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 サンプル送付先変更のお知らせ 

 株式会社Rhelixa 
 〒101-0061 東京都千代⽥区 神⽥三崎町2-2-14 

 電話：03-6240-9330 

 平素は格別のご⾼配を賜り、誠にありがとうございます。 

 本社ラボ・オフィス移転に伴うサンプルの荷受け先の変更につき、 
 2022年8⽉26⽇到着分までとそれ以降とで送付先が異なります。 

 下記のとおりお知らせいたしますので、お間違えのないようご注意くださいませ。 

      
       2022年8⽉26⽇（⾦）到着分まで 
         〒101 - 0061 

 東京都千代⽥区神⽥三崎町2-2-14 BRICK GATE ⽔道橋 2F 

        株式会社Rhelixa  研究開発部 宛 
        TEL：03 – 6240 – 9330 
        サンプル受付時間：平⽇10時〜18時 

       2022年8⽉29⽇（⽉）到着分から 
         〒104 - 0042 
        東京都中央区⼊船3-7-2 KDX銀座イーストビル 5F 

        株式会社Rhelixa  研究開発部 宛 
        TEL：03 – 6240 – 9330 
        サンプル受付時間：平⽇10時〜18時 

 今後ともどうぞよろしくお願い申し上げます。 
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 RNA-seq⽤抽出依頼⽤サンプルのご⽤意について 
 RNA-seq解析⽤の組織および培養細胞のサンプルの調製についてご案内いたします。 

 1.  組織または培養細胞の調製⽅法 
 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 
 ＜  サンプルのご注意事項＞ 
 抽出依頼⽤のサンプルは、実験動物組織及び培養細胞となります。 

 事前にお問い合わせが必要なサンプル 
 -  感染の危険性のあるサンプル（⼈獣共通感染症を含む） 
 -  これら感染実験に使⽤したサンプル 
 -  環境サンプル 
 -  ⼀部の組織（硬い組織等） 

 これらのサンプルはRNA抽出ができない可能性がございます。必ず事前にお問い合わせください。 

 ＜受⼊サンプルとその準備⽅法の概要＞ 

 サンプル  検体量  (1.5 mLチューブ1本あたり)  サンプル準備⽅法 
 動物組織  10-30 mg 

 3 mm⾓程度の⼤きさに切り分ける 
 1 mgあたり10 µLのRNAlaterに組織全体 
 を速やかに浸漬 

 チューブを⽴てた状態で4℃/-20℃で⼀晩 
 インキュベート後、-80℃凍結 

 培養細胞  1.0×10  6  〜 6.0×10  6  cells  細胞懸濁液をスピンダウンし、上清を除 
 去後、速やかに凍結 

 PBMC  1.0×10  6  〜 6.0×10  6  cells  EDTA⼊り採⾎管に採⾎後、速やかに分 
 離・凍結 

 -  特殊なサンプルにおいては料⾦・納期・要件が異なる場合がございます。これらの抽出作業にお 
 ける条件検討はお受けしておりません。 

 -  組織は、RNA 安定化試薬に浸漬した状態でご送付ください。培養細胞については、安定化試薬の 
 添加は不要ですので、ご注意ください。 

 -  詳細な⼿順は次ページ以降をご覧ください。 
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 ＜組織サンプルの調製⽅法＞ 

 1.  サンプル量 
 組織検体は1.5 mLチューブ1本あたり10-30 mg相当の組織塊となるように採取し、適切な量の 
 RNAlater に浸漬してください。  （RNAlaterにつきましては、下記「2.RNAlaterへ  の浸漬」をご覧 
 ください） 
 上記の組織量は⼀般的に抽出に必要とされる⽬安であり、必ずしも収量を保証するものではござ 
 いません。抽出されるRNA量が少ないと想定される組織サンプルの場合は必ず事前にご相談くだ 
 さい。 

 -  摘出後できる限り迅速に、適量のRNAlater に組織全体を完全に浸漬してください。 

 -  組織が⼤きすぎるとRNAlater の浸透が困難になり、保存時にRNA が分解するおそれがありま 
 す。また⼩さすぎると弊社での組織の回収が困難になります。 

 2.  RNAlaterへの浸漬 
 ＊新鮮なサンプルと凍結サンプルでは使⽤する安定化試薬が異なりますのでご注意ください。 

   下記に⼀例をお⽰しいたします。 

     新鮮なサンプル  ・・・RNAlater RNA stabilization Reagent (QIAGEN) 
   凍結されていない新鮮なサンプル⽤です。 

 すでに凍結されている組織には適しません。 

 凍結保存サンプル  ・・・RNAlater™-ICE Frozen Tissue Transition  Solution (Invitrogen) 
             凍結保存した組織中のRNAの分解を防ぎ安全に融解させる試薬です。 

