
Genome Network Prdeёt_Fu‖ ―Length cDNA clone

RIKEN clone ID:IRAK004N22
Vector:pCMV―SPOR丁6             Gene

Accesslon No.

●Plasmid DNA pu両 輛cation

Date: 100809     Culture:LB(100 ug/mi Ampicillin) 3 ml -37° C O/N

Date: 100810     PurittCation:QIAGEN Miniprep kit‐ >dH20 100 ul

●Digestion by restriction enzyme/Concentra百 on ca‖ bration

Date :  100810

DNA concentraぜon(0.D.): 183、 0嗜  ng/ul

DNA l  ul

Enzyme(EcoRI+XhoI) 0.5+0.5 ul

Buffer H l ul

dH20 7 ul

丁otal 10 ul

Erectrophoresis: 1%agarose gel,l X ttAE Buffer

Marker:2-Log DNA Ladder(NEB#N3200L)
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〈Expected digesゼ on pattern from BC000895.1〉

4339,1073 bp

●Attust plasmid DNA soluぜ on to 25 ng/u: ～prepara轟on for shipping～

Date:loo%に     Shpped:25 ng/d,40J

Final concentration:25 ng/ul

DNA(lSヽ 0野 ng/ul) οヽ ul
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