
注文コード 容　量 カラー 入り数 価　格 キャンペーン価格

0302000

0.2 ml

クリアー

500 × 2

¥5,700 ¥3,990
0302010 ローズ ¥6,000 ¥4,200
0302020 イエロー ¥6,000 ¥4,200

注文コード 容　量 カラー 入り数 価　格 キャンペーン価格

0302030
0.2 ml

グリーン
500 × 2

¥6,000 ¥4,200
0302040 ブルー ¥6,000 ¥4,200
0301250 0.5 ml クリアー 500 × 2 ¥6,600 ¥4,620

注文コード 容　量 カラー 入り数 価　格 キャンペーン価格

0302100

0.2 ml

クリアー

8 × 125

¥5,800 ¥4,600
0302110 ローズ

¥6,090 ¥4,870
0302120 イエロー

0302130 グリーン

0302140 ブルー

注文コード キャップ カラー 入り数 価　格 キャンペーン価格

0302250

ドーム

クリアー

8 × 125

¥4,800 ¥3,840
0302260 ローズ

¥5,040 ¥4,030
0302270 イエロー

0302280 グリーン

0302290 ブルー

0302200 フラット クリアー 8 × 125 ¥5,000 ¥4,000

注文コード 品　名 カラー 入り数 価　格 キャンペーン価格

0302150 チューブ クリアー 12 × 125 ¥27,500 ¥22,000
0302291 ドームキャップ クリアー 12 × 125 ¥  7,300 ¥  5,840

注文コード チューブ/キャップ カラー 価　格 キャンペーン価格

0302500 8連チューブ
125ストリップ ホワイト ￥13,500 ¥10,800

0302200 8連フラットキャップ
125ストリップ クリアー ￥  5,000 ¥  4,000

トレフ  PCR/qPCR  チューブ・プレート
● �RNase、DNase、Endotoxin、human�DNA�freeです
●オートクレーブにかけられます（121 ℃、20分）
●ほとんどのサーマルサイクラーに使えます

●肉厚は薄く均一で、熱の伝わりに優れています
●高品質のポリプロピレンが使用されています

※大幅な為替変動などにより、キャンペーンを中止、もしくはキャンペーン価格を改訂させて頂く場合がございます。予めご了承下さい。
キャンペーン　〜2020年12月28日

シングルPCRチューブ

8連PCRチューブ／キャップ

12連PCRチューブ／キャップ 8連qPCRチューブ／キャップ

チューブ キャップ



株式会社
〒132-0025  東京都江戸川区松江1-1-13
e-mail：sales@j-toho-kk.co.jp
ホームページ：http://www.j-toho-kk.co.jp
TEL.03-3654-6611（代表）
FAX.03-3654-0294

お問い合わせは

※このカタログに掲載されている商品は専門知識をもって研究をされている研究者の方々を対象としており、これらの方々がその目的により相当の注意のもとに使用されるためのものです。必要な専門知識を有しない
方には使用ができない場合があり、相当の危険が伴う場合もあります。このような方は専門知識を有した方の適切な監督指導のもとにご使用ください。カタログ中の価格は令和2年10月現在のもので予告なく変更する
場合があります。また価格には消費税は含まれておりません。※大幅な為替変動などにより、2020年11月以降のキャンペーンを中止、もしくはキャンペーン価格を改訂させて頂く場合がございます。予めご了承下さい。
※万一、製造上の原因による品質不良がございましたら商品の交換または修理にて対応させて頂きます。不良、破損によって誘発される損失に対してはご容赦ください。 2020.11.15Ｋ

日本総代理店

（�24�/�48�ウエルは別途ご照会ください�）

（�24�/�48�ウエルは別途ご照会ください�）

PCRプレート  96/384ウエル

qPCRプレート  96

qPCRプレート  96/384ウエル  Roche® LightCycler® 480 にお使いに慣れます

プレート用シール  （透明）

写　真 注文コード ウエル数 容　量 スカート プロファイル 材　質 カラー 入り数 価　格 キャンペーン価格

A 0302399 96 0.15 ml フル ロー PP クリアー 50 (10 × 5) ¥33,000 ¥23,000
B 0302400 96   0.2 ml ハーフ スタンダード PP クリアー 50 (10 × 5) ¥22,200 ¥15,500
C 0302401 96 0.15 ml ハーフ ロー PP クリアー 50 (10 × 5) ¥22,200 ¥15,500

0302402 96 0.15 ml ハーフ ロー PP クリアー 50 (10 × 5) ¥22,200 ¥15,500
0302403 96   0.2 ml なし スタンダード PP クリアー 50 (10 × 5) ¥22,200 ¥15,500
0302404 96 0.15 ml なし ロー PP クリアー 50 (10 × 5) ¥22,200 ¥15,500
0302700 384   40 ul フル PP クリアー 50 (10 × 5) ¥37,600 ¥26,300

写　真 注文コード ウエル数 容　量 スカート プロファイル 材　質 カラー 入り数 価　格 キャンペーン価格

0302601 96 0.15 ml フル ロー PP ホワイト 50 (10 × 5) ¥34,000 ¥23,000
0302602 96   0.2 ml ハーフ スタンダード PP ホワイト 50 (10 × 5) ¥22,900 ¥16,000
0302603 96 0.15 ml ハーフ ロー PP ホワイト 50 (10 × 5) ¥22,900 ¥16,000

D 0302604 96 0.15 ml ハーフ ロー PP ホワイト 50 (10 × 5) ¥22,900 ¥16,000
E 0302605 96   0.2 ml なし スタンダード PP ホワイト 50 (10 × 5) ¥22,900 ¥16,000
F 0302606 96 0.15 ml なし ロー PP ホワイト 50 (10 × 5) ¥22,900 ¥16,000

写　真 注文コード ウエル数 容　量 スカート プロファイル 材　質 カラー 入り数 価　格 キャンペーン価格

G 0302590 96 0.15 ml ハーフ ロー PP ホワイト 50 (10 × 5) ¥52,100 ¥36,400
H 0302600 96 0.15 ml ハーフ ロー PP ホワイト 50 (10 × 5) ¥60,000 ¥48,000
I 0302610 384   40 ul フル PP ホワイト 50 (10 × 5) ¥44,200 ¥30,900

LightCycler®はRoche社の登録商標です。

注文コード 品　名 材　質 仕　様 入り数 価　格 キャンペーン価格

0302800 シーリング  フォイル PET -40℃〜+120℃の範囲で使える透明なシールです 100枚 ¥27,000 ¥21,600
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