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 サービスの特徴

・経験豊富なChunLabのバクテリアゲノム受託解析サービスをご提供。

・研究目的に合わせて、複数機種のシーケンサー（MiSeq、PacBio®）から選択可能。

・ゲノム配列の比較解析サービスもご提供。

・解析データは、ChunLab独自のウェブツールを使って自由に閲覧、論文や
研究発表用に加工することが可能（下記および本資料7ページ以降参照）。

ゲノムブラウザ画面 ゲノム配列間の類似性を基に作成された系統樹

<ウェブツール EzBioCloud WG> <ウェブツール EzBioCloud CG>
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 キャンペーン内容

①4検体以上ご注文の場合（1-3検体の場合は次ページをご参照ください。）

シーケンサー
機種

シーケンシング仕様 データ解析
1検体当たりの解析
費用※（税別）

MiSeq
ライブラリ作製、300 bpペアエン
ドシーケンシング

アセンブリングによるコンティグ作
成、CDSへのアノテーション付与、
ゲノムブラウザおよびゲノムマップ
表示 など

120,000 円

PacBio® RSII
10 kbまたは 20 kbライブラリの作
製、P6-C4 Chemistry 245,000 円

※ゲノムサイズ5 Mb以下の場合の価格です。また、検体輸送費用は含まれておりません。

得られた全ゲノム配列を使用した以下のオプションサービスも無償でご提供。

・比較ゲノム解析

・バクテリア同定用WebツールTrueBacTM ID Genomeの利用

〇オプションサービスの解析内容につきましては、本資料の以下のページをご参照ください。

‐比較ゲノム解析（Comparative Genomics）：11~12ページ ‐ TrueBacTM ID Genome：13~20ページ

 キャンペーン期間

2019年11月14日～2019年12月26日 弊社受注分まで
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 キャンペーン内容【続き】

②1-3検体ご注文の場合 （4検体以上の場合は前ページをご参照ください。）

シーケンサー
機種

シーケンシング仕様 データ解析
1検体当たりの解析
費用※（税別）

MiSeq
ライブラリ作製、300 bpペアエン
ドシーケンシング

アセンブリングによるコンティグ作
成、CDSへのアノテーション付与、
ゲノムブラウザおよびゲノムマップ
表示 など

140,000 円

PacBio® RSII
10 kbまたは 20 kbライブラリの作
製、P6-C4 Chemistry 260,000 円

※ゲノムサイズ5 Mb以下の場合の価格です。また、検体輸送費用は含まれておりません。

得られた全ゲノム配列を使用した以下のオプションサービスも無償でご提供。

・バクテリア同定用WebツールTrueBacTM ID Genomeの利用

〇オプションサービスの解析内容につきましては、本資料の以下のページをご参照ください。

‐ TrueBacTM ID Genome：13~20ページ

 サンプル条件
シーケンサー機種 MiSeq PacBio®

サンプルの種類 精製ゲノムDNA 精製ゲノムDNA※1

DNA量 1 µg 20 µg

DNA濃度※2 50 ng/µL以上 150 ng/µL以上

溶液量 20 µL以上 20 µL以上

溶媒※3 10 mM Tris-HCl (pH 8.5) またはNuclease-free水

※1 分解の見られないゲノムDNAをご提出ください。
※2 サンプルの定量はQuibit ®またはPicoGreen ®を用いた方法
を推奨しております。

※3 EDTAを含まないバッファーを溶媒としてご使用ください。



お問い合わせ先

株式会社理研ジェネシス 営業部
〒141－0032

東京都品川区大崎1丁目2番2号
アートヴィレッジ大崎セントラルタワー8階
TEL: 03-5759-6042 E-mail: info2@rikengenesis.jp

https://www.rikengenesis.jp

※弊社HP右上の“お問い合わせ”よりお問い合わせ頂けます。 6
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本サービスはChunLabとの提携
によりご提供いたします。

バクテリア全ゲノムシーケンス解析
／De novo Bacterial Sequencing

参考資料１
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バクテリア全ゲノムシーケンス解析サービスの概要

