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ご注文方法：専用注文書を使用して弊社にご注文いただくよう、取扱店へお伝え下さい。I0203
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大感謝SALE
2023年2月1日～2023年4月28日日頃の感謝を込めて日頃の感謝を込めて

今回のキャンペーンでは、PCRワークステーションを無料プレゼント
詳細は裏面をご確認ください。
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製品番号 製品名 容量 材質 滅菌 包装
販売
単位

単価
（税抜）

ケース価格
（税抜）

キャンペーン単価
（税抜）

キャンペーン価格
（税抜）

604107 CELLSTAR ピペット バルク包装 一体成型 1ml 
PS/ポリエステル（綿栓） 1ml PS ◯ 25×40袋 1000 ¥66.9 ¥66,900 ¥33.5 ¥33,450

710107 CELLSTAR ピペット バルク包装 一体成型 2ml 
PS/ポリエステル（綿栓） 2ml PS ◯ 25×40袋 1000 ¥80.3 ¥80,300 ¥40.2 ¥40,150

606107 CELLSTAR ピペット バルク包装 一体成型 5ml 
PS/ポリエステル（綿栓） 5ml PS ◯ 25×20袋 500 ¥107.4 ¥53,700 ¥53.7 ¥26,850

607107 CELLSTAR ピペット バルク包装 10ml 
PS/ポリエステル（綿栓） 10ml PS ◯ 25×20袋 500 ¥120.6 ¥60,300 ¥60.3 ¥30,150

760107 CELLSTAR ピペット バルク包装 25ml 
PS/ポリエステル（綿栓） 25ml PS ◯ 25×8袋 200 ¥174.5 ¥34,900 ¥87.3 ¥17,450

バルク包装 50%50%OFFOFF

50%50%OFFOFF

55%55%OFFOFF

マイクロチューブ
■ 高い耐熱・耐薬品性
■ 遮光用のブラウンチューブ
■ 耐温度域：－ 80 ～＋ 121℃（616283 のみ－ 80 ～＋ 100℃）
■ 製品番号6162 xx はシールの貼り付けが
　 容易なフラットトップ

製品番号 製品名 容量 材質 滅菌 包装
販売
単位

単価
（税抜）

ケース価格
（税抜）

キャンペーン単価
（税抜）

キャンペーン価格
（税抜）

667201 リアクションチューブ U底 0.5ml 
ナチュラル（ミクロスピッツ） 0.5ml PP × 10005袋 5000 ¥8.4 ¥42,000 ¥4.2 ¥21,000

616201 リアクションチューブ U底 1.5ml 
ナチュラル（ミクロスピッツ） 1.5ml PP × 500×8袋 4000 ¥3.9 ¥15,600 ¥2.0 ¥7,800

616283 リアクションチューブ U底 遮光 1.5ml 
ダークブラウン（ミクロスピッツ） 1.5ml PP × 500×2袋 1000 ¥8.5 ¥8,500 ¥4.3 ¥4,250

623201 リアクションチューブ V底 2.0ml 
ナチュラル（ミクロスピッツ） 2.0ml PP × 500×8袋 4000 ¥7.7 ¥30,800 ¥3.9 ¥15,400

製品番号 製品名 容量 材質 滅菌 包装
販売
単位

単価
（税抜）

ケース価格
（税抜）

キャンペーン単価
（税抜）

キャンペーン価格
（税抜）

188271-013 CELLSTAR 遠心管 コニカル底 
青キャップ 15ml 滅菌 15ml PP（チューブ）

/ HDPE（フタ） ◯ 20×70袋 1,400 ¥83.0 ¥116,200 ¥37.4 ¥52,290

667201

623201

616201

616283

CELLSTAR®滅菌ピペット

CELLSTAR®遠心管

■ すべて滅菌済み。無菌性保証水準：SAL 10-3

■ 高品質ポリスチレン素材による高い透明性
■ 高コントラストで読みやすい目盛
■ 目盛と反対側壁面のカラーバーにより液面の視認性を向上 （ 5/10/25mlピペット）
■ 最小包装単位ごとにLOT 番号と有効期限を記載

■ 高い機械的強度と耐熱および耐薬品性
■ 耐温度域：－196 ～＋121℃（本体）、－80 ～＋100℃（フタ）
■ 耐遠心強度 max.RCF[g] は15,000

