
再構成型タンパク質合成キット

遺伝子のクローニング不要、
タンパク質調製に細胞は必要ありません !!

● 細胞の抽出液ではなく、精製した因子を再構成した反応液です。
● 鋳型 DNAは、PCR反応液を直接添加してお使いいただけます。 
● 反応液量あたりの合成量はほとんど変わりません （数µL～数10 mL）。
● 操作は簡単。1チューブで、37℃、数時間の反応で合成されます。
● タグによる合成タンパク質の精製・検出が可能です。
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＊1 ：東京大学大学院 新領域創成科学研究科 教授 上田 卓也 先生らが開発。

＊2 ：大腸菌からタンパク質合成に必要な成分を単離し、再びタンパク
質合成できる形に再構成したシステム。試験管内でタンパク質を
合成できます。

リボソーム

翻訳因子など

トランスファー RNA

アミノ酸

NTPs

PURE system*1 を基に開発された再構成型
無細胞タンパク質合成 *2 キットです

目的タンパク質ができる！

用途に合わせて反応液・添加剤をお選びください

ジスルフィド結合含有タンパク質を
合成するための添加剤として

合成タンパク質の構造形成を促進
する分子シャペロンとして

添加剤タンパク質合成反応液

タンパク質科学・合成生物学で使用したいときに

PUREfrex® 1.0 より多量のタンパク質を合成したいときに

タンパク質合成時の酸化還元状態を調節したいときに



開始コドン直下のアミノ酸のコドンは合成量に大きく影響します

PUREfrex®で使用する鋳型 DNAの設計方法

1. 目的タンパク質の全長の塩基配列を、大腸菌で使用頻度が高いコドンを使用して設計します。
　　（リボソーム結合配列や安定な二次構造など翻訳反応を阻害する配列を含まないようにします）

2. 開始コドン直後の 2～6番目のコドンについて、AT含量が高くなるようにコドンを置換します。
　　（開始コドン周辺の塩基配列が安定な二次構造を形成しないコドンを選択します）

詳しい情報は、コスモ・バイオWebサイト「記事 ID 検索」で。　　　　　　　　　　 クリック！詳しい情報は、コスモ・バイオWebサイト「記事 ID 検索」で。　　　　　　　　　　 クリック！記事 ID 16268

図 6：開始コドン直下のコドンを置換した Trastuzumabの重鎖（VH+CH1）の合成例

Trastuzumab の重鎖（VH+CH1）について、開始コドン直後の 2-6 番目のアミノ酸で異なるコドンを使用した 56 種類の鋳型 DNA から、PUREfrex®2.0 を用いて合成
して合成量を比較しました。その結果、最大と最小で約 50 倍の合成量の差が確認されました。最大の合成量を示した鋳型 DNA は、GC 含量が少なくなるコドンを
使用した鋳型 DNA（AT）で、GC 含量が高くなるに従って合成量が減少しました。また、大腸菌で使用頻度が高いコドンよりも、使用頻度が低くても GC 含量が少
ないコドンを使用した鋳型DNAから合成したときに、合成量が高くなることも確認されました。
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図 7：開始コドン直下のコドンを置換したタンパク質の合成例
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GM-CSF と PD-L1 について、それぞれ 2-6 番目のアミノ酸で異なるコドン（AT: GC 含量が低い、Major: 使用頻度が高い、GC: GC 含量が高い）を使用した鋳型DNAから、
PUREfrex®2.0 を用いて合成しました。その結果、Trastuzumab の重鎖と同様に、大腸菌で使用頻度が高いコドンよりも、使用頻度が低くても GC 含量が少ないコド
ンを使用したほうが合成量が増大することが確認されました。

商品に関するお問い合わせ　TEL: 03-5632-9610　　FAX: 03-5632-9619　　
www.cosmobio.co.jp



無細胞タンパク質合成キット

図 1：タンパク質の合成例

DHFR: Dihydrofolate reductase
GFP: Green fluorescent protein
β-Gal: β-Galactosidase

α-Syn: α-Synuclein
bR: Bacteriorhodopsin
MDH: Malate dehydrogenase
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原核生物および真核生物由来のタンパク質を合成した
結果です。PUREfrex®2.0 で合成した場合、様々なタン
パク質で PUREfrex®1.0 に比べて合成量が増大してい
ることが確認できました。

