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科学者と共に
シングルセル研究を進展させます︕



“ この新しいシステムは、シングル細胞研究の⼤きな⾶躍を
表しており、お客様の潜在能⼒を最⼤限に引き出す事を
楽しみにしています。”

Dolomite Bioは、世界中の科学者と協⼒し、単細胞⽣物学の分野を発展させています。

私達は、すべての⼈が最先端の技術と技術を利⽤できるようにすることを⽬指し、この分野

での科学の発展を可能にします。

私達の最新のイノベーションであるNadiaは、⽣物学分野の研究者にハイスループットの単

⼀細胞研究の世界を開きます。

Nadiaイノベートを使⽤する際に技術を容易に利⽤できるようにし、新しいプロトコルを容

易に開発できるようにすることで、これまで⾒たことのない単⼀細胞研究の世界が加速する

ことを期待しています。

CEO マーク・ギリガン
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Nadiaインスツルメントの特⻑

ハイスループットシングルセル
プロファイリングを⾏う理由は

scRNA-Seqの流れ

Nadia技術ハイライト

Nadiaイノベートの特⻑
ナディア

ドロマイトバイオ

ナディア
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Why choose Nadia?

“

⾃動化と柔軟性を有するNadiaにより、⾼品質で再現性のある
シングルセルデータを⽣成し、scRNA-Seqを次のレベルへと
向上させます。
12ページのNadiaTechnologyハイライトもご覧ください。

Nadiaイノベートで、シングルセル研究の最新プロトコールを
開発し、この情報を共有する顧客のコミュニティを育成した
いと考えています。”

Technical Application Specialist
Dr. ジュリアン・フィッシャー
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シングルセル研究専⽤に完全⾃動化された

ハイスループットプラットフォーム

Nadiaインスツルメント
短時間で独⾃プロトコル開発・最適化が⾏える

オープン開発環境システム

Nadiaイノベート

ナディア



Nadiaインスツルメントは、マイクロ流体⼒学技術を基盤にしたシングルセル研究
専⽤に完全⾃動化された、ドロップレット製造プラットフォームで、最⼤8件の試料
をパラレルで20分未満でカプセル化を可能にします。
最⾼50,000個以上のシングルセルを1枚のカートリッジ、1回のランでキャプチャ
します。タッチスクリーンインターフェースには、実験の全てのステップに関する
情報が解説と共にグラフィカルな操作画像が表⽰され、どなたにも使いやすいシス
テムとなっています。

ナディアインスツルメント

“ 最先端のシングルセル技術へ、より⼀層誰もが利⽤し易い
ものになりました。”

Head of Biology Dr. ダニエル・ウォン

利 点

⾃動化 試料のカプセル化は完全⾃動

簡単操作 各種アプリケーション専⽤カートリッジの
⾃動検出、タッチスクリーン
サンプル導⼊⽤指⽰ライト機能内蔵

拡張性 最⼤8サンプルのパラレル処理機能

温度制御 トランスクリプトームを維持する為の⾃動
サンプル冷却

使い捨て
カートリッジ

クロスコンタミネーションを避ける為の接
液部品はなく、カートリッジは使い捨て

真のシングルセル 緩やかな細胞試料の撹拌により、極めて低
い複数細胞(ダブレット)率です
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ナディア

Nadiaインスツルメントの特⻑

最⾼1barでスムースな送液の
3台の独⽴した圧⼒ポンプが
内蔵されています

試料温度は4°C 〜 40°Cで制御

ビーズと細胞⽤に独⽴した
撹拌機構がカートリッジに
標準装備

簡単操作のタッチスクリーン
インターフェース

使い易いステップバイステップ
チュートリアルソフトウエア

クロスコンタミネーションを
避けるための、ディスポザーブ
ルカートリッジ

各種専⽤カートリッジは、
⾃動的に本機に検出されます
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オイル