在庫限り
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47%47%OFFOFF

48%48%OFFOFF

細胞培養フラスコ
■ TC製品は細胞の接着を促進する物理的表面処理済
■ SC製品は浮遊培養用
■ スタンダードキャップ（フィルターなし）/フィルターキャップ
■ フィルターキャップは疎水性キャピラリポアメンブレンを使用
■ カントネック
■ 両側面に目盛付き
■ ピールオープン滅菌パッケージ
■ 培養面積は 25㎠ 、75㎠ 、175㎠ 

製品番号 製品名 容量 材質 滅菌 包装
販売
単位

単価
（税抜）

ケース価格
（税抜）

キャンペーン単価
（税抜）

キャンペーン価格
（税抜）

690160 CELLSTAR フラスコ TC 赤STキャップ 
25cm2 50ml PS（本体）/HDPE（フタ） 50ml PS（本体）/

HDPE（フタ） ◯ 10×20袋 200 ¥339.0 ¥67,800 ¥179.7 ¥35,930

658170 CELLSTAR フラスコ TC 赤STキャップ 
75cm2 250ml PS（本体）/HDPE（フタ） 250ml PS（本体）/

HDPE（フタ） ◯ 5×24袋 120 ¥527.5 ¥63,300 ¥279.5 ¥33,540

690175
CELLSTAR フラスコ TC 赤FTキャップ 
25cm2 50ml PS（本体）/HDPE（フタ）/
PTFEコートPET（フィルター） 

50ml

PS（本体）/
HDPE（フタ） /
PTFEコートPET
（フィルター） 

◯ 10×20袋 200 ¥467.0 ¥93,400 ¥247.5 ¥49,500

658175
CELLSTAR フラスコ TC 赤FTキャップ 
75cm2 250ml PS（本体）/HDPE（フタ）/
PTFEコートPET（フィルター） 

250ml

PS（本体）/
HDPE（フタ） /
PTFEコートPET
（フィルター） 

◯ 5×24袋 120 ¥650.0 ¥78,000 ¥344.5 ¥41,340

製品番号 製品名 容量 材質 滅菌 包装
販売
単位

単価
（税抜）

ケース価格
（税抜）

キャンペーン単価
（税抜）

キャンペーン価格
（税抜）

658190 CELLSTAR フラスコ SC 白STキャップ 
75cm2 250ml PS（本体）/HDPE（フタ） 250ml PS（本体）/

HDPE（フタ） ◯ 5×24袋 120 ¥472.5 ¥56,700 ¥245.7 ¥29,480

661190 CELLSTAR フラスコ SC 白STキャップ 
175cm2 650ml PS（本体）/HDPE（フタ） 650ml PS（本体）/

HDPE（フタ） ◯ 4×10袋 40 ¥945.0 ¥37,800 ¥491.3 ¥19,650

690195 CELLSTAR フラスコ SC 白FTキャップ 
25cm2 50ml PS（本体）/HDPE（フタ） 50ml

PS（本体）/
HDPE（フタ） /
PTFEコートPET
（フィルター） 

◯ 10×20袋 200 ¥467.0 ¥93,400 ¥242.8 ¥48,560

TC製品

SC製品

※ST：スタンダードキャップ（フィルターなし）、FT：フィルターキャップ

※ST：スタンダードキャップ（フィルターなし）、FT：フィルターキャップ
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■ 細胞の接着を促進する物理的表面処理済
■ 最適なガス交換を行うベント構造
■ サイズはø35 mm、60 mm、100 mm、145 mm（培養面積8.7 cm2、21 cm2、58 cm2、

143 cm2）
■ 積み重ねやすい設計
■ 顕微鏡観察のための優れた透明性 47%47%OFFOFF

細胞培養シャーレ

製品番号 製品名 容量 材質 滅菌 包装
販売
単位

単価
（税抜）

ケース価格
（税抜）

キャンペーン単価
（税抜）

キャンペーン価格
（税抜）

627160 CELLSTAR 35×10mm シャーレ TC 
8.7cm2 35×10mm/8.7cm2 PS ○ 10×74袋 740 ¥82.0 ¥60,680 ¥43.5 ¥32,160

628160 CELLSTAR 60×15mm シャーレ TC 
21cm2 60×15mm/21cm2 PS ○ 10×60袋 600 ¥90.5 ¥54,300 ¥48.0 ¥28,770

664160-013 CELLSTAR 100×20mm シャーレ TC 
58cm2 100×20mm/58cm2 PS ○ 15×24袋 360 ¥205.0 ¥73,800 ¥108.6 ¥39,110

