
サンプル送付方法の概要

■ サンプル名について
サンプルシート、チューブラベル本体に記載する名称は、
英数字を使用し、8 字以内で作成してください（最初の１字はアルファベットにしてください）。
また、アルファベットを連続で記載する際は、2文字までに収めてください。
（例：× DNA–01　〇 D–01 ，× RNA–02　〇 RA–02）

■ 発送方法
ドライアイスを十分量同梱した状態でお送りください。
弊社営業日は、土日祝日や年末年始を除く平日午前9 時から午後5 時までとなっております。
発送者様の元払いで上記営業時間内に弊社に到着するよう、お送りください。
また、土日を挟んでの発送は、リスクがあるためお控えください。

■ ご送付先・お問い合わせ先

日本ジェネティクス株式会社
本社・営業部　宛て

住　   所 〒112-0004  東京都文京区後楽1-4-14 後楽森ビル18階
電話番号 03（3813）0961
E -ma i l hoshino@genetics-n.co.jp
 shimazu@genetics-n.co.jp
ホームページ http://www.n-genetics.com

＜ご送付時の連絡について＞
ご送付の際は、info@genetics-n.co.jp
まで、メールでご連絡をお願いいたします。

● ご連絡いただきたい内容 ● メールに添付していただく資料
□ご所属・ご氏名 □免責事項同意書
□発送日 □サンプルシート（エクセルファイル）
□追跡番号（運送会社）

■ お受け取り出来ないサンプル
•『全ての組織サンプル（植物・動物）／血液サンプル／唾液サンプル／ウイルスなど感染性のあるサンプル』は、お受け取りできません。
• 送付いただくサンプルが、ヒト臨床サンプルの場合、必ずインフォームドコンセントを得てください。

詳細な注意点については、次項からをご確認ください。

■ お送りいただく梱包物

サンプル送付いただく際の注意事項

【ご送付先・お問い合わせ先】
日本ジェネティクス株式会社
カスタマーサポートチーム　山本、 湯之上　宛て

住　   所 〒112-0004  東京都文京区後楽1-4-14 後楽森ビル18階
電話番号 03（3813）0961
E -ma i l info@genetics-n.co.jp
ホームページ http://www.n-genetics.com

サンプルをお送りいただく際は、必ず以下の注意事項をご確認ください。

【サンプル送付時の注意事項】

• サンプルと一緒に、「サンプルシート」および「免責事項同意書」を同送してください。
　「サンプルシート」および「免責事項同意書」は弊社ホームページからダウンロードのうえ、必要事項をご記入
ください。「サンプルシート」および「免責事項同意書」が同送されていない場合は、お受け取りできない場合
がございます。

• サンプル容器には、サンプルシートにご記入いただいたサンプル名を明記してください。
　油性ペンなどでサンプル容器に直接記入されることをお薦めいたします。
　シールやラベルをお使いになられる場合は、輸送中に剥がれないように留意してください。（サンプル名に関する
ご注意点は本文末尾をご覧ください。）

• サンプル容器のキャップはゆるみの無いように密閉し、サンプルが漏れ出さないようにしてください。
• 下記のサンプルは、お受け取りできません。
 『全ての組織サンプル（植物・動物）／血液サンプル／唾液サンプル／ウイルスなど感染性のあるサンプル』
• サンプルの保冷状態が保たれるよう、サンプルは保冷箱に入れて、ドライアイスを十分量同梱し密閉した状態で
お送りください。

• 送付いただくサンプルが、ヒト臨床サンプルの場合、必ずインフォームドコンセントを得てください。
• 弊社営業日は、土日祝日や年末年始を除く平日午前9時から午後5時までとなっております。
　サンプルは、発送者様の元払いで上記営業時間内に弊社に到着するようお送りください。
　営業時間外で受け取りできなかった場合、弊社ではその責任を負いかねます。
• お送りいただいたサンプルのご返却は致しかねます。
• 輸送時のトラブルに関しては、弊社ではその責任を負いかねます。
• 本確認事項を満たさないことで別途費用が発生した場合は、お客様に費用のご負担をお願いいたします。

【サンプル名に関するご注意点】

• 英数字を使用し、8字以内で作成してください（最初の１字はアルファベットにしてください）。
• 記号はアンダースコア/ アンダーバー（_）のみ使用できます。
• 日本語や、以下の記号・文字は使用できません。
　　＆ \　/　:　;　*　?　"　<　>　|
• 以下のような装置名、システム名、日付などは使用できません。
例： CON, PRN, AUX, CLOCK$, NUL, COM1, COM2, COM3, COM4, COM5, COM6, COM7, 