オイル

ビーズ

細胞
オイル

Working with single cell profiling

オイル
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Why use high
throughput single cell
profiling?
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ハイスループットscRNASeq技術によりシングルセルから
定性/定量的なトランスクリプトーム情報を得る独⾃機能

培養細胞、⽣検細胞、⾎液およびその他、細胞組織のような不均⼀試料から
シングルセルの遺伝⼦発現の定量化と特定細胞または細胞亜型の同定を素早
くプロファイルすることができます。

ハイスループットscRNASeqは、B細胞およびT細胞からの対になったV(D)J
転写物をプロファイリングし、抗体またはTCRレパートリーにおける多様性
およびクローン性を同定し、免疫応答および反応についての有⽤な知⾒を得
る⽬的でも利⽤されます。

試料の準備
シングルセル細胞や核を組織、⾎液、⽣検、腫
瘍、培養細胞、植物、酵⺟またはプロトプラス
トのような真核⽣物の試料種から得ます。

細胞とバーコードmRNA捕捉ビーズのマイクロ流体コンパートメント化
マイクロ流体チップ上で、数千のシングルセルがバーコードオリゴビーズ
と共に個別にカプセル化されます。
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Reference: Macosko E. Z., Basu A., Satija R., Nemesh J., Shekhar K., �� ��. (2015) Highly Parallel Genome-wide
Expression Profiling of Individual Cells Using Nanoliter Droplets. Cell 161: 1202-1214

ライブラリ増幅
ライブラリ調整には、cDNAを⼀括してPCR増幅します。
これにより⼀意にバーコードされ、指標付けされた数千
の単⼀細胞cDNAライブラリーが得られます。

NGS シーケンシング
プールされたバーコードcDNAライブ
ラリーは、⼀般的にIllumina
Nextera® kit やIllumina®
sequencer、例えば
HiSeq®4000/2500/NextSeq®/MiS
eq®と共に配列決定がされます。

バイオインフォマティクス
パイプライン
データ分析は、確⽴されたデータ分析
パイプライン シーケンスアラインメ
ント、バーコード処理、転写物計数な
どが含まれる。

cDNA Library Primer
Binding Site

Cell Barcode Unique Molecular Identifier

Example of an oligo capture bead
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細胞溶解およびmRNA捕捉
各液滴の内部で細胞を溶解し、⼀細胞由来のmRNAを
⼀意のバーコードを持つビーズでキャプチャします。
このドロップレットは、チップ上のリザーバーに回収
されます。

ファーストストランドcDNA 合成
ビーズ上に捕捉されたシングルセルmRNAは、⼀括回収
され、逆転写されます。
ビーズ結合シングルセルcDNAライブラリーは、それらの
細胞起源に基づいて⼀意にバーコードされます。

ドロップレット

バーコードビーズ

細胞

ドロップレット

キャプチャーシーケンス

ターゲット

ビーズ



Nadia technology
highlights

Nadia製品群は、様々な技術⾰新を実現する
ことにより、業界全体のシングル細胞プロ
ファイリングの課題をエレガントに解決し
ます。

圧⼒ポンプ
単分散ドロップレット形成とシングル細胞
キャプチャの為、超スムース送液の圧⼒ポ
ンプが内蔵されています。 カートリッジとチップ

最⼤8チップが1枚のカート
リッジに搭載。

バーコードmRNAキャプチャビーズ
ユニークなバーコードと⼀意の分⼦識別⼦を
持つビーズは、cDNA起源を特定し、PCRに
よる増幅バイアスを排除します。

細胞溶液⽤撹拌スターラ
細胞溶液を緩やかに撹拌
し細胞のダブレットや、
つまりを防⽌する為の
スターラ。

ビーズ溶液⽤撹拌スターラ
カプセル化プロセスにおいて
単⼀化と均質なビーズ濃度溶
液を維持する為の連続攪拌機
構。

ガイドライト
サンプルローディングガイド
ラインとタッチスクリーンイ
ンターフェースにより、ユー
ザーの誤操作を防⽌します。

温度コントローラ
内蔵の温度コントローラーは
サンプルを冷却、細胞転写プロ
ファイルを維持、細胞ダブレッ
ト形成を最⼩限に抑えます。

ハイスループットドロップレッ
トジャンクション
1回のラン操作で1チャンネルに
つき50,000以上のシングル細胞
がキャプチャできます。
Nadiaイノベートを⽤いるとラ
イブジャンクションをカメラで
観察することができます。

