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ご注文と納品について

このカタログ記載の化合物は、いずれも試験研究用に調製した試薬類です。

医薬品、食品、化粧品、家庭用品等には決して使用しないようご注意下さい。

純度と品質保証

本カタログ記載の弊社製品は、いずれも弊社品

質管理室において厳密な検査を行い､純度を確認

した上で『高純度試薬』として自信を持って販売

しているものです。万一品質にご不満がありまし

たらご遠慮なく弊社宛ご連絡下さい。直ちに再検

査のうえ､弊社に責任のあることが明らかになり

ましたら、いつでも無償にて良品とお取り替えす

るか、または代金を全額お返しいたします。各商

品の純度及び品質規格については-ページを

ご覧下さい。

注文および納品

本カタログ記載商品のご注文は､製品名と共に

各商品ごとに明記してあるコード番号を添えて､

お取引きのある試薬取扱業者または弊社営業部ま

でお申し付け下さい。通常、午前中にご注文をい

ただいた場合には、一部の地域を除き翌日納品さ

せていただきます。

なお、カタログ 304-305ページに記載されて

おりますコード番号 1000 番台のペプチド合成用

試薬のうち 1037 (Boc)2O ､1001 DCCD ､1020
WSCD は､輸送の都合上、当社指定の試薬取扱業

者を通じてお届けさせていただきますのでご了承

下さい。

カタログ記載以外の品物や規格包装以外の包装

などをご希望の場合には弊社までお問い合わせ下

さい。その節は製品名､容量､数量を電話､

E-mail または Fax にて下記宛にご連絡下さい。

株式会社 ペプチド研究所

〒562-8686 大阪府箕面市稲4-1-2
電 話 : (072) 729-4121 (代表)
F A X : (072) 729-4124
E -m ail : info＠peptide.co.jp
営 業 日 : 土･日･祝日を除く平日

営業時間 : 午前 9 時から午後 5 時 30 分まで

価格

本カタログ記載の価格は、平成 23年(2011年)

1月 1日現在の価格です。価格は予告なしに改定

される場合があります。また、 HF 反応装置類

の価格には設置費用は含まれておりません。

なお、表示価格には、消費税は含まれておりま

せんのでご了承ください。

返品と交換

ご購入いただいた商品で､品質に問題があると

お気付きの場合は直ちに弊社までご連絡下さい。

弊社製品に関しては、弊社品質管理室にて厳重に

検査のうえ､結果をご報告するとともに､もし弊社

に責任のあることが明らかになりました場合には

速やかに良品を調製のうえお取り替えいたしま

す。また､ご希望によっては全経費弊社負担にて

返品をお受けいたします。

当方の過失により誤って納品した場合にも､全

経費弊社負担にて返品をお受けするか､ご希望の

品とお取り替えさせていただきますが、それ以外

の場合には品質管理の都合上､一旦お買い上げい

ただいた商品の交換または返品はお受けいたしか

ねますのであらかじめご了承下さい。

ペプチド類の依頼合成と特別注文

本カタログに記載されていないペプチド類をご

希望の場合にはご遠慮なく弊社営業部までご相談

下さい。秘密厳守にてご希望のペプチドの構造と

品質、量などをお伺いした上で、価格および納期

をお見積りいたします。またカタログ記載の製品

を大量に購入ご希望の場合にも、価格割引、納期

などについてお問い合わせ下さい。依頼合成につ

いては331ページの『カスタムサービス』のペー

ジも併せてご覧下さい。

English Version : See on Page XIV
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他社製品の取り次ぎ

弊社では下記の他社製品を本カタログに記載し

て販売しております。弊社製品と同様にコード番

号及び製品名でご注文下さい。また、各社製品に

対するご質問等は、弊社営業部までお問い合わせ

下さい。

P.243 酵素類

P.273–278 株式会社 矢内原研究所製品

(抗血清およびキット）

P.279–282 株式会社ペルセウスプロテオミ

クス製品(モノクローナル抗体)

P.307–318 Peptides International 社製品

(CLEAR-Resin, Enzyme Inhibitors and

Substrates, Amino Acid Derivativesなど)

登録商標
当社の製品には下記のマーク ( 登録商標 ) が入っています。
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本カタログ記載商品の純度と品質規準

