
データマイニングサービス (マイクロアレイ) QCシート

ご希望のサービスの項目にチェックを入れ、解析対象データ数をご記入ください。

【解析データファイル】

プラン 該当に サービス名 解析対象データ数 備考

遺伝子の抽出
変動遺伝子抽出サービス 比較

統計検定解析サービス 解析

遺伝子の分類

階層型クラスタリング解析サービス 解析

非階層型クラスタリング解析サービス (K-means) 解析

非階層型クラスタリング解析サービス (SOM) 解析

生物学的解釈

Gene Ontology解析サービス リスト

GO Slim機能分類サービス リスト

Pathway解析サービス リスト

追加Pathway図作成サービス pathway

Keyword遺伝子抽出サービス keyword

機能分類情報付加サービス 解析

疾患カテゴリー解析サービス リスト

BLASTアノテーション追加サービス 解析

microRNA機能推定サービス (Gene Ontology) microRNA

microRNA機能推定サービス (Pathway) microRNA

統合解析
DNAマイクロアレイ&iTRAQ®質量分析解析サービス 解析

DNAマイクロアレイ&microRNAアレイ解析サービス 解析

その他解析

マイクロアレイデータGEO登録サービス 解析

マイクロアレイ比較データ作成サービス 比較

他社製マイクロアレイ基本データ作成サービス 解析

MicroArray Data Analysis Toolアップグレードサービス セット

アレイメーカー 製品名 備考



データの送付について

お客様ご自身でお持ちの実験データをご利
用いただく際は、解析に使用するデータを
CD-ROMに焼き付けて郵送していただくか、
メールにてお送りください。

送付先 フィルジェン株式会社 バイオインフォマティクス部

〒459-8011 愛知県名古屋市緑区定納山一丁目1409番地

TEL 052-624-4388 (9:00～17:00) FAX 052-624-4389

E-mail: biosupport@filgen.jp

* ご記入いただきましたお客様の個人情報は、弊社受託サービス事業における商品発送、関連するサービスおよび弊社からのお知らせのために利用いたします。

●受託解析サービスをご利用の方は、本QCシートへご記入の上、ご送付ください。
記入漏れがある場合、解析サービスを行えないことがございますので、ご了承ください。

【解析対象マイクロアレイ】
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任を負いかねます。
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こうした事象には、サンプル輸送中に発生した問題や天災、事故等が含まれます。
また、こうした事象によって、解析の一部または全部が実施できなくなってしまった場合も、弊社では責

ご準備いただいたサンプルに含まれる DNA
ありますが、それに

弊社あるいは弊社の業務委託先にて、
⾏うことがあり、これにより最終的な品質が決定されます。サンプルの

ご確認いただいた結果と異なりましても、弊社では責任を負いかねます。

の作業において問題なく得られた
なりましても、弊社では責任を負いかねます。

の誤りに起因して発生した損害に対する弊社の補償は、再準備いただいたサンプルの
実施されたサービスのご注文

（PDF 等の電子的形式を

私は、上記の免責事項を確認し、これに同意します。

ご署名日: _______________________________________________

(自筆): _______________________________________________
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本免責事項への同意が必要です。
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および⾷品や医薬品の製造・品質管理等、他の目的では使⽤

（電子データを含む。以下サンプルとする）
が、弊社の制御を超えた事象によって、サンプルの一部または全部が失われてしま

こうした事象には、サンプル輸送中に発生した問題や天災、事故等が含まれます。
また、こうした事象によって、解析の一部または全部が実施できなくなってしまった場合も、弊社では責

DNA や RNA、タンパク質
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シートおよびサンプルと併せて弊社までご送付下さい

フィルジェン株式会社
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および⾷品や医薬品の製造・品質管理等、他の目的では使⽤

（電子データを含む。以下サンプルとする）
が、弊社の制御を超えた事象によって、サンプルの一部または全部が失われてしま

こうした事象には、サンプル輸送中に発生した問題や天災、事故等が含まれます。
また、こうした事象によって、解析の一部または全部が実施できなくなってしまった場合も、弊社では責
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業務委託先にて、ご準備いただいた
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シートおよびサンプルと併せて弊社までご送付下さい

フィルジェン株式会社 
TEL: 052-624-4388

下記の項目をよく読み、ご理解
サービスは、全て研究目的

および⾷品や医薬品の製造・品質管理等、他の目的では使⽤

（電子データを含む。以下サンプルとする）は十分な注意を以っ
が、弊社の制御を超えた事象によって、サンプルの一部または全部が失われてしま

こうした事象には、サンプル輸送中に発生した問題や天災、事故等が含まれます。
また、こうした事象によって、解析の一部または全部が実施できなくなってしまった場合も、弊社では責
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させて頂き、

含む）も、原本と同等であると⾒做

: _______________________________________________

_______________________________________________

シートおよびサンプルと併せて弊社までご送付下さい

 バイオインフォマティクス部
 Email: biosupport@filgen.jp

下記の項目をよく読み、ご理解頂いた上で
サービスは、全て研究目的で

および⾷品や医薬品の製造・品質管理等、他の目的では使⽤し

は十分な注意を以って取り扱
が、弊社の制御を超えた事象によって、サンプルの一部または全部が失われてしまった

こうした事象には、サンプル輸送中に発生した問題や天災、事故等が含まれます。
また、こうした事象によって、解析の一部または全部が実施できなくなってしまった場合も、弊社では責

等の量や品質が、解析に不充分
して生じた損害に対し、弊社は責任を負いかねます

サンプルの品質確認
⾏うことがあり、これにより最終的な品質が決定されます。サンプルの最終的な

ご確認いただいた結果と異なりましても、弊社では責任を負いかねます。

解析結果が、お客様の予想された結果

の誤りに起因して発生した損害に対する弊社の補償は、再準備いただいたサンプルの再解析を⾏う
、その他の責任

含む）も、原本と同等であると⾒做

: _______________________________________________

_______________________________________________

シートおよびサンプルと併せて弊社までご送付下さい

【お問い合わせ先】
バイオインフォマティクス部

Email: biosupport@filgen.jp

Oct., 2018
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バイオインフォマティクス部

Email: biosupport@filgen.jp
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【お問い合わせ先】 
バイオインフォマティクス部 

Email: biosupport@filgen.jp 