【概要】

ゲノム配列未知のバクテリアを対象とし
て、全ゲノム配列をシーケンシングしま
す。複数機種の次世代シーケンサーをご
用意していますので、研究目的に適した
シーケンシング方法をお選びいただけま
す。

また、ゲノム配列の比較解析サービスも
ご提供しています。

ゲノムの機能解析、進化、比較ゲノムや
医薬品開発・エネルギー産業研究に応用
していただけます。

ゲノム DNA

品質評価

シーケンシング(MiSeqなど)

解析結果

DNAの断片化／ライブラリ作製

リード配列のアセンブル
およびコンティグ作成

【解析の流れ】

コンティグ上のCDS予測、予測
されたCDSへのアノテーション

付与など
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バクテリア全ゲノムシーケンス解析サービスの特徴

 ゲノム配列を組み立てることにより、解析対象生物の遺伝的な全体像
を見ることができます。

 複数機種の次世代シーケンサーをご用意していますので、研究目的に
適したシーケンシング方法をお選びいただけます。

- MiSeq: 300bp PE - PacBio ® : 20 kb library

 CDS（ Coding sequence）予測とデータベース情報に基づいた遺伝子
機能アノテーション付与、比較ゲノム解析などの解析結果をご提供致
します。

 解析データは、ChunLabオリジナルウェブツールEzBioCloud Whole 

Genome Analysis (WG)※およびComparative Genomics (CG)※を用いて
閲覧・分析していただけます。

※ EzBioCloud WGおよびCGをご使用になる際は、WebブラウザとしてGoogle Chromeの使用
を推奨します。
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納品物

 QCレポート

 fastqファイル（ChunLabデータダウンロードサイトより納品後1年間取得可能）

 解析結果（EzBioCloud WGまたはCG上で閲覧または各種ファイル取得可能）

①Whole Genome Analysis（サンプルごとの全ゲノム解析）：オリジナルウェ
ブツール EzBioCloud WG （図１）を利用して、アセンブリされたコンティグ配
列の情報閲覧および取得、予測されたCDSのゲノムブラウザ表示（図２）および
アノテーション情報の閲覧が可能です。また、BLASTを使ったホモログ探索や比

較ゲノム解析（次ページ以降参照）なども実施可能です。

図１ EzBioCloud WGのトップページ 図２ ゲノムブラウザ



11

納品物（続き）

② Comparative Genomics（お客様ご提供のゲノム配列及び公共データ
ベース上のゲノム配列を用いた比較解析※）：オリジナルウェブツール
EzBioCloud CG を利用して、下記の解析結果が閲覧可能です。

・ゲノム配列間の類似性を基に作成された系統樹（図３）
・リファレンスと任意のゲノム配列間の遺伝子ごとの類似性（図４）
・複数ゲノム配列間で共通に存在する遺伝子の数（図５、P12）
・遺伝子構成によるクラスタリング解析とヒートマップ作成（Gene 

presence/absence analysis）（図６、P12） など

※お客様ご提供のゲノム配列または５つ以上のゲノム配列との比較をご希望の場合は追加
費用が必要になります。

図３ ゲノム配列間の類似性を基に作成された系統樹 図４ ゲノム配列間での遺伝子ごとの類似性
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納品物（続き）

② Comparative Genomics（続き）

図５ 複数ゲノム配列間で共通に
存在する遺伝子の数

図６ Gene presence/absence analysis

◎ EzBioCloud Comparative Genomicsの詳細はChunLabホームページのサイト
（https://help.ezbiocloud.net/tutorial-comparative-genomics-of-vibrio-cholerae/)をご参照ください。



本サービスはChunLabとの提携
によりご提供いたします。

全ゲノム配列と16S rRNA配列からの細菌同定
／ TrueBacTM ID

参考資料２
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TrueBacTM IDの概要
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TrueBacTM IDは、独自のデータベースを使用し、全ゲノム配列や16S rRNA配列から細菌
を同定可能な、ChunLabのクラウドサービスです。

TrueBac™データベースには、type strainやreference strainの全ゲノム配列、および
speciesまたはsub speciesレベルで分類可能な16S rRNA配列が含まれ、すべての配列が
細菌分類学の専門家により確認されています。