本カタログ記載の製品はいずれも弊社品質管理

室にて厳密な検定を行い、純度を確認した上で販

売しています。これら製品の品質規格の概要は下

記の通りです。

1000 番台商品

これらの商品はペプチド合成用として特別に小

規模にて生産しているもので、カタログ記載事項

以外に特に規格は設けておりません。しかし、い

ずれも弊社においてペプチド合成用として十分使

用できることを確認の上販売しています。

2000 番台商品

アミノ酸類

いずれも 50 µg の試料を薄層クロマトグラフ

ィー (TLC) にて試験した場合、他のアミノ酸は

認められません。アミノ酸の光学異性体含量は

0.1%以下であることを確認しています。但し、

セリンに関しては光学異性体含量が 1%より多い

場合があります。データの必要な方はその都度お

問い合わせ下さい。

アミノ酸エステルまたは側鎖誘導体類

以下の記号にて品質を表示しています。

AA : 2種類以上の系によるTLC にて 200 µg
の試料を分析した場合、不純物を検出す

ることはありません。またろ紙電気泳動

法により 1%以上の不純物を検出するこ

とはありません。

A : 上記の分析法にて微量の不純物によるス

ポットの存在を認めますが、 2%以上の

不純物を検出することはありません。

B : 上記分析法にて 3%以上の不純物を検出

することはありません。

Boc- アミノ酸およびZ- アミノ酸類

各化合物の構成アミノ酸の光学純度はいずれも

99.9%以上であり、Boc- 基中の sec- ブチル体の含

量は常に0.05%以下です。さらに以下の記号で品質

を表示しています。

AA : 2種類以上の系によるTLC にて 200 µg
の試料を分析した場合、不純物を検出す

ることはありません。さらに高速液体ク

ロマトグラフィー (HPLC) により主成分

によるピーク面積に対し総面積比 0.5%
以上の不純物によるピークを認めることは

ありません。

A : TLC にて微量の不純物によるスポットが

認められることもありますが、 HPLC
により総面積比 1%以上の不純物を認め

ることはありません。

B : HPLC により総面積比2%以上の不純物

を認めることはありません。

AA-A : 合成時にはAA 規格ですが、フリーザー

で保存しても品質が 1 年以内にA 規格に

低下することがあります。

A-B : 合成時にはA 規格ですが、フリーザーで

保存しても 1 年以内にB 規格に品質が低

下することがあります。

Fmoc- アミノ酸類

TLC にて100 µg の試料を分析したとき、遊離の

アミノ酸を認めません。またHPLC による分析で

純度は98%以上です。

3000 番台商品

アミノ酸またはペプチド誘導体類

AA : TLC にて 100 µg の試料を分析した場

合、不純物に由来するスポットを認めま

せん。また、HPLC によっても総面積

比 1%以上の不純物によるピークを認め

ることはありません。
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A : TLC にて 100 µg の試料を展開させた場

合微量の不純物に由来するスポットを認

めることがありますが、HPLC により

総面積比 2%以上の不純物を認めること

はありません。

B : HPLC により総面積比 4%以上の不純物

によるピークを認めることはありません。

A-B :合成時にはA 規格ですが、保存中にB 規

格に品質が低下することがあります。

なお、ある種のペプチドは、その製品の特殊性か

ら別途品質規準を定めているものがあります。

酵素類

本カタログ記載の酵素類はいずれもペプチド加水

分解用の酵素として弊社が取り次ぎ販売しているも

ので、詳細はカタログ本文記載事項及び商品添付の

試験表をご参照下さい。

4000 番台商品

合成生理活性ペプチド類

これらの商品はいずれも弊社の高純度アミノ酸誘

導体を出発原料とし、 高の技術を駆使して化学的

に合成し、 新の手法にて精製したもので、HPLC
にて不純物による余分なピークが 1%以下であるこ

と、TLC にて 50 µg の試料を展開させたスポット

が単一であることを確認しています。さらに、比旋

光度、アミノ酸分析、元素分析、質量分析等のデー

タを確認し、当社の規格に適合したもののみを販売

しております。ただし、メチオニンを含むペプチド

は分析操作中にも酸化されることがあり、そのため

の副成物が検出されますのでご承知おき下さい。

なお、ある種のペプチドは、その製品の特殊性か

ら別途品質規準を定めているものがあります。本カ

タログ中では、Purity Information として記載し

ておりますのでご参照下さい。

Purity Information :