ジスルフィド結合形成が必要な大腸菌酸性フォスファ
ターゼ（AppA）を、PUREfrex®2.0 反応液で合成した
結果です。酸化型グルタチオン（GSSG）やジスルフィ
ド結合イソメラーゼ（DsbC）の添加で活性タンパク
質の合成量の向上が確認できました。

図 2：DS supplementを添加した
　　　タンパク質の合成例
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合成した酸性フォスファターゼの酵素活性（相対値）

正しい高次構造の形成に分子シャペロンが必要なル
シフェラーゼを、PUREfrex®2.0 で合成した結果です。
分子シャペロン（DnaK Mix）の添加で活性タンパク
質の合成量の向上が確認できました。

図 3：Dnak Mixを添加した
　　　タンパク質の合成例
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PUREfrex®1.0は、PUREfrex® 2.0に比べてタンパク質合成速度が遅いため、翻訳反応などの解析や合成量を必要とし
ない実験に適した反応液です。また、PUREfrex®2.0を用いて合成したときに、タンパク質合成速度が早くて合成タ
ンパク質のフォールディングやジスルフィド結合形成などが間に合わずに不溶化する場合にも、PUREfrex®1.0での
合成が有効な場合があります。

PUREfrex®2.0 は、PUREfrex®1.0 の反応液組成を改良し、タンパク質の合成効率を増大させた反応液です。
PUREfrex®1.0 と PUREfrex® 2.0 で各種タンパク質の合成量を比較した結果、例えば、DHFR は 150 µg/mL から
600 µg/mL に、GFP は 100 µg/mL から 800 µg/mL に増加しました（図 1）。またDS supplement や分子シャペロ
ンなどの添加剤を使用した場合も、反応液当たりに得られる活性型タンパク質の量が増加しました（図 2、3）。

PUREfrex® は、皆様の研究目的に応じて、3種類のタンパク質合成反応液をご用意しています

PUREfrex®2.1 は、PUREfrex®2.0 の反応液組成を維持したまま、Solution I に含まれる還元剤を別添した反応液です。
添加する還元剤（及び酸化剤）の種類や量により、合成時の酸化還元状態を調節できます。これにより、例えば、
細胞での発現では難しいジスルフィド結合を含むタンパク質の合成に最適な条件も検討できます。また、DS 
supplement や DnaK Mix も反応液に添加して使用できます。

図 4：異なる還元剤を添加したタンパク質の合成例（AP）

異なる還元剤（DTT と GSH）と異なる濃度の酸化剤（GSSG）を添加した PUREfrex®2.1 で、
大腸菌のアルカリフォスファターゼ（AP）を合成し、合成産物の酸化状態及び酵素活
性を比較しました。GSH を添加した反応液では、酸化剤を添加しなくても 4 時間後で
ジスルフィド結合が形成され、酵素活性が検出されました。一方、DTT を添加した反
応液では、酸化剤を添加しないと 4 時間後ではジスルフィド結合が形成されず、酵素
活性も検出されませんでした。ただし、24 時間反応させた後では、ジスルフィド結合
が形成され、酵素活性も検出されました。

DS supplement、DnaK Mix 及び異なる還元剤を添加した PUREfrex®2.1 に、軽鎖と重
鎖の鋳型 DNA を加えて IgG を合成しました。添加する還元剤の種類により、軽鎖と
重鎖の合成量は変化しませんが、IgG の形成効率が異なることが確認できました。
また、合成された IgG は、ELISA において抗原結合活性を有していることも確認しま
した。

図 5：Dnak Mixと DS supplementを添加した IgGの合成例

商品の価格・在庫・納期に関するお問い合わせ TEL: 03-5632-9630　　FAX: 03-5632-9623　　



無細胞タンパク質合成キット

技術情報

詳しい情報は、コスモ・バイオWebサイト「記事 ID 検索」で。　　　　　　　　  クリック！詳しい情報は、コスモ・バイオWebサイト「記事 ID 検索」で。　　　　　　　　  クリック！記事 ID 16268

保　存：全て -80℃

ジーンフロンティア株式会社　　　メーカー略号：GFK

商品情報

タンパク質合成反応液
品名 品番 包装 希望販売価格

PUREfrex® 1.0 PF001-0.25 1 kit (250 µL 反応用 ) ¥15,000
PF001-0.25-5 1 kit (5 × 250 µL 反応用 ) ¥67,500

PUREfrex® 2.0 PF201-0.25 1 kit (250 µL 反応用 ) ¥24,000
PF201-0.25-5 1 kit (5 × 250 µL 反応用 ) ¥108,000