 融解後も組織中のRNAを保護可能です。 

 -  RNAlater の使⽤量は採取する組織の重量を計測し、  組織1 mg につき10 μL のRNAlater  で浸漬 
 してください。 

 -  RN  Alater に浸漬した組織を4℃/-20℃（使⽤するRNAlaterにより異なります）で⼀晩イ  ンキュ 
 ベートした後、  -80℃で凍結していただき弊社までご送付ください。 

 * RNAlaterの使⽤⽅法についてはメーカーのマニュアルをよくお読みください。 
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 ＜細胞サンプルの調製⽅法＞ 

 ①培養細胞サンプル 
 ＊弊社ではTrizolを⽤いたAGPC法は実施しておりませんので、TrizolまたはISOGEN等で溶解済みの 
 サンプルはお受けできません。 

 1.  細胞は  RNAlaterへの浸漬は不要です。ペレットの状態で速やかに凍結して  お送りください。 

 2.  細胞数は  1  .0×10^6 〜 6.0×10^6 cells/tube  としてください。 
 上記の量は⼀般的に抽出に必要とされる⽬安であり、必ずしも収量を保証するものではござ 
 いません。抽出されるRNA量が少ないと想定される細胞サンプルの場合は必ず事前にご相談 
 ください。 

 3.  ペレットにする際、培地はきれいに取り除いてください。著しく培地が残存している場合、 
 抽出したRNAのクオリティや収量に影響が出ることがあります。 

 ②PBMCサンプル 

 1.  採⾎管  はEDTA⼊りをご使⽤ください。ヘパリンは解析に影響を及ぼす可能性がございますの 
 で、避けてください。 
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 2.  採⾎後は速やかに密度勾配遠⼼によりPBMC分離を⾏ってください。細胞の状態が悪化する 
 と、良好なTotal RNA が抽出できなくなります。 

 3.  PBMCは分離後、速やかに凍結または適切な細胞凍結保存液を添加し、発送までの期間に応 
 じて適切に保管してください。 

 4.  細胞数は  1.0×10^6 〜 6.0×10^6 cells/tube  としてください。 
 上記の量は⼀般的に抽出に必要とされる⽬安であり、必ずしも収量を保証するものではござ 
 いません。抽出されるRNA量が少ないと想定される細胞サンプルの場合は必ず事前にご相談 
 ください。 

 2．サンプルフォームのご⼊⼒、ご提出 
 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 
 -  サンプルフォーム (Excelファイル) に必要事項を記⼊し、担当 (研究開発部・営業部) 

 または下記アドレスへメールにてご送付ください。 
 customer-service@rhelixa.com 

 -  サンプルフォームと、サンプルチューブの記載は必ず⼀致させてください。 

 -  サンプル名は下記のルールに沿ってご記載ください。 
     >      混同しにくい、単純かつ固有のもの 

 >      15⽂字以内 
 >      スペースは不可 
 >      サンプル名の先頭は数字不可 
 >      記号は_(アンダーバー)のみ使⽤可 

 -  細胞種名・細胞数を含め、サンプルフォームの項⽬は必ずご記載をお願いします。 
 空⽩の項⽬は実験の前にお伺いさせていただくことがございます。 

 -  サンプル名は輸送中に消えないようキャップと側⾯の⼆箇所に記載するなどの 
 ⼯夫をお願いいたします。 

    
      【記⼊例】 
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 2022.7.20. 

  3．サンプルの送付⽅法 
 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 
 サンプルは、  ⼗分量のドライアイスを同梱した上で  、冷凍便にて下記住所へご送付ください。 
 ※ 冷凍便であっても輸送中に屋外を経由することがあり、ドライアイスが少ない場合にサンプルが融 
 解する可能性がございます。輸送中の融解について、弊社では責任を負いかねますのでご了承くださ 
 い。 

 ・同梱物リスト  
              
     □サンプルチューブ 
   □ご記⼊済みサンプルフォーム 
   □ドライアイス （⽬安量は下記） 
   □必要があれば緩衝剤 

 ・ドライアイスの⽬安       

 輸送時間  ドライアイス量 

 30時間以内  3〜4 kg 

 2⽇  6〜7 kg 

 3⽇〜5⽇  8〜10 kg 

 ・梱包⽅法 (詳細は下記をご覧ください) 

 □  1.5 mLチューブ  に分注 
 □ 発送前に  ⼗分冷凍しておく 
 □ チューブの  フタをしっかり閉め、パラ 
 フィルムで保護 
 □ ボックスや50 mLチューブにチューブを 
 ⼊れ、  サンプルをドライアイスに接触さ 
 せない 

 ・梱包例 

 -  輸送事故防⽌およびサンプル受け取り準備のため、サンプル発送前に  発送予定⽇を必ずご連絡 
 ください  。配達⽇時は  営業⽇中の午前10時から午後6時到着  の間でご指定ください。また、 
 サンプル発送後、  メールにて到着予定⽇・運送会社名・追跡番号をおしらせください。 