QP : これらの製品は保存中に品質が低下す

ることがあり、純度規格を 98%以上と

します。

QE : これらの製品は保存中に品質が低下す

ることがあり、純度規格を 97%以上と

します。

QX : これらの製品は純度規格を 97%以上と

します。

QZ : これらの製品は純度規格を 95%以上と

します。

微生物によって産生される酵素阻害剤

これらの化合物は何れも発酵培養液からの抽出

品であり、しかも非常に不安定な化合物が多く、

厳密な精製に耐えうるものばかりではありませ

ん。従ってそれらについては必ずしも化学的に合

成した生理活性ペプチドのような高品質を保証す

ることは出来ませんが、阻害活性に関するデータ

を揃えておりますのでご入用の方はロット番号を

添えてお申し出下さい。

14000 番台商品

抗ペプチド抗血清

弊社の抗血清製品 ( 免疫動物ウサギ ) はリン

酸緩衝液 (1 mM, pH7.0) で希釈した溶液を凍結

乾燥することにより調製されています。エンザイ

ムイムノアッセイ (EIA/ELISA) で特異性 / 感

度 / 反応性などを測定してカタログに記載してお

ります。 IC50、希釈曲線などのデータはそれぞ

れの商品に添付されております。

弊社品質管理室におきましては、上記品質基準に記載した試験項目 ( ろ紙電気泳動、 TLC 、

HPLC 、融点、比旋光度、アミノ酸組成分析、有機微量元素分析、質量分析、光学異性体試験、t-
ブチル基純度 ) の他にも、製品品目ごとの必要性によりアミノ酸配列分析、キャピラリーあるいはゲ

ル電気泳動試験、核磁気共鳴、赤外吸収、紫外吸収あるいは蛍光スペクトル、水分、酢酸、塩酸ある

いはペプチドの含量試験、溶状、乾燥減量、呈色反応確認試験及び生理活性ペプチドの生物活性試験

等を加えることにより、確かな品質の製品を出荷できるように努めております。
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生理活性ペプチドの秤量と規定溶液の調製

コード 4000 番台のほとんどの生理活性ペプチドは水または希酢酸水溶液から凍結乾燥したもので、吸湿

性のある無定形粉末です。本体のペプチド以外に少量の水と酢酸などが含まれています。このような吸湿性

無定形粉末を微量で正確に秤量することは容易ではありません。

そこで弊社では、粉末秤量包装品とは別に、ごく微量で活性を示す生理活性ペプチドの溶液作製に便利な

ように、秤量せずに一定量の溶媒を注入するだけで、既知濃度の溶液が簡単に調製できる Vial 品を販売して

います。コード番号 4002 "Bradykinin" を例にとり具体的に両包装品を説明します。

Vial : ( 内容量標定済み包装品 )

1) Vial 包装品にはコード番号の

末尾にv (20 µg、50 µg、0.2 mg、
0.5 mg、 1 mg、 5 mg、10 mg
包装など ) または s (0.1 mg 包

装のみ ) 印がついています。こ

れらの印のついた商品は同じロ

ット番号である限り各 Vial 瓶中

には同一量のペプチドが封入さ

れ、カタログには次のように表

示しています。

4002-v Bradykinin Vial 0.5 mg

Arg-Pro-Pro-Gly-Phe-Ser-Pro-Phe-Arg

(M.W. 1060.2)

0.5 mg という表示はこの Vial 瓶中に含まれてい

るペプチドの重量の目安を表すものです。正確な

ペプチド含量は、弊社品質管理室において、アミ

ノ酸分析、紫外部吸光度測定などの方法で厳密に

定量しています。ラベル上には Vial 瓶中のペプ

チド含量 ( 例えば 0.53 mg) 、また、添付書中に

は含量に加えてモル数 ( 例えば 0.53 mg, 0.50
µmol) を表示しています ( IXページの添付書例を

ご覧下さい ) 。
2) 内容量が一見非常に少ないように見えること

がありますが、ラベルに表示された定量値どおり

のペプチドが封入されていることを保証いたしま

す。

3) Vial 商品のご使用の際には、正確な容量目盛

りのある注射器などで、一定量の溶媒を注入して

ペプチドを確実に溶解してください。容易に規定

濃度のペプチド溶液を調製することができます。

( IXページの添付書例をご覧下さい ) 。
粉末を取り出して溶かしますと、正確な濃度に

調製することができません。このようなことは決

してしないで下さい。

Bulk : ( 粉末秤量包装品 )

