
製品名製品名 Anti-HLA F antibody

製品の詳細製品の詳細 Rabbit polyclonal to HLA F

由来種由来種 Rabbit

アプリケーションアプリケーション 適用あり適用あり: WB

種交差性種交差性 交差種交差種: Human

免疫原免疫原 Synthetic peptide conjugated to KLH, between amino acids 179-206 from the central region of
Human HLA F (NP_001091948.1 , NP_061823.2).

ポジティブ･コントロールポジティブ･コントロール MDA-MB231 cell line lysate

製品の状態製品の状態 Liquid

保存方法保存方法 Shipped at 4°C. Store at 4°C (up to 6 months). Store at -20°C long term.

バッファーバッファー Preservative: 0.09% Sodium azide
Constituent: PBS

精製度精製度 Immunogen affinity purified

特記事項（精製）特記事項（精製） ab107117 is purified through a protein A column, followed by peptide affinity purification.

ポリポリ/モノモノ ポリクローナル

アイソタイプアイソタイプ IgG

The Abpromise guarantee
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製品の概要製品の概要

製品の特性製品の特性

アプリケーションアプリケーション

Abpromise保証は、保証は、  次のテスト済みアプリケーションにおけるab107117の使用に適用されます

アプリケーションノートには、推奨の開始希釈率がありますが、適切な希釈率につきましてはご検討ください。

アプリケーションアプリケーション Abreviews 特記事項特記事項

WB 1/100 - 1/500. Predicted molecular weight: 39 kDa.

ターゲット情報ターゲット情報
1

https://www.abcam.co.jp/abpromise


機能機能 Involved in the presentation of foreign antigens to the immune system.

配列類似性配列類似性 Belongs to the MHC class I family.
Contains 1 Ig-like C1-type (immunoglobulin-like) domain.

細胞内局在細胞内局在 Membrane.

Western blot - Anti-HLA F antibody (ab107117)

Anti-HLA F antibody (ab107117) at 1/100 dilution + MDA-MB231

cell line lysate at 35 µg

Predicted band size: 39 kDa

ターゲット情報ターゲット情報

画像画像

Please note:  All products are "FOR RESEARCH USE ONLY. NOT FOR USE IN DIAGNOSTIC PROCEDURES"

Our Abpromise to you: Quality guaranteed and expert technical support

Replacement or refund for products not performing as stated on the datasheet

Valid for 12 months from date of delivery

Response to your inquiry within 24 hours

We provide support in Chinese, English, French, German, Japanese and Spanish

Extensive multi-media technical resources to help you

We investigate all quality concerns to ensure our products perform to the highest standards

If the product does not perform as described on this datasheet, we will offer a refund or replacement. For full details of the Abpromise,
please visit https://www.abcam.co.jp/abpromise or contact our technical team.

Terms and conditions

Guarantee only valid for products bought direct from Abcam or one of our authorized distributors
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