639160 CELLSTAR 145×20mm シャーレ TC 
143cm2 145×20mm/143cm2 PS ○ 5×24袋 120 ¥567.5 ¥68,100 ¥300.8 ¥36,090

32%32%OFFOFF

三重包装フラスコ
■ セルプロセッシングセンター（CPC）等でのご使用にお勧めのトリプルパッケージング製品
■ セカンドパッケージとサードパッケージ全てにロット番号・使用期限を記載
■ パッケージは全て手袋をしたままでも開封し易いピールパッケージ
■ 使いやすい少量・小分け包装品

製品番号 製品名 容量 材質 滅菌 包装
販売
単位

単価
（税抜）

ケース価格
（税抜）

キャンペーン単価
（税抜）

キャンペーン価格
（税抜）

660175-TRI
CELLSTAR 三重包装フラスコ TC 
赤FTキャップ 175cm2 550ml
PS（本体）/HDPE（フタ）/PTFEコートPET
（フィルター） 

550ml

PS（本体）/
HDPE（フタ） /
PTFEコートPET
（フィルター） 

◯ 5×8袋 40 ¥1,670.0 ¥66,800 ¥1,135.5 ¥45,420

目玉商品

今回の

目玉商品目玉商品

47%47%OFFOFF

セルスクレーパー
■ 穏やかな物理的操作で細胞を回収
■ 細胞回収率を高めるブレード形状
■ ブレード可動域：60°
■ 滅菌済み個別包装

製品番号 製品名 サイズ 材質 滅菌 包装
販売
単位

単価
（税抜）

ケース価格
（税抜）

キャンペーン単価
（税抜）

キャンペーン価格
（税抜）

541070
セルスクレーパー 28cm ブレード幅
18mm PS（ハンドル）/HDPE（ブレード）
 ピールオープンパッケージ

ブレード幅
18mm

PS（ハンドル）/
HDPE（ブレード） ◯ 個別

包装 100 ¥315.0 ¥31,500 ¥166.9 ¥16,690
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EASYstrainer™（イージーストレイナー）

EASYstrainer™ small

■ 懸濁液のフィルトレーションに使用
　　例. プライマリー細胞、幹細胞、FACSの前処理など
■ メッシュサイズごとに異なる色
■ DNase / RNase / humanDNA / エンドトキシン
 / パイロジェンフリー
■ 無菌操作を容易にするプラスチック製のカバーと