1) 比較的大量のペプチドをご

使用になる際に便利なように、

無定形凍結乾燥品を乾燥剤上デ

シケーター中にて恒量になるま

で減圧乾燥したものを、各包装

単位に秤量したものです。従っ

て、各瓶のラベルに表示した重

量には本体のペプチド以外にそ

の中に含まれる水や酢酸などの重量も含まれてい

ます。ペプチドによっては塩酸あるいはアンモニ

アなどが含まれている場合もあります。これらペ

プチド以外の物質の含量は、元素分析やその他の

分析法により厳密に測定し、その物質の構造式と

してカタログ中に表示しています。

4002 Bradykinin Bulk 100 mg

Arg-Pro-Pro-Gly-Phe-Ser-Pro-Phe-Arg •

2AcOH • 3H2O

(M.W. 1060.2 • 120.10 • 54.05)

すなわち、 Bradykinin "Bulk" 100 mg には、

Bradykinin 85.9 mg (100 mg×1060.2 /1234.4)、
酢酸 9.7 mg (100 mg × 120.10/1234.4) 、水 4.4
mg (100 mg × 54.05/1234.4) が含まれていま

す。酢酸、水の含量はロットごとに変化する場合

があります。ご使用ロットのペプチド中の各含量

データが必要な場合はお問い合わせ下さい。

2) 凍結乾燥により得られたペプチドの無定形粉

末は吸湿性がありますので、重量を秤量する間に

も空気中の水分を吸って次第に重くなります。こ

のため、粉末の重量からペプチド含量を計算する

と誤差が大きくなりますのでご注意下さい。

3) "Bulk" 粉末を用いたペプチド溶液の正確な濃

度は、一定量をメスフラスコに秤量し溶媒を加え

て溶かした後、溶液中のペプチド含量をアミノ酸

分析、紫外部吸光度測定などの方法で定量して決

定できます。
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本カタログ記載商品の安定性と保存

一般的保存法

弊社カタログ中の商品は主として次の3種類の

温度を目安に保存して下さい。

表示 保存

R T 室温

2 ～ 10 冷蔵庫

- 20 フリーザー

室温保存の場合、 30を越えるような温度での

長期保存、また、直射日光があたるような場所は

避けて下さい。

これらの表示はカタログ中の各製品名の前に記

載しています。

4000 番台商品の安定性と保存

4000 番台のほとんどのペプチドは水または希

酢酸水溶液から凍結乾燥したものです。ご購入後

はなるべく早く全量をご使用下さい。

"Bulk" 包装品の保存未開封の場合は、シリカ

ゲルなどの乾燥剤を入れた瓶の中に密封し、その

瓶のままフリーザー中に保存することをお勧めし

ます。この条件下では数カ月は安定な状態で保存

することができます。ご使用の際は必ず乾燥剤入

りの瓶のまま室温になるまで放置し開封するよう

にして下さい。

"Vial" 包装品の保存未開封のままフリーザー

中に保存して下さい。

ペプチド溶液の保存一般に溶液中のペプチドは

凍結状態でもそれほど安定ではありません。一旦

調製した溶液は必ず数週間以内にご使用下さい。

14000 番台商品の安定性と保存

14000 番台の抗ペプチド抗血清はフリーザー中

に保存することをお勧めします。 一旦調製した

溶液は保存剤を添加し4で保存して下さい。ま

た、長期保存の場合にはフリーザー中に保存して

下さい。

矢内原研究所製商品の保存

矢内原研究所製造の抗ペプチド抗血清はフリー

ザー中に保存して下さい。

ペルセウスプロテオミクス社製商品の保存
株式会社ペルセウスプロテオミクス製造のモノ

クローナル抗体はフリーザー中に保存して下さい。

3000 番台商品の安定性と保存

3000 番台のペプチドおよびその誘導体には、

結晶化により得られたものや、水、酢酸、ジメチ

ルスルフォキシドあるいはジオキサン溶液から凍

結乾燥したものなどがあります。

"Bulk" 包装品の保存未開封の場合は、シリカ

ゲルなどの乾燥剤を入れた瓶の中に密封し、その

瓶のまま、 2-10の温度で保存することをお勧

めします。この条件下では数カ月は安定な状態で

保存することができます。但し、安定性の面から、

フリーザー中に保存することが必要な商品もあり

ますのでカタログ中の表示にご注意下さい。

"Vial" 包装品の保存未開封のままフリーザー

中に保存して下さい。

ペプチド溶液の保存一般に溶液中のペプチドは

それほど安定ではありません。一旦調製した溶液

はなるべく早くご使用下さい。

3500 番台商品の保存

3500 番台の酵素は4で保存して下さい。

3700 番台商品の保存

3700 番台の FRETS-25 関連商品はフリーザー

中に保存して下さい。

2000 番台および 1000 番台商品の保存