COM8, COM9, LPT1, January, Sep

http://www.n-genetics.com       info@genetics-n.co.jp

本 社
〒112-0004 東京都文京区後楽1-4-14 後楽森ビル18階
Tel. 03（3813）0961 Fax. 03（3813）0962

西日本
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〒600-8491 京都府京都市下京区室町通四条南入鶏鉾町493番地 ムーンバットビル6階
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ご所属 *

Institute(英語) *

Email *

ご担当者 *

Email *

Representative Distributor

Sending sample Transportation condition

Platform
シーケンサー*

Data output
データ量/検体*
Bio Informatics
データ解析*

Attention
（（ごご注注意意））

Number *Sample Name
*Index (i7 +) (i7;i5, for

novaseq only)
／index 番号

*Index sequence
index 配列

*Conc.(ng/ul) * Vol (µl) * insert size(bp) qPCR定量値(nM)
（測定している場合）

Remark
備考

　　　Library Name
 　(If it is pooled library)
　／pooled libraryの場合、
　　ライブラリー名

　1) Kit Name／キット名：

Sample Preparation
Method*

／使用したライブラリー
調製キットと

アダプターの種類

        NV

１１．． Library prepared with Illumina kit／／イイルルミミナナ社社製製キキッットトのの場場合合　　（（キキッットト名名をを記記入入ののううええ、、使使用用ししたたアアダダププタターーににチチェェッッククをを入入れれててくくだだささいい。。））

　1) Kit Name／キット名：

２２．． Library prepared with non-Illumina kit／／イイルルミミナナ社社以以外外キキッットトのの場場合合　　（（キキッットト名名をを記記入入ののううええ、、使使用用ししたたアアダダププタターーのの全全配配列列情情報報をを記記入入くくだだささいい。。））

     Library Sample Information Form     (rev.2)

Notice:
Novogene社NGS受託サービスのご利用に際し、空欄にご記入のうえ、免責事項同意書およびサンプルと併せてご送付ください。
お客様情報の「お名前」「ご所属」「ご住所」、および、販売店情報の「販売店名」「ご担当者」を除き、テキストは全て英語でご記入ください。
* はご記入の必須項目となります。また、グレーの欄はご記入不要です。
ご記入内容によっては、詳しくお伺いすることがございますので、あらかじめご了承ください。

        Number of library ／ライブラリーサンプル数（該当するライブラリーにサンプル数をご記入ください。）

　2) Adapter/primer  (please provide joint sequence information) ／アダプター情報（アダプターの全配列情報をご記入のうえ、indexの位置をアンダーラインでお示しください。）

チューブラベルに関するご注意点:
   • Sample Nameは、本シート記載名と、チューブラベル記載名が必ず一致するようにご注意ください。
   • 英数字を使用し、８字以内で作成してください（最初の１字はアルファベットにしてください）。
   • 記号はアンダースコア/ アンダーバー（_）のみ使用できます。
   • 日本語や、以下の記号・文字は使用できません。
 　  ＆ \　/　:　;　*　?　"　<　>　|
   • 以下のような装置名、システム名、日付などは使用できません。
 　  例：CON, PRN, AUX, CLOCK$, NUL, COM1, COM2, COM3, COM4, COM5, COM6, COM7, COM8, COM9, LPT1, January, Sep

サンプル情報ご記入時のご注意点:
　・ もしも可能でしたら、本シートとは別に、ライブラリーQC結果：（「バイオアナライザ（Agilent 2100）等の泳動結果」、「qPCRによるライブラリー定量結果」、「Qubit測定値」、「OD値」などをご提供ください。
　・ インデックスは6 base または8 baseのみ対応可能です。
　・ インデックスがdual indexの場合、i7とi5の両方のインデックス番号とインデックス配列をご記入ください。
　・ ご記入いただいたインデックス番号とインデックス配列に間違いがないかご確認ください。
　  これらに間違いがあった場合、シーケンスのdemultiplexingで問題が生じます。Novogene社ではこの場合の責任を負いかねますので、あらかじめご了承ください。

Library Information* RNA Library

Pooled Library

Sample Status*
／サンプルの状態

□ Dissolved in ddH2O  □ Dissolved in TE Buffer  □ Dissolved in pure ethanol  □ Lyophilized(凍結乾燥) □ Others

