-Seq 標準化のワークフロー 

好評につき 

期間延長 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

次世代シーケンシングと組み合わせたクロマチン免疫沈降（ChIP-Seq）は， 

ゲノム全体のタンパク質-DNA相互作用やヒストン修飾の局在化を研究するために， 

最も広く利用されている実験手法です。 

医薬品開発や疾患研究には，高品質なChIPアッセイのデータが必要不可欠です。 

 

細胞/組織を送るだけで，解析データが届く ChIP 受託サービス 
アクティブ・モティフ社は多様な ChIP 受託サービスを用意しています。 

 10,000 以上の ChIP 試料を処理した実績，10 年以上に渡る多くの経験を提供してい

ます。 

 細胞または組織をご用意いただければ、クロマチン調製、クロマチン断片化、クロ

マチン免疫沈降、ライブラリー調製、データ解析までを承ります。 
 

アクティブ・モティフ社のChIP 受託サービス 

|   ChIP-Seq 
タンパク質-DNA 相互作用とヒストン修飾をマッピング 

 

|   Low Cell Number ChIP-Seq 
わずか 10,000 細胞からの ChIP-Seq 

 

|  ChIP Antibody Validation 
お手持ちの抗体がChIP-Seq で使用できるかを検証 

 

|   Super-enhancer Profiling 
確認済みスーパーエンハンサーターゲットから選択可能 

 

|  ChIP-Seq Spike-in 
新しいChIP データの標準化手法 

 

|  RNA Pol II ChIP-Seq 
転写率を測定 

 

|   ChIP-qPCR  
特定遺伝子のカスタム解析 

 

各サービスの詳細は，www.activemotif.jp/catalog/704 

をご覧ください。 

    アクティブ•モティフ株式会社     
www.activemotif.jp       

〒 162-0824 東京都新宿区揚場町 2-21          

Tel: 03-5225-3638 Fax: 03-5261-8733          

e-mail: japantech@activemotif.com          

〈161001I〉            

ChIP-Seq 受託サービス 
タンパク質-DNA 相互作用のゲノムワイドマッピング 
” End-to-End ”受託サービス 
 
 

1  固定した細胞または凍結保
存した組織を研究者が用意 

2   アクティブ・モティフ社が 
クロマチン調製・断片化 

調製したクロマチンの定量 
およびサイズの確認 

 
 
                   

ChIP-Seq の前に抗体を評価 

3   アクティブ・モティフ社が           
ChIP アッセイ 

 
qPCR により ChIP の成否を確認 
 

4   アクティブ・モティフ社が 

ChIP-Seq ライブラリー構築   収量およびライブラリーサイズの 

定量化による品質確認 

5   イルミナプラットホームで 
シーケンシング 3,000 万以上のタグを 

生成してシーケンシング 

6   データ解析後，納品  

Custom Services  
for epigenetics and gene regulation research 

好評配布中 
 

ご希望の方は japantech@activemotif.com 

までご請求ください。 