2000 番台および 1000 番台の商品は2-10で

保存して下さい。但し、その安定性から、フリー

ザー中に保存することが必要な商品もありますの

でカタログ中の表示にご注意下さい。

2700 番台および 2800 番台商品の保存

2700 番台および 2800 番台のアミノ酸は室温

以下で保存して下さい。

22000番台、23000番台、および24000
番台商品の保存

22000 番台、 23000 番台、および 24000 番台の

糖関連商品はフリーザー中に保存して下さい。
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カタログの見方
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カタログの見方
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4000番台Vial製品添付書
（24000番台の一部もこの添付書に準じます）

������� ������	��
 ��� �

���� ���
 ��������� �����
 �������� �����
�����  !��"#�"#�$"��� %�&  !��"#�"#�$"��

��'�� ������ ��	
����

���� ������ ()*+��
 ,�-���
 .�/
 ��*��0

���� -��1 2��/���� �&�2/13 ���� �� ����� ����� �4 /�� /�/1�' 2�+��*�'
 5��2� ���

6��� 13����1�7�' �� �� �+�8���*� ��5'�8 48�+ �9*��*� ��1*/����

�������� �� ��/ 8�+�-� /�� 2��� ��:�2/ ��� �� �� 
���� 
 !	� � ��/� /��

-��1 *���; � 2�1�68�/�' �38��;��

�����1-� �11 /�� 2��/��/� /��8�*;�13�

���� �8�2�'*8� 4*8������ � ��� �" ��1*/��� �4 /�� /�/1�' 2�+��*�'�

����	� �

(��1��0

<4/�8 �8���8��; �=="�== �1 �1�9*�/�
 48��7� /��+ �/ "�=� �8 6�1�5

*�/�1 *��� ��� �9*��*� ��1*/��� ���*1' 6� *��' 5�/��� � 4�5 5�����

����	� �

(��5'�80

��� *�'����1-�' ���/�'� �� �/�61� �/ "�=� 4�8 +�8� /��� ��� 3��8�

# � � �$ �� �� ��%� �11��//
 >��� ?�5��
 ��' ��@� )�8/��
 �������	 ���
���	

��	 �������
 �
 �# (�$�=0� (��������� ������0

�� ���� ��2�1��'�� ��' )�<� ��@�1'
 �	 ���	 �����
 �%
 A�#�

(�$��0� (����	 ���������0

�� ��B� ���82� ��' ���� @�6�/�8
 �������	 ���
���	 ��	

������	� �
 A�A (�$��0� (��������� �����0

����$��� � <8;"�8�"�8�">13"���"��8"�8�"���"<8;

(��@� �=�=��0 ��=)#A������

��*/���  ���� ���/�'� �� ��1' 4�8 8����82� �*8����� ��13 ��' ��/ 4�8 *��

�� �*+����



G
e
n

e
ra

l
In

fo
rm

a
tio

n

－ X －

3000番台Vial製品添付書
（23000および24000番台の一部もこの添付書に準じます）
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14000番台Vial製品添付書（例 1 ）
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14000番台Vial製品添付書（例 2 ）
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－ XIV －

GENERAL INFORMATION

The following information applies to the shipment of our products from Peptide Institute, Inc., Osaka, Japan.