TrueBacTM IDは、臨床や製造の分野で重要性の高いほとんどの細菌が網羅され、ゲノムお
よび16S rRNA配列を元にそれらを正確に同定します。

TrueBac™ データベースの特徴

 分類学上検証された1万以上のspeciesまたは
sub speciesの精選された全ゲノムデータを搭載。

 月毎のアップデート時に、文献等に記述のある
100以上の新種を追加。

 公的なデータと独自に作成されたデータを組み合
わせ質と信頼性を担保。

https://www.truebacid.com/

https://www.truebacid.com/
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TrueBacTMとEzBioCloudデータベースの比較

EzBioCloud DB

(ChunLab’s public database)

TrueBacTM DB

(Taxonomically verified database)

License Free for academic/non-profit Paid license

Species (as of 

July 2018)
>64,000 >18,000

Data sources Public domain Public domain + in-house generated data

Data accuracy
Checked by bioinformatics tools 

(Semi-automated curation)

Checked by multiple means including extensive 

manual curation

Update Quarterly Monthly

Contents
All available genome sequences 

(excluding metagenomic assemblies)

Taxonomically relevant genome and 16S 

sequences of type strains and reference 

strains that is important in clinical and 

industrial field

Services
EzBioCloud 16S Identify

(Free for academia/non-profilt)

TrueBacTM ID-16S for 16S-based ID

TrueBacTM ID-Genome for genome-based ID

(https://www.truebacid.com/)

Usages Academic study

•Clinical diagnostics (for research use only)

•QC in the manufacturing process

•Taxonomic validation of industrially important

strains (e.g., probiotics, patented strains)

ChunLab提供資料より引用
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NCBI細菌ゲノムデータを用いたデモンストレーション

インプットデータセットとして、 99,078の純粋培養菌に由来する細菌ゲノムデータを使用。
全同定結果は、 https://www.ezbiocloud.net/ に掲載。解析はMay 15, 2018に実施。
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• データベースを使用し、16S rRNA配列または全ゲノム配列から細菌同定可能な
クラウドサービス。

• TrueBacTM ID はCloud (Web)、API、Applianceとして提供。

TrueBacTM IDサービス

ChunLab提供資料より
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TrueBacTM ID-16S

アップロードされたデータごとの細菌種同定結果一覧

各データの細菌種同定結果



TrueBacTM ID-Genome

アップロードされたデータごとの細菌種同定結果一覧

各データの細菌種同定結果

19
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TrueBacTM IDサービス

Service Name TrueBacTM ID-16S TrueBacTM ID-Genome

License Type Starter/Basic/Premium Basic Premium
List Price per year
(exclusive of tax) お問い合わせ下さい※ お問い合わせ下さい※

Number of analyses 1,000/3,000/10,000 100/200

Input file FASTA FASTA FASTQ & FASTA

Data input to be processed - up to 3Gb

Data storage period 1 year 1 year

Outcome

- Bacterial identification 
via Sanger sequence 
- Taxonomic assignment, 
List of 200 top hit, 
Similarity, Completeness, 
Diff/Total nucleotide, etc.
- Export in excel, FASTA, 
EzEditor2

- Bacterial identification 
via NGS whole genome 
sequences 
- Taxonomic assignment, 
List of Top hit taxa (up to 
20), ANI (%), ANI coverage, 
16S Similarity, etc.
- Export in excel

- Bacterial identification 
via NGS whole genome 
sequences 
- Assembly, Taxonomic 
assignment, List of Top 
hit taxa (up to 20), ANI (%), 
ANI coverage, 16S 
Similarity, etc.
- Export in excel

※お問い合わせ先：
株式会社理研ジェネシス 営業部
TEL: 03-5759-6042 E-mail: info2@rikengenesis.jp

ChunLab提供資料より



お問い合わせ先

株式会社理研ジェネシス 営業部
〒141－0032

東京都品川区大崎1丁目2番2号
アートヴィレッジ大崎セントラルタワー8階
TEL: 03-5759-6042 E-mail: info2@rikengenesis.jp

https://www.rikengenesis.jp

※弊社HP右上の“お問い合わせ”よりお問い合わせ頂けます。
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