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一般研究用キット

製品添付用データシート

本品は、研究目的にのみご使用ください。ヒト、動物への医療、臨床診断用には使用しないでください。
本マニュアルをご精読のうえ、研究目的にのみご使用ください。

www.cosmobio.co.jp

Spin column based Antibody Purifi cation Kit 

Cat. No. APK-10A, APK-10G

2015 年 11 月 19 日作成

【Ⅰ】はじめに

　本製品は均一な連続孔を持つフィルター型モノリスシリカの固相表面に Protein A (#APK-10A)

もしくは Protein G (#APK-10G) を固定化したスピンカラム型の IgG 抗体精製キットです。従来

品と比較して簡便に短時間（約 3分）で IgG 抗体の精製が可能です。またカラムを再生するこ
とで最大で 5回 *1 まで抗体結合能力が落ちることなく再利用することが可能です。

　それぞれ 1つのカラムあたり最大で Protein A は 0.4mg、Protein G は 0.3mg の IgG 抗体を

90%以上の回収率で精製できます。

【Ⅱ】構成品

保存温度：4℃（凍結禁止）
内容 容量

Monolithic silica-based Spin Column 10 columns

Sampling tube 10 tubes

Binding Buff er 30mL

Wash Buff er 30mL

Elution Buff er 30mL

Neutralization Buff er 15mL

Regeneration Buff er 30mL

*1：精製済み抗体、培養上清を使用した場合、5回までカラムの再生使用が可能です。但し、血     

　　清中タンパク質など固形成分を含む場合はカラムの目詰まりの原因となり、再生回数、通

　　液性が低下する場合がございますので、遠心除去、フィルター濾過などで固形成分の除去

　　を行った後に使用してください。また、再生回数に関してはお客様のサンプル種によって

　　変化するので当社では保証いたしかねます。



2

一般研究用キット 製品添付用データシート　

お問い合わせ先：TEL. 03-5632-9610　　FAX. 03-5632-9619　　E-mail. mail@cosmobio.co.jp

www.cosmobio.co.jp

Spin column based Antibody Purifi cation Kit
Cat. No. APK-10A, APK-10G

・操作中はカラムの蓋を開けて使用してください。蓋を閉じたまま遠心分離するとサンプ
　ルが通液しないことがあります。

・スピンカラムは20%エタノール溶液で満たされています。再利用する際には20％エタノー

　ル溶液で満たして保存し、カラムが乾燥しないように注意してください。乾燥はカラム

　性能の低下の原因となります。

・スピンカラムを落としたり、強いショックを与えたりしないで下さい。モノリスシリカ

　ゲルが破損する場合があります。

【Ⅳ】クイックマニュアル

【Ⅲ】注意

【Ⅴ】手順

カラムに Binding Buff er 500uL を加え、6,000 rpm 、30 秒遠心し、取り除きます。

カラムに抗体試料を 500uL 加え、6,000 rpm 、30 秒遠心し、フロースルー（FT）を捨てま

す *2。

*2：抗体を濃縮する際にはカラムに抗体試料を 500uL ずつ加え、都度遠心し、FT を除　

　　去した後に抗体試料を加えてください。連続して行うと目詰まりの原因となりますの

　　で、2~3 回サンプルを通液するごとにWash Buff er にてカラムを洗浄してください。

カラムにWash Buff er 500uL を加え、6,000 rpm 、30 秒遠心し、FT を捨てます。

　①

　②

　③

事前に抗体試料の pHを 7.0 付近に調整してください。また、サンプル量が少ない場合は

PBS などで 500uL になるように調整してください。

※使用前にエタノール溶液を 6,000 rpm 、30 秒遠心し、取り除きます。

6,000 rpm、30秒
遠心、FT を除去

6,000 rpm、30秒
遠心、FT を除去

サンプル 

500uL

6,000 rpm、30秒
遠心、FT を除去

6,000 rpm、30秒
遠心

Wash Buff er 

500uL

Elution Buff er 

500uL

Neutralization Buff er 

               50uL
約 3 分で抗体精製完了

Binding Buff er 

500uL
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【Ⅵ】参考

サンプリングチューブにNeutralization Buff er 50uL を加え、カラムをセットし、カラム
に Elution Buff er 500uL*3 を加え、6,000 rpm 、30 秒遠心し抗体サンプルを回収します。カ

ラムを再生使用する場合は手順⑤、⑥の再生処理を行った後に 4℃で保存してください。

*3：Elution Buff er は 100uL まで減らし高濃度で溶出することが可能です。この場合、　　

　　Neutralization Buff erと Elution Buff erが 1：10の比率になるようにサンプリングチュー

　　ブに Neutralization Buff er を加えてください。ただし、吸着したすべての IgG 抗体を

　　溶出出来ない場合がございます。

再生使用する場合

Regeneration Buff er 500uL をカラムに加え、6,000 rpm 、30 秒遠心し、FT を捨てます。

カラムに 20%エタノール溶液を加え上下とも蓋をし、4℃で保存します。　⑥

　⑤

　④

カラムタイプ 推奨サンプル

Protein G
モノクローナル抗体

ヒト IgG1, IgG2, IgG3, IgG4

マウス IgG1, IgG2a, IgG2b, IgG3

ポリクローナル抗体 ウサギ、ヤギ

Protein A
モノクローナル抗体

ヒト IgG1, IgG2, IgG4

マウス IgG2a, IgG2b, IgG3

ポリクローナル抗体 ウサギ



Product manual

For research use only, Not for diagnostic use.
Please read this manual thoroughly before use.