Handling and shipping of orders placed with overseas sales agents may vary.

LIABILITY: All products listed in this catalog are sold for experimental use only and are not intended for use in or

for humans. We are not responsible for any patent infringements that might occur using the products listed in this

catalog.

PRICES AND SHIPPING: Prices shown in this catalog are in Japanese Yen () and are subject to change without

notice. Our terms are net 30 days, F.O.B. Osaka, Japan. In case of deferred payment, we charge 5% interest.

COMPOUNDS: All orders will be shipped by air parcel post, prepaid, unless instructed otherwise at the

time of order; a minimum of US$10.00 or 1,000 will be charged for handling. Compounds which can-

not be mailed will be sent by air freight, and a minimum of US$30.00 or 3,000 in addition to freight and

insurance will be charged to each invoice to cover handling.

HF-REACTION APPARATUS: Items heavier than 10 kg will be shipped by air freight; a minimum of

US$30.00 or 3,000 in addition to freight and insurance will be added for each shipment as a handling

charge. Most of the small parts cited in this catalog will be shipped by air parcel post, and an additional

US$10.00 or 1,000 will be charged for handling.

RETURNS: No return of products will be accepted without our prior written authorization, unless there is an error

on our part.

TRADEMARK: PEPTIDE INSTITUTE, INC. has the following registered symbol mark and logo:
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PURITY CRITERIA

All of our products listed in this catalog are tested rigorously by our quality control department. The purity of

the products is guaranteed according to the following criteria.

Compounds of the 1000 Series: These are of reagent grade quality confirmed and guaranteed by our experts to be

acceptable for peptide synthesis.

Amino acids of the 2000 Series: The homogeneity of the amino acids is monitored by Thin Layer Chromatography

(TLC) and is guaranteed to yield a single-spot when 50 µg is applied to the plate. The optical purity of amino acids

is higher than 99.9% except in the case of serine, which is frequently contaminated by more than 1% enantiomeric

serine; data are available on request. Optical purity is determined by Reversed-Phase High-Performance Liquid

Chromatography (RP-HPLC) using chiral derivatizing reagents.

Amino Acid Esters and Side Chain Derivatives of the 2000 Series: The following letters are used to designate the

different grades of guarantee standards:

AA: A single spot is always detectable by two different TLC systems when 200 µg is applied to the plate.

Homogeneity higher than 99% as determined by paper electrophoresis is guaranteed.

A: A trace of impurity might be detectable by TLC, but the maximum range is less than 2%.

B: Contamination of less than 3% might be detectable.

Boc- and Z-amino Acids of the 2000 Series: The optical purity of the component amino acids is always higher

than 99.9%, and contamination by the sec-butyl group in the t-Boc-group is guaranteed to be less than 0.05%.

The following letters are used to designate the different grades of guarantee standards:

AA: A single spot is detectable by TLC when 200 µg is applied to the plate. The amount of contamination

detectable by HPLC, if any, is less than 0.5%.

A: A trace of impurity might be detectable by TLC, but the maximum range determined by HPLC is less

than 1%.

B: Contamination of less than 2% might be detectable by HPLC.

AA-A: This compound is synthesized as material of grade AA, but may gradually decompose to grade A

within one year, even under cold storage conditions.

A-B: This compound is synthesized as material of grade A, but may gradually decompose to grade B

within one year, even under cold storage conditions.

Fmoc-amino Acids of the 2000 Series: No free amino acid is detectable by TLC when 100 µg is applied to the

plate. Purity determined by HPLC analysis is higher than 98%.

Amino Acids and Peptide Derivatives of the 3000 Series: The following letters are used to designate the different

grades of guarantee standards:

AA: A single spot is detectable by TLC when 100 µg is applied to the plate. The amount of contamination

detectable by HPLC is less than 1%.

A: A trace of impurity might be detectable by TLC when 100 µg is applied to the plate. The amount of

contamination detectable by HPLC is less than 2%.
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－ XVI －

PURITY CRITERIA

B: Contamination of less than 4% might be detectable by HPLC.

A-B: This compound is synthesized as material of grade A, but may gradually decompose to grade B

within one year, even under cold storage conditions.

Some of the peptides have inherent instability; data are available on request.

Proteolytic Enzymes: These enzymes listed in this catalog are supplied by various manufacturers, who are

responsible for their specifications.