 -  上記の梱包⽅法を守ってサンプルを送付ください。特に輸送中のサンプルチューブの破損を防⽌ 
 す  る  た  め、  サ  ン  プ  ル  チュー  ブ  を  チュー  ブ  ボッ  ク  ス  や  50  mL  チュー  ブ  等  に  ⼊  れ  た  上  で  梱  包  す 
 るなど、ドライアイスと直接触れ合うことのないようにしてください。  緩衝材でチューブ 
 を包むだけですとヒビや割れの原因となります。⽬視では確認できないヒビも遠⼼等の際に割れ 
 る原因となりますのでご注意ください。 

 -  貴重なサンプルは予め分取し、  ⼀部をお⼿元に残していただくよう  お願いいたします。 

 -  誠に勝⼿ながら、  ⼟⽇祝⽇のお受け取りはいたしかねます。  また、輸送時間が⻑くなること 
 を避けるため、  ⾦曜⽇・祝前⽇の発送はご遠慮いただいております。 

 -  恐れ⼊りますが、  輸送運賃はお客様でご負担いただきますよう  よろしくお願いいたします。 

 7 



 2022.7.20. 

 ＜サンプル送付先＞ 

 2022年8⽉26⽇（⾦）到着分まで 
       旧ラボ・オフィス 
          〒101 - 0061 

 東京都千代⽥区神⽥三崎町2-2-14 BRICK GATE ⽔道橋 2F 

               株式会社Rhelixa  研究開発部 宛 
          TEL：03 – 6240 – 9330 
          サンプル受付時間：平⽇10時〜18時 

    2022年8⽉29⽇（⽉）到着分から 
     新ラボ・オフィス 
          〒104 - 0042 
         東京都中央区⼊船3-7-2 KDX銀座イーストビル 5F 

          株式会社Rhelixa  研究開発部 宛 
          TEL：03 – 6240 – 9330 
          サンプル受付時間：平⽇10時〜18時 
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 2022.7.20. 

  4．注意事項 
 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 
 1.  「国⽴感染症研究所病原体等安全管理規程」に準じて、ヒトに対する病原性がバイオセーフ 

 ティーレベル2以上、または2以上を疑われるサンプルの受付に関しては必ずお問い合わせ下さい 
 ますようお願いしております。 
 「国⽴感染症研究所病原体等安全管理規程」 
 https://www.niid.go.jp/niid/images/biosafe/kanrikitei3/Kanrikitei3_20200401.pdf 
 https://www.niid.go.jp/niid/images/biosafe/kanrikitei3/Kanrikitei3_2020101-1.pdf 

 2.  弊社では感染性のある検体、感染している可能性のある検体、⼀部感染性⽣物由来の核酸の取り 
 扱いができません。⼗分に不活化されたことが証明できる検体についてはお受けできる場合があ 
 りますので、必ず事前にお問い合わせください。 

 3.  弊社従業員の安全確保が難しいと判断される検体は、お受けできない場合があります。 
 4.  ヒト臨床サンプルの場合は、必ずお客様ご所属施設の倫理委員会等で承認され、匿名化された状 

 態で検体を提供頂くようお願いします。 
 5.  ABS指針に該当する検体は適切な⼿続きがお済みでない場合、お受けできません。 
 6.  ⾃⼰増殖能のある形質転換体、または、形質転換に⽤いたウィルス等を含む検体からの核酸抽出 

 等の作業はお受けできません。 

 7.  ご提供頂いた検体の情報について虚偽、錯誤、または感染性等の可能性を隠匿していた場合、こ 
 れにより⽣じた損害または法的責任については、お客様が負うものとさせて頂きます。 

 8.  輸送時のトラブルに関して、弊社はその責任を負いかねます。 
 9.  細⼼の注意を払いお客様の検体を取り扱いますが、試薬や機器の不具合、⼈為的な操作ミスによ 

 り実験結果に不具合が⽣じた場合は、当社負担により再実験をおこないます。 
 10.  受注後、実作業に⼊ってからのキャンセルはサービスの仕様上お受け致しかねます。やむを得な 

 い場合は実作業分の料⾦をご請求させていただきます。 
 11.  お預かりしたサンプルは、納品検収後、3ヶ⽉を⽬処に事前承諾なしに廃棄する場合があります。 

 検体のご返却の希望を頂いた場合は、ご返却に係る費⽤をお客様にご負担頂きます。予めご了承 
 ください。 

 12.  本受託サービスは、すべて研究⽬的のために使われることを前提として実施しております。 
 本受託サービスの解析結果を研究⽬的以外へご使⽤された場合、これに起因する損失・損害 
 等については、弊社では責任を負いかねますので、あらかじめご了承ください。 

 以上 
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