www.cosmobio.com
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Cat. No.  CSR-APK-10A   

  CSR-APK-10G   

Introduction
This spin-column type IgG antibody-purify kit consists of immobilized Protein A (#APK-10A) or
Protein G (#APK-10G) on the solid phase of fi lter type monolithic silica with uniform continuous
pores. Compared with conventional ones, this product can easily purify IgG antibodies for a 
shorter time (approximately 3 minutes). The column can be recycled up to 5 times*1 without 
diminishing of antibody binding capacity.
Each can purify IgG antibodies up to 0.4 mg with Protein A and 0.3 mg with Protein G per 
column under more than 90% of recovery rate.

Composition
Quantity

Monolithic silica-based Spin Column 10 columns

Sampling tube 10 tubes

Binding Buffer 30mL

Wash Buffer 30mL

Elution Buffer 30mL

Neutralization Buffer 15mL

Regeneration Buffer 30mL

*1:     In case purifi ed antibodies or culture supernatants are used, up to fi ve replicates of the 
columns can be reused. However, if the sample contains a solid component such as protein 
in the serum, it may cause a clogging of the column, which may result in a decrease in the 
regeneration frequency and fl uid permeability. Therefore, this product should be used after 
removal of the solid component by centrifugal removal or fi lter fi ltration. Also, the number of 
replays will vary depending on the sample type of the customer, so it is not responsible for 
our web.
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Cautions

1. Use the spin column with the cover opened. 

The sample will not pass through the monolithic silica smoothly when the cover of the spin 

column is closed as there will be a negative pressure generated in the spin column. Make 

sure the cover of the spin column is opened.

2. The spin column is fi lled with 20% ethanol solution. When reusing, be careful not to dry 

the column by fi lling it with 20% ethanol and store. 

Drying may degrade column performance.

3. Do not drop or bump the spin columns. Subjecting the spin columns to shocks may cause 

the monolithic silica seriously damaged.

Typical Procedure  

Centrifuge at
6,000 rpm, 30 sec. 
remove FT.

Centrifuge at
6,000 rpm, 30 sec. 
remove FT.

Centrifuge at
6,000 rpm, 30 sec. 
remove FT.

Centrifuge at
6,000 rpm, 30 sec. 

Sample
500μL

Wash Buffer 
500uL

Elution Buffer 
500uL

Neutralization Buffer 
               50µL

Binding Buffer 
500μL

Conclusion
antibody purification
approx. 3 min.

1. Adjust the pH of the antibody sample to around 7.0 in advance. 

If the sample amount is small, adjust to 500 µL with PBS etc.

 *Before use, centrifuge the ethanol solution at 6,000 rpm for 30 seconds and discard.

2. Add 500 µL of Binding Buffer to the column, centrifuge at 6,000 rpm for 30 seconds and 

remove it.

3. Add 500 uL of antibody sample to the column, centrifuge at 6,000 rpm for 30 seconds, 

discard fl ow-through (FT). *2

*2:  When concentrating the antibody, centrifuge and remove FT each time, then add 

500 µL of antibody sample to the column. Sequential runs may cause clogging, so 

wash the column with Wash Buffer every 2 to 3 addition of the sample.
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4. Add 500 µL of Wash Buffer to the column, centrifuge at 6,000 rpm for 30 seconds, discard 

FT.

5. Add 50 µL Neutralization Buffer to the sampling tube and set the column. Add 500 µL*3 

of Elution Buffer to the column and centrifuge at 6,000 rpm for 30 seconds to recover the 

antibody sample.

Column type Recommended sample

Protein G
Monoclonal antibody

Human IgG1, IgG2, IgG3, IgG4

Mouse IgG1, IgG2a, IgG2b, IgG3

Polyclonal antibody Rabbit, Goat

Protein A
Monoclonal antibody

Human IgG1, IgG2, IgG4

Mouse IgG2a, IgG2b, IgG3

Polyclonal antibody Rabbit

*3:  Elution Buffer can be reduced to 100 µL and eluted at high concentration.  

In this case, add Neutralization Buffer to the sampling tube at the ratio; Neutralization 

Buffer : Elution Buffer =1: 10. 

However, it may not be able to elute all the adsorbed IgG antibodies.

6. To regenerate the used spin column, add 500 µL of Regeneration buffer to the used spin 

column and centrifuge for 30 seconds, and remove FT.  Store the spin column with 20% 

ethanol and store it at 4℃ . Do not allow the resin (silica monolith) to dry. Otherwise, the 

performance and quality of spin column may be deteriorated.
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