Bacterial Enzyme Inhibitors: Enzyme inhibitors indicated by "Microbial Product" in this catalog are isolated from

cultured media of microorganisms. Many of these compounds are too inherently unstable to allow for high

standards of purity. The homogeneity of these compounds cannot be guaranteed except for their specific

inhibitory activities; data are available on request.

Biologically Active Peptides of the 4000 Series: All of these peptides are chemically synthesized using carefully

selected amino acid derivatives from our products, and strictly purified to come up to our quality standards.

Impurities detectable by ordinary gradient HPLC systems are less than 1% and a single TLC spot upon application

of 50 µg is detected in almost all of our peptides, except Met-containing peptides. Some additional minor peaks

on HPLC or minor spots on TLC are detectable with Met-containing peptides since they may be easily oxidized to

Met-sulfoxide even during analysis. The peptides which are followed by the words "Purity Information" and letter

symbols, such as "Purity Information:QP See page IV (XVI)", can be explained as follows:

QP: These compounds have some inherent instability. Their purity is guaranteed to be higher than 98%

by HPLC.

QE: These compounds have some inherent instability. Their purity is guaranteed to be higher than 97%

by HPLC.

QX: The purity of these compounds is guaranteed to be higher than 97% by HPLC.

QZ: The purity of these compounds is guaranteed to be higher than 95% by HPLC.

Some of the peptides have inherent instability; data are available on request.

Peptide Antisera: Our peptide antisera are sold in vials as amorphous powders obtained after lyophilization from

1 mM phosphate buffer (pH 7.0). The specificity and sensitivity are determined by the enzyme immunoassay

technique; data are given on a data sheet accompanying each vial.



－ XVII －

PACKAGING OF BIOLOGICALLY ACTIVE PEPTIDES

The biologically active peptides listed in this catalog are sold in most cases as amorphous powder which has

been lyophilized from aqueous or dilute acetic acid solution. They are available in two package forms: screw-

capped bottles (indicated as Bulk) and injection vials (indicated with a V or S suffix at the end of each code

number).

Screw-capped Bottles: The amorphous powder of each peptide is thoroughly dried over desiccant in vacuo and

then weighed in a bottle. Thus, the weight indicated on the label represents the gross weight of the amorphous

powder, which includes the peptide as well as the accompanying water and acetic acid, if any. The amount of

water and acetic acid in each amorphous powder is precisely determined by elemental analysis, Karl Fischer

titration or gas chromatography. In some cases, peptides contain hydrochloride or ammonia instead of acetic

acid. The observed value(s) of such accompanying constituent(s) is given in the structural formula of the respective

peptide described in this catalog. For example, code 4002 Bradykinin is described as follows:

4002 Bradykinin Bulk 100 mg

Arg-Pro-Pro-Gly-Phe-Ser-Pro-Phe-Arg • 2AcOH • 3H2O

(M.W. 1060.2 • 120.10 • 54.05)

The total molecular weight of this amorphous powder is calculated to be 1234.4, which consists of 1060.2 for

the net bradykinin molecule, 120.10 for two molecules of acetic acid and 54.05 for three molecules of water. This

means that 100 mg of this powder contains net 85.9 mg of bradykinin molecules. Amounts of the accompanying

water and acetic acid vary with the lot; the exact value in the purchased peptide is available on request. Given the

hygroscopic nature of amorphous powder, precise weighing of a small quantity of peptide is not an easy task.

Vials: A peptide with constant weight is lyophilized and sealed under nitrogen in each vial. The net peptide

weight is precisely determined by amino acid analysis after acid hydrolysis, HPLC analysis and/or UV absorption

measurement, which is indicated clearly on the label of each vial. The indicated weight is only the net peptide

molecule and does not include the weight of any additional constituents (water, acetic acid and so on). For

example, code 4002-v Bradykinin is described as follows:

4002-v Bradykinin Vial 0.5 mg

Arg-Pro-Pro-Gly-Phe-Ser-Pro-Phe-Arg

(M.W. 1060.2)

This indicates that each vial contains ca. 0.5 mg of bradykinin and the exact weight is indicated on the label (for

example, 0.53 mg) and the instruction sheet (for example, 0.53 mg, 0.50 µmol), see details on page XXI. The

weight is determined carefully and precisely by experts in our quality control department, therefore, we guarantee

the quantity in each vial even if the content seems to be a small quantity.

