
•   核ゲノム、ATACピークおよび転写開始点（TSS）にマッピングされる多数のユニークなフラグメント   
•   50％以上のキャプチャー効率 
•   手間のかからない、中断可能なシンプルでハンドリングが容易なワークフロー 
•   1サンプルあたり400から4,000細胞以上の解析が可能な柔軟性の高い処理能力 
•   柔軟なパイプラインによる効率的で強力なバイオインフォマティックツール 

SureCell ATAC-Seq Library Prep Kit 

  SureCell®ATAC-Seqライブラリー調製キットおよび解析ツールキットは、単一細胞レベルでのエピゲノ

ムに関する再現性の高いゲノムワイドプロファイリングを可能にし、細胞それぞれが持つ固有のオー
プンクロマチン領域を読み込むことにより、遺伝子制御機構のより深い理解を可能とします。 

製品の詳細はウェブページ ： bio-rad.com/scATACSeqKit でもご覧いただけます  

シングルセルATAC-Seq  

バイオ・ラッドのシングルセルATAC-Seq（scATAC-Seq）ソリューションは以下の特長を提供します。 





高いキャプチャー効率 

Gene-Specific データ 

scATAC-Seq アプリケーション 

高感度 & 再現性の高い結果 

Cell Classification 

シングルセルATAC-Seqを用いれば今まで解析が困難だった実験を容易にし、新たな知見にたどり着くことが可能です 
 

• プロモーター、エンハンサー、または他の因子による制御を介した遺伝子発現機構に関し、より深い解析が可能となります 
 

• RNA-Seqの結果を検証するバリデーションアプローチとして活用する事ができます 
 

• 疾患に関連した変異細胞の発現パターンや細胞運命のメカニズムに関して細胞特異的な転写制御の同定が実証できます 
 

  複数のサンプル間、実験間、またはユーザー間で
高いキャプチャー効率が維持されます 

  scATAC-seq解析は非常に複雑な細胞集団における構成サブセット解析に有
用です。クロマチンアクセシビリティデータを用い、scATAC-Seqは複雑な細胞集

団からの既存エピゲノムデータによる細胞タイプの同定および集積を容易にし
ます。この結果はBuenrostro Lab、Broad Institute of MIT and Harvard のF. 
Duarte氏、C. Lareau氏、V. Kartha氏との共同のもと分析されています。 

  バイオ・ラッドのscATAC-Seqソリューションは、高い
SN比でTSSを検出します。シークエンスで得られた

リードをリファレンスゲノム配列にマッピングして、転
写開始点を中央としたフラグメント数と転写開始点
に対応したフラグメントの位置のヒートマップを表し
ています（（上図）。分布中央の値はTSSスコアを表し
ています（下図）。 

 マウスNIH 3T3細胞とヒトK562細胞を同量添加した異種混合実験では、1細胞
あたり20,000を超えるユニークゲノムフラグメントが50,000リード/細胞で検出さ
れました。低細胞濃度ではサンプル当たり平均397細胞が解析でき、高細胞濃
度ではサンプル当たり平均4,408細胞を検出できました。両実験間での細胞当
たりの平均フラグメント解析量に差はありませんでした。 



Bio-rad is a trademark of Bio-Rad Laboratories, Inc. in certain jurisdictions. 
 
The purchase of this product conveys to the purchaser the limited, non-
transferable right to use the product in single cell ATAC-Seq workflows with 
Bio-Rad's ddSEQ Single-Cell Isolator and only to perform internal research for 
the sole benefit of the purchaser. No right to resell this product or any of its 
componets is conveyed expressly, by implication, or by estoppel. This product 
is for internal research purposes only and is not for use in commercial 
applications of any kind, including, without limitation, quality control and 
commercial services such as reporting the results of purchaser's activities for 
a fee or other form of consideration. The product and its use are covered by 
one or more patents owned by or licensed to Bio-Rad Laboratories, Inc., 
including U.S. patents 7,772,287 and 9,216,392 and corresponding U.S. and 
non-U.S. patent applications. 
 
SureCell and the corresponding logos are trademarks of Illumina, Inc. in the 
U.S. and other countries, and are used under license. All trademarks used 
herein are the property of their respective owner. 
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※価格(税抜き）、仕様などは予告無く変更することがありますので、ご了承ください。 

※価格は2019年6月現在のもので、メーカー希望小売価格（税別）です。 

※本カタログに記載されている会社名、商品名は各社の商標または登録商標です。 

シンプルで強力なデータ解析オプション 信頼性の高いシングルセルレベルでの転写同定 

バイオ・ラッドのバイオインフォマティックパイプラインは柔軟で透明性が
高い業界標準ツールのソフトウェアパイプラインで、豊富なデータ分析を
可能にします。FASTQファイルから2次解析を行い、 3次解析で用いられ
るChromVARに読み込ませることができる、生物学解釈が可能なデータ
が出力されます。 
 

• ピーク内のクロマチンアクセシビリティ増減を推定します 
 

• scATAC-Seqプロファイルの正確なクラスタリングおよび遺伝子発現に
関連した配列モチーフの特徴付けを可能にします 
 

• 多様な細胞集団同定のソースとなるシスおよびトランスエレメントを
特定します 

  上段のニープロットはバーコードごとのユニークなリード数に従って降
順でソートされています。 青い縦線の左側のデータは、単一細胞として
タグ付けされたバーコードを表しています。 共有フラグメントの割合が高

いものを識別するため、バーコード間でペアワイズ比較が実行されます。
データはドロップレットレベルで単一細胞として定義され、解析時にマー
ジされます。下段のプロットは単一細胞あたりの固有のリード数に従っ
て降順にソートされています（緑色）。         

Ordering information 

SureCell ATAC-Seq Library Prep Kit 

                   

(注) 当キットは研究用試薬であり、ddSEQ Single-Cell Isolatorシステムにおける専用試薬です。診断および治療目的には使用できません。初回アッセ
イ時には上記全てのキットが必要となります。解析用NGSはイルミナ社製NextSeq以上のスペックが必要となります。 
 

カタログ番号 品名 反応数 保存温度 価格

12009357 SureCell ATAC-Seq Reagent ボックスB(8サンプル) 8サンプル分 -20℃ ¥687,500
12009358 SureCell ATAC-Seq Reagent ボックスA(8サンプル) 8サンプル分 4℃ ¥275,000
12009359 SureCell ddSEQ Microfluidic カートリッジ(2個) 8サンプル分 室温 ¥137,500
12009360 SureCell ddSEQ専用ATAC-Seq Indexキット(24inde入り) 48反応分 -20℃ ¥62,000

  製品ウェブページ： bio-rad.com/scATACSeqKit にはSingle-
Cell ATAC-Seqに関するより詳しいアプリケーションデータ等
の情報がございます。ご参照ください。 

  同量のマウスNIH 3T3細胞およびヒトK562細胞を混合し、
Surecell ATAC-Seq Library Prep KitおよびATAC-Seq解析ツー
ルキットを用いてアッセイを行いました。結果は5,024個の細
胞が検出されました。 ヒトとマウスの両方の細胞を含むドロッ

プレットは緑色で、ヒトまたはマウスの細胞のみを含むドロッ
プレットはそれぞれ青色と赤色で表示されます。 これらの

データに基づき、クロストークまたはセルダブレットの割合は、
3.76％と計算されました。 