DNA Library

Client Information *
お客様情報

お名前 *

Tel/Fax *

  2) アダプターの種類：

  □□ Multiplexing adapter
       5’ Universal adapter
       5’- AATGATACGGCGACCACCGAGATCTACACTCTTTCCCTACACGACGCTCTTCCGATCT
       3’ adapter
       5’- GATCGGAAGAGCACACGTCTGAACTCCAGTCAC(INDEX)ATCTCGTATGCCGTCTTCTGCTTG
  □□ PE adapter primer (without index sequence)
       PE primer 1.0
       5’- AATGATACGGCGACCACCGAGATCTACACTCTTTCCCTACACGACGCTCTTCCGATCT
       PE primer 2.0
       5’- CAAGCAGAAGACGGCATACGAGATCGGTCTCGGCATTCCTGCTGAACCGCTCTTCCGATC
  □□ Nextera Index –Kit adapter primer
       5' adapter primer
       P5-AATGATACGGCGACCACCGAGATCTACAC[i5]TCGTCGGCAGCGTCAGATGTGTATAAGAGACAG
       3’ adapter primer
       P7-CAAGCAGAAGACGGCATACGAGAT[i7]GTCTCGTGGGCTCGGAGATGTGTATAAGAGACAG
  □□Other (please provide joint sequence information) ／その他（アダプターの全配列情報をご記入のうえ、indexの位置をアンダーラインでお示しください。）

      □ NovaSeq-PE150                □ HiSeqX-PE150                    □ Pacbio sequel                    □ ION S5 XL-SE400　                □ ION S5 XL-SE600                  □ Others :

      □             Gb                     □             reads              □ Others  :

Novogene

      □ Yes                 □  No  (raw data only)

  Nippon Genetics Co.,Ltd.Yang Xingya  (yangxingya@novogene.com)

  ■ Dry Ice (From Nippon Genetics Co., Ltd. to Novogene )Quote Number

Client Name (英語)*

〒
ご住所 *

販売店情報 *

販売店名 *

Tel *

□ 免責事項同意書 □ サンプルシート

重要： サンプルシートに記載されているサンプル名と、
 サンプル本体に記載した名前は、必ず一致させてください。

□ サンプル



サンプルを送付いただく際の注意事項

■ 免責事項同意書・サンプルシートについて
資料は、弊社ホームページからダウンロードできます。

①免責事項同意書：https://www.n-genetics.com/products/1304/1024/17169.pdf

②-1 受託解析サンプルシート：https://www.n-genetics.com/products/1304/1024/16556.xlsx

②-2 レーンシーケンス&ギガ読みサンプルシート：https://www.n-genetics.com/products/1304/1024/17170.xlsx

（注）「免責事項同意書」「サンプルシート」が同送されていない場合は、お受け取りできない場合がございます。

〈サンプルシートのサンプル名・チューブに記載する名称のご注意点〉
サンプルシートに記載されているサンプル名と、サンプル本体に記載した名前は、必ず一致させてください。

■ サンプル名について
• サンプルシート、チューブラベル本体に記載する名称は、英数字を使用し、8 字以内で作成してください
 （最初の１字はアルファベットにしてください）。
また、アルファベットを連続で記載する際は、2文字までに収めてください。
（例：× DNA–01 〇D–01 ，×RNA–02 〇RA–02）

• 記号はアンダースコア/ アンダーバー（_）のみ使用できます。
• 日本語や、左記の記号・文字は使用できません。
＆ ¥ / : ; * ? " < > |

• 以下のような装置名、システム名、日付などは使用できません。
例：CON, PRN, AUX, CLOCK$, NUL, COM1, COM2, COM3, COM4, COM5, COM6, COM7,COM8, COM9, LPT1, 
　　January, Sep

■ チューブについて
チューブは、1.5 mLチューブもしくは2.0 mLチューブが推奨になります。
※ 96 well Plate, PCR stripe tubesはご使用いただけません。

■ チューブの記載について
防水性のインクペンでチューブ本体に直接、もしくはチューブラベルにサンプル名で記載してください。
また、チューブには、国や生物種の情報は記載しないでください。

■ 記入例
（サンプルシート）

（サンプルチューブ）

Genomics
ゲノム解析

Transcriptomics
トランスクリプトーム解析

Metagenomics
メタゲノム解析

Epigenomics
エピゲノム解析

Others
その他

Serial number Sample name* Species* Source* Concentration (ng/ul)* Volume (ul)* Barcode PCR product Size