A peptide solution of a known concentration can be constituted easily by injecting a given volume of a suitable

solvent, indicated in the instruction sheet (on page XXI), into the vial using a calibrated syringe and dissolving the

contents thoroughly. The peptide content in each vial is relatively small and accurately measured, therefore, the

peptide should not be taken out of the vial to prepare a solution with a guaranteed concentration.
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－ XVIII －

STABILITY AND STORAGE

Storage of items in this catalog (General)

Recommended storage temperatures for the items in this catalog are listed below:

Description Storage

R T room temperature

2～10 refrigerator

-20 freezer

In the case of storage at room temperature, do not expose the item to a temperature above 30 for a long period

of time or to direct sunlight. The recommended storage temperature for each item is given preceding the

compound name in the catalog.

Stability and storage of items in the 4000 Series:
Biologically active peptides in the 4000 Series should be stored in a freezer and kept dry to prevent unnecessary

deterioration, even if they are stable at ambient temperatures for several days. Almost all biologically active

peptides are readily soluble in water or in a suitable solvent as indicated in the instruction sheet. Peptides in

solution are relatively unstable at temperatures even lower than -20, therefore, a peptide solution once prepared

should be used as soon as possible. If the solution must be stored overnight, it should be kept in a freezer at a

temperature lower than -20. In the case of prolonged storage of the peptide in solution, the homogeneity of the

peptide must be reconfirmed before use.

Stability and storage of items in the 14000 Series:
These lyophilized antisera should be stored in a freezer. After reconstitution with buffer, the solution can be

kept at 4 with preservative added for continuous use. For extended storage of the solution, it should be frozen at

-20.

Storage of items of Yanaihara Institute Inc.:
Antisera of Yanaihara Institute Inc. should be stored at temperatures lower than -20.

Storage of items of Perseus Proteomics Inc.:
Monoclonal Antibody of Perseus Proteomics Inc. should be stored at temperatures lower than -20.

Stability and storage of items in the 3000 Series:
Items in "Bulk" package category should be stored at 2-10 under dry conditions. However, some of the items

should be stored in a freezer because they may decompose easily at higher temperatures such as 20. Most of the

peptide-MCA, peptide-pNA and peptide-aldehyde products, which are packed in vials, have been lyophilized

from water, acetic acid, dimethyl sulfoxide or dioxane solution, and their quantities have been determined

precisely. These items should be stored in a freezer under dry conditions. Once a peptide solution is prepared, it

should be used as soon as possible, especially in the case of peptide-aldehydes.

Storage of items in the 3500 Series:
Enzymes for peptide and protein chemistry should be stored at 4 (do not freeze).

Storage of items in the 3700 Series:
FRETS-25 derivatives of the 3700 Series should be stored in a freezer.

Storage of items in the 2000 and 1000 Series:
Most of the items of the 2000 and 1000 Series should be stored at 2-10 or at room temperature except for

those recommended for storage in a freezer.

Storage of items in the 22000, 23000, and 24000 Series:
Carbohydrate derivatives of the 22000, 23000, and 24000 Series should be stored in a freezer.



－ XIX －

How to read this catalog
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－ XX －

How to read this catalog

Legend

Category classification

Product code

Product name

Alternate name(s)

Counter ion

Amino acid sequence

Chemical name

Structural formula

Molecular weight

Molecular formula

Manufacturing method (Synthetic or Microbial)

CAS number (Chemical Abstracts Service registry number)

Information of biological activity or function

Summary of the product

References

Information about patent and cooperation

New product mark

Storage temperature

Type of the packaging and sizes available

Price (Japanese Yen)



－ XXI －

Model of Instruction for the 4000 Series Vials
(Similar Instruction for the part of 24000 Series Vials)
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－ XXII －

Model of Instruction for the 3000 Series Vials
(Similar Instruction for the 23000 & the part of 24000 Series Vials)
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Model of Instruction for the 14000 Series Vials

Model 1 (Antiserum Characterized by EIA)
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Model of Instruction for the 14000 Series Vials

Model 2 (Antiserum Characterized by ELISA)
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