オイル u-ベンド
最⾼品質の液滴形成を保証するための新規
プライミング⼯程を含む独⾃技術。

オイルと界⾯活性剤
⽣体適合性オイルと液滴形成⽤
の乳化安定剤。

Filters
カプセル化を成功させるための
ファイバやダスト除去⽤のオン
チップフィルタ付き。

上 ︓ナディアカートリッジチップ
右 ︓カートリッジチップの断⾯イラスト

ナディア
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NadiaイノベートをNadiaに統合する事で、ユーザー定義のシングルセルプロトコルや新規
アプリケーション開発が可能になります。液滴サイズや温度、攪拌、送液タイミング等各種
パラメータをユーザ⾃⾝で制御できる事は、シングルセルプロトコルだけでなく、例えば
Nadia、Innovate共に備わっている温度制御モジュールを利⽤し単分散アガロースゲルドロ
ップレット⽣成も可能となります。これにより2つの異なる細胞タイプをアガロースゲルで
カプセル化することや、3次元細胞培養、フローサイトメトリー解析の前処理などマイクロ
流路を⽤いた研究⽤途が格段に拡がり、皆様にとって⾰新的な技術はより使い易くオープン
なものになります。皆様によって新たに開発されたプロトコルは、ハイスループットパラレ
ル処理が可能な、Nadiaインスツルメントへ転送させてパラレル実⾏が可能です。

ナディアイノベート

⽣物学者がこれまで実現できなかった⽅法で、
科学を発展させることが可能になる”

Technical Applications Specialist
Dr. ミュリエル・ブリトー

“

利 点

柔軟性 新しいプロトコルとアプリケーショ
ンを開発するためのオープンな
システム

転送可能 最適化の後に実験条件をNadiaイン
スツルメントに転送し実⾏します。

迅速なプロトコル
開発

液滴サイズ、液滴作成周波数、
ユーザー試料、温度、および攪拌等
パラメータの調整

プロセスの視覚化 リアルタイムで液滴形成が観察でき
る⾼速顕微鏡とカメラ

柔軟なPCソフト 新規プロトコル開発とプロトコルモ
ニタリングソフトウェア
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ナディア

Nadiaイノベートの特⻑

試料温度は4°C 〜 40°Cで

制御可能

ジャンクション部で液滴⽣成

の様⼦を観察できます

反転モードを使⽤している際

はチップ全体を表⽰し、初期

開発中の試薬フローの可視化

2つの⽔溶性試薬リザーバー

⽤に撹拌翼が内蔵

最⾼1barでスムースな送液

が⾏える3台の独⽴した圧⼒

ポンプが内蔵されています

⾼速カメラで液滴⽣成の様

⼦が撮影できます

新規プロトコルパラメータ

はNadiaインスツルメントへ

シームレスに転送
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ドロマイトバイオは英国Blacktrace Holdings Ltdのブランドです

Blacktrace Holdings Ltd ⽇本法⼈お問い合せ先

Blacktrace Japan株式会社
〒231-0023 横浜市中区⼭下町207-2 関内JSビル1002
Tel : 045-263-8211 E-mail︓infojp@blacktrace.com

ブラックトレースジャパン

Email
info@dolomite-bio.com

Join us on

UK Head Office
(Europe, S.E. Asia,
Australasia, China, Middle
East, Africa)
t: +44 (0)1763 252 102

North America Office
t: +1 (617) 848 1211

Japan Office
t: +81 45 263 8211

Get in touch

dolomite-bio.com

2020DB0207


