
代謝物同定・定量解析ソフトウェア

　　　　　　　Chenomx NMR Suite は、血液や尿といった各種化合物が複雑に混ざり　
　　　　　　合っている生体サンプルを用いたNMRスペクトルから、生体内の代謝影　　
　　　　　　響における "安全性・毒性" や "生体状態のメカニズム" を解析する上で　
　　　　　  重要な、代謝物の同定と定量解析を行う総合プラットフォームです。

Chenomxが提供している約330種類の代謝化合物を含む化合物ライブラリやユーザ
ー独自の化合物ライブラリを使うことで、正確な処理・確実な同定・そしてNMRスペク
トル内の代謝物の定量が可能です。
これにより、「新薬研究」及び「疾患検出」のための極めて有用なツールとなります。

Chenomx NMR Suite は、5つのモジュールから構成されています。
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Chenomx Profiler

Metabolic Profiling  |  Measuring Health  using NMR spectra

Turn NMR spectra
into metabolic profiles

Chenomx NMR Suite

Chenomx Profilerは、1H-NMRスペクトルデータから個々の化合物を同定
し、その化合物濃度を用いた定量化を行う総合ツールです。 最新版では
400MHz・500MHz・600MHz・700MHz・800MHzで測定された約330種類
（400MHzのみ197）及び、7種類のSimulated Reference化合物ライブラリ
が準備されており、このライブラリを用いて同定を行います。また、HMDB
のライブラリも別途利用することが可能です。

Chenomx Processor

Chenomx Compound Builder

Chenomx Library Manager

Chenomx Compound Builderは、Spin Simulatorで作成した理論的なモデ
ルから、総合的なクラスターをフィッティングさせる機能を持っています。
化合物のフルアサインやカップリング情報の全てを解読する必要はなく、
容易に新規化合物のライブラリ構築の前段階を実行します。

Chenomx Library Managerは、Profiler内で使う化合物ライブラリを設定及
び構築するツールです。Chenomx社より提供されたライブラリのインスト
ールだけではなく、特定のプロジェクトや研究用に、対象となる任意の化
合物のみを含むミニライブラリなどの作成も可能です。

Chenomx Processorは、様々なフォーマットの1H-NMRデータ処理を行う
ツールです。ウィンドウ関数・FT・ベースライン補正（自動/マニュアル）・位
相補正（自動/マニュアル）・デコンボリューション・水領域削除などを行い
、Profilerで解析可能なデータへと変換します。

読み込み可能フォーマット
　・Agilent fid files, phasefiles
　・Bruker fid, 1r files
　・JEOL jdf files
　・JCAMP-DX (jdx, jcm, dx files)

・NMR Pipe fid, ft2 files
　・Mestrelab mnova files
 *詳細はお問い合わせ下さい。

Application Area

・Pharmaceutical Research
・Clinical Trials
・Diagnostics

Metabolic Profiling

4種類のプロファイリング機能

・Targeted Profiling
・Spectral Binning
・Targeted Binning
・Residual Binning

Chenomx Spin Simulator

Spin Simulatorは、シンプルな1次シミュレーションを行います。スピン情報
の定義やスピンースピンカップリング情報を用いた、より効果の高いシミ
ュレーションが可能で、化合物の理論的なモデルを構築することが可能
です。



本製品に関するお問い合わせ先 ■ 本ソフトウェアは、Chenomx Inc. 社の開発製品です。
■ 記載の商品名等は各社の登録商標、または商品の場合があります。
■ 本カタログの仕様は予告なく変更する場合があります。
■ 本カタログの仕様は2021年12月1日現在のものです。

 ヘルスケアサービス部
 〒107-0052　東京都港区赤坂9-7-2　東京ミッドタウン・イースト 10F 
 TEL.  03-6866-3860 FAX.  03-6866-3055
 Email.  info-science@infocom.co.jp　　https://www.infocom-science.jp/

インフォコム株式会社

必要とされるNMRパラメータ

・NOESY (100 ms Tmix)
・Temperature = 25℃
・Acquisition time = 4s
・Relaxation delay = 1s
・Spectral width = 12ppm
・Number of transients/scans = 32Targeted Profilingの4ステップ同定&定量

動作環境

NMR Suite 全モジュール
( Processor, Profiler, Spipn 
Simulator, Compound Builder, 
Library Manager) 

・OS (64bit)
　Windows 8/10/11 (日本語/英語)
　MacOSX (x86_64 intel 
CPUs/Apple M1 CPU)
　Linux X86 (64bit)
・メモリ
　8GB以上推奨
・ディスク容量
  256GB以上推奨

Turn NMR spectra
into metabolic profiles
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Metabolic Profiling

★ Targeted Profiling
　　　Chenomxライブラリを用いて、代謝物を同定/定量
　　　し代謝物と濃度リストをSIMCAで統計解析
　　　→　どの代謝物がマーカー候補かが分かる

★ Spectral Binning
　　　スペクトルをBinning（バケット積分）して、結果（積
　　　分値とピークエリア）をSIMCAで統計解析
　　　→　どのピークエリアがマーカー候補かが分かる

★ Targeted Binning
　　　単なるBinningではなく、Chenomxライブラリを用い
　　　て、各代謝物毎の積分を実施。結果（代謝物と積
　　　分値）をSIMCAで統計解析
　　　→　どの代謝物がマーカー候補かが分かる

★ Residual Binning
　　　Targeted Profilingで同定できなかったピークに対
　　　してのみBinning（Spectral Binning / Targeted 　　
　　　Binning)を実行。

Profiler の 4 種類の手法と統計解析ツール （SIMCA） との連携
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実験NMRデータに対してどれぐら
いフィットしているかを表示します。

ライブラリ中の化合物と照らし合わ
せ、どの化合物がどれぐらいの濃
度で存在しているかを示します。

化合物名または化学的分類によ
って化合物を素早く探索すること
が可能です。

決定した化合物の濃度によって定
量を行います。

Chenomxの受託サービスのご案内（オプション）
ライセンス形態

・永久ライセンス
・年間ライセンス

*別途受託解析もお請けしています。

★ Targeted Analysisサービス
　　1H-NMRスペクトル（もしくはFID）をお送り頂き、ライブラリ同定/定量を行うサー
　　ビスです。最低10スペクトルからお請けしております。

★ Library 構築サービス
　　Profilerで使うことが出来るライブラリの追加作成サービスです。
　　１H-NMRスペクトルをお送りいただくか、もしくは化合物購入からライブラリ作成
　　まで全てをお請けしております。

　　　　　　　　　　　受託サービスの詳細に関しては、別途お問い合わせください。

複数スペクトルに対してバッチで同定
＆定量を行うことも可能です。
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