1 D-01 Human Monocytes XX ng/uL XX uL

2 RN-02 Human Primary Cell XX ng/uL XX uL

Detailed Sample information／サンプルリスト*

チューブラベルに関するご注意点:
   • Sample Nameは、本シート記載名と、チューブラベル記載名が必ず一致するようにご注意ください。

   • 英数字を使用し、８字以内で作成してください（最初の１字はアルファベットにしてください）。

   • 記号はアンダースコア/ アンダーバー（_）のみ使用できます。

   • 日本語や、以下の記号・文字は使用できません。

 　  ＆ \　/　:　;　*　?　"　<　>　|
   • 以下のような装置名、システム名、日付などは使用できません。

 　  例：CON, PRN, AUX, CLOCK$, NUL, COM1, COM2, COM3, COM4, COM5, COM6, COM7, COM8, COM9, LPT1, January, Sep
その他のご注意点:
  PCR産物の場合、必ずサイズ（bp）をご記入ください。もしも複数のPCR産物がプールされている場合、Barcodeの配列も記入ください。

Remark
備考

Service Menu／ご依頼内容*
  □ Human whole genome sequence       □ Human whole exome sequence (Agilent SureSelect V6 58M)       □ Human whole exome sequence (Agilent SureSelect V6 + UTR)
  □ Animal & Plant whole genome resequence
  □ Bacterial genome sequence (Draft map)       □ Bacterial genome sequence (Complete map)       □ Microbial genome resequence       □ Others :

  □ Eukaryotic mRNA-seq        □ Eukaryotic directional RNA-seq (strand-specific)          □ Eukaryotic low input RNA-seq
  □ Lnc RNA-seq          □ Small RNA-seq            □ Prokaryotic RNA-seq          □ Others :

  □ Metagenome sequence    □ Metatranscriptome sequence
  □ Microbial amplicon sequence (16S/18S/ITS)      □ Others :

  □ Human whole genome bisulfite sequence   □ Human Tageted-Metylation sequence
  □ Animal & Plant whole genome bisulfite sequence      □ ChIP-seq       □ Others :
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■ パラフィルムについて
サンプルの入ったチューブは、パラフィルムにて包み密閉してください。

■ お受け取り出来ないサンプル
•『全ての組織サンプル（植物・動物）／血液サンプル／唾液サンプル／ウイルスなど感染性のあるサンプル』は、お受け取りできません。
•  送付いただくサンプルが、ヒト臨床サンプルの場合、必ずインフォームドコンセントを得てください。

■ ご送付先・お問い合わせ先

日本ジェネティクス株式会社
本社・営業部　宛て

住　   所 〒112-0004  東京都文京区後楽1-4-14 後楽森ビル18階
電話番号 03（3813）0961
E -ma i l hoshino@genetics-n.co.jp
 shimazu@genetics-n.co.jp
ホームページ http://www.n-genetics.com

＜ご送付時の連絡について＞
ご送付の際は、info@genetics-n.co.jp
まで、メールでご連絡をお願いいたします。

● ご連絡いただきたい内容 ● メールに添付していただく資料
□ご所属・ご氏名 □免責事項同意書
□発送日 □サンプルシート（エクセルファイル）
□追跡番号（運送会社）

■ その他、発送時の注意点
• サンプル容器のキャップはゆるみの無いように密閉し、サンプルが漏れ出さないようにしてください。
• サンプルチューブは、50 mLチューブやフリーズボックスに入れて、搬送中にばらけないようにしてください。
• サンプルの保冷状態が保たれるよう、サンプルは保冷箱に入れて、ドライアイスを十分量同梱し密閉した状態でお送りください。
• 弊社営業日は、土日祝日や年末年始を除く平日午前9 時から午後5 時までとなっております。
発送者様の元払いで上記営業時間内に弊社に到着するよう、お送りください。
また、土日を挟んでの発送は、リスクがあるためお控えください。
営業時間外で受け取りできなかった場合、弊社ではその責任を負いかねます。

• お送りいただいたサンプルのご返却は致しかねます。
• 輸送時のトラブルに関しては、弊社ではその責任を負いかねます。
• 本確認事項を満たさないことで別途費用が発生した場合は、お客様に費用のご負担をお願いいたします。