PUREfrex® 2.1 PF213-0.25 1 kit (250 µL 反応用 ) ¥24,000
PF213-0.25-5 1 kit (5 × 250 µL 反応用 ) ¥108,000

保　存：全て -80℃

ジーンフロンティア株式会社　　　メーカー略号：GFK

添加剤
　タンパク質合成反応液は、分子シャペロンを含んでいません。そのため、合成するタンパク質によっては、正しい高次構造が形成できず、不
溶性となる場合があります。このような場合には、分子シャペロンを添加した反応液でタンパク質合成を行うことにより解決できることがあり
ます。そのような分子シャペロンとして、DnaK mix（品番：PF003-0.5）と GroE mix（品番：PF004-0.5）を用意しています。
　ジスルフィド結合の形成が必要なタンパク質を合成する場合は、酸化剤（酸化型グルタチオン）とジスルフィドイソメラーゼ（大腸菌 DsbC）
を含んだ DS supplement（品番：PF005-0.5）を添加して合成することで正しいジスルフィド結合が形成されやすくなります。なお、
PUREfrex® 1.0 と PUREfrex® 2.0 は、Solution I に還元剤として DTT を含んでいますが、PUREfrex®2.1 は、還元剤（システイン、DTT、還元型グル
タチオン）が別添されていて、適切な酸化還元状態の検討を行いやすくなっています。

品名 品番 包装 希望販売価格

DnaK Mix PF003-0.5 1 kit (500 µL 反応用 ) ¥18,000
GroE Mix PF004-0.5 1 kit (500 µL 反応用 ) ¥18,000
DS supplement PF005-0.5 1 kit (500 µL 反応用 ) ¥10,000

Ref. 1. Shimizu et al. (2001) Nat. Biotechnol., vol. 19, p. 751
 2. Shimizu et al. (2005) Methods, vol. 36, p. 299

　PURE system は、東京大学大学院 教授 上田 卓也 先生のグ
ループにより開発された再構成型無細胞タンパク質合成系で、
転写・翻訳・エネルギー再生に必要なタンパク質とリボソーム
を個別に精製した後、アミノ酸、NTP などと混合した合成系で
す（Ref. 1,2)。反応液に、目的のタンパク質をコードする DNA
もしくはmRNAを添加して反応することにより、タンパク質を
合成します。精製した因子を混合した反応液を使用するため、
組成を自由に調節できる、タンパク質合成に無関係なタンパク
質をほとんど含まないなどの特長があります。

　PUREfrex® は、反応液に含まれるタンパク質、リボソーム、
tRNA の調製方法を改良し、従来品に比べて純度を高めた合成
反応液です。特に、従来品に混入していた大腸菌由来のリポ多
糖は、反応液 1 µL あたり 10-1 EU 程度にまで低減されています。
また、RNase、βガラクトシダーゼなどの混入タンパク質も減少
しています。
　PUREfrex® に含まれる翻訳因子などのすべてのタンパク質は、
精製、検出用のタグ配列が付加されていません。そのため、あ
らゆるタグ配列を付加したタンパク質を合成し、タグにより精
製・検出を行うことが可能です。

PUREfrex® は、PURE systemを基に開発された再構成型無細胞タンパク質合成キットです。

お願い /注意事項

記載の希望販売価格は 2018年 4月 1日現在の価格で、予告なく改定され
る場合があります。また、「希望販売価格」「 キャンペーン中の参考価格」は参考価格であ
り、販売店様からの実際の販売価格ではございません。ご注文の際には販売店様へご確認
くださいますようお願い申し上げます。表示価格に消費税は含まれておりません。

希望販売価格

記載の商品およびサービスは全て、「研究用」です。人や動物の医療用・
臨床診断用・食品用等としては使用しないよう、十分ご注意ください。
使用範囲

記載の社名・商品名等の名称は、弊社または各社の商標または登録商標です。

商品の価格・在庫・納期に関するお問い合わせ
　TEL: 03-5632-9630（受付時間 9:00～ 17:30）
　FAX: 03-5632-9623　　
商品に関するお問い合わせ
　TEL: 03-5632-9610（受付時間 9:00～ 17:30）
　FAX: 03-5632-9619　　

http://www.cosmobio.co.jp/ 12873

取扱店

本社所在地　〒135-0016　東京都江東区東陽 2-2-20 東陽駅前ビル 