ハンドル

■ 1.5～15 mlチューブに対応
■ 製品の組み合わせにより、one-step のフィルトレーション

可能
■ 空気穴による迅速なろ過と

オーバーフローの防止
■ 製品の取り扱いを容易にする

ブリスター包装

37%37%OFFOFF

37%37%OFFOFF

製品番号 製品名
メッシュ
サイズ

材質 滅菌 包装
販売
単位

単価
（税抜）

ケース価格
（税抜）

キャンペーン単価
（税抜）

キャンペーン価格
（税抜）

542040
EASYstrainer 50ml遠心管用 
メッシュサイズ40μm グリーン
PP（本体）/PET（メッシュ） ブリスター包装

40μm PP（本体）/
PET（メッシュ） ○ 個別包装 50 ¥298.0 ¥14,900 ¥187.6 ¥9,380

542070
EASYstrainer 50ml遠心管用 
メッシュサイズ70μm ブルー
PP（本体）/PET（メッシュ） ブリスター包装

70μm PP（本体）/
PET（メッシュ） ○ 個別包装 50 ¥298.0 ¥14,900 ¥187.6 ¥9,380

542000
EASYstrainer 50ml遠心管用 
メッシュサイズ100μm イエロー
PP（本体）/PET（メッシュ） ブリスター包装

100μm PP（本体）/
PET（メッシュ） ○ 個別包装 50 ¥298.0 ¥14,900 ¥187.6 ¥9,380

製品番号 製品名
メッシュ
サイズ

材質 滅菌 包装
販売
単位

単価
（税抜）

ケース価格
（税抜）

キャンペーン単価
（税抜）

キャンペーン価格
（税抜）

542120 EASYstrainer Small メッシュサイズ20μm 
レッド 20μm PP（本体）/

PET（メッシュ） ○ 個別包装 50 ¥276.0 ¥13,800 ¥173.8 ¥8,690

542140 EASYstrainer Small メッシュサイズ40μm 
グリーン 40μm PP（本体）/

PET（メッシュ） ○ 個別包装 50 ¥276.0 ¥13,800 ¥173.8 ¥8,690

542170 EASYstrainer Small メッシュサイズ70μm 
ブルー 70μm PP（本体）/

PET（メッシュ） ○ 個別包装 50 ¥276.0 ¥13,800 ¥173.8 ¥8,690

542100 EASYstrainer Small メッシュサイズ100μm 
イエロー 100μm PP（本体）/

PET（メッシュ） ○ 個別包装 50 ¥276.0 ¥13,800 ¥173.8 ¥8,690
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Leucosep™（リューコセップ）

CELLreactor™（セルリアクター）

■ 末梢血または骨髄から、リンパ球や単核球を効率よく分離
■ 全血から直接の濃縮作業が可能
■ 赤血球と顆粒球を除去
■ 素早い分離 （15分、室温）
■ 一般的な実験設備があれば使用可能。専用機器は必要なし
■ ユーザーが選定した比重液を充填して使用可能（163290）
■ すぐにお使いいただける比重液充填済み製品あり（227288-013）

■ 多数の平行実験が可能
■ 柔軟性のあるワーキングボリューム（1～35 ml）
■ 優れたガス交換性
■ 培養後はそのまま遠心可能
■ 細胞の浮遊培養/スフェロイド培養または好気性細

菌・酵母・その他微生物の培養

12～40%12～40%OFFOFF
製品番号 製品名 容量 材質 滅菌 包装

販売
単位

単価
（税抜）

ケース価格
（税抜）

キャンペーン単価
（税抜）

キャンペーン価格
（税抜）

163290
Leucosep リンパ球分離チューブ 丸底 
多孔質バリアー付 サンプル量3-8ml
16.8×100mm 12ml 
PP（チューブ）/HDPE（フタ・バリア）

12ml
PP（チューブ）

/HDPE
（フタ・バリア）

○ 50×
1ラック 50 ¥396.0 ¥19,800 ¥237.6 ¥11,880

227288-013
Leucosep リンパ球分離チューブ コニカル底 
多孔質バリアー付 サンプル量15-30ml
血球分離液充填済 30×115mm 50ml 
無菌製造

50ml
PP（チューブ）

/HDPE
（フタ・バリア）

無菌
製造

25×
1ラック 25 ¥1,372.0 ¥34,300 ¥1,207.2 ¥30,180

製品番号 製品名 容量 材質 滅菌 包装
販売
単位

単価
（税抜）

ケース価格
（税抜）

キャンペーン単価
（税抜）

キャンペーン価格
（税抜）

188241
CELLSTAR CELLreactor 遠心管 コニカル底 
青フィルターキャップ 15ml
PP（チューブ）/HDPE（フタ）/PTFEコートPET
（フィルター） 

15ml

PP（チューブ）/
HDPE（フタ）/

PTFEコートPET
（フィルター）

○ 20×25袋 500 ¥166.8 ¥83,400 ¥100.1 ¥50,040

227245
CELLSTAR CELLreactor 遠心管 コニカル底 
青フィルターキャップ 50ml
PP（チューブ）/HDPE（フタ）/PTFEコートPET
（フィルター） 

50ml

PP（チューブ）/
HDPE（フタ）/

PTFEコートPET
（フィルター）

○ 20×25袋 500 ¥166.8 ¥83,400 ¥100.1 ¥50,040

40%40%OFFOFF

目玉商品

今回の

目玉商品目玉商品

目玉商品

今回の

目玉商品目玉商品
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ディスポーザブル白金耳・白金線

ボトルトップフィルター
リザーバーボトル

■ 菌の画線培養や液体培地への植菌に使用
■ 画線培養後のシングルコロニーの植菌に使用
■ ディスポーザプルのため衛生的

■ 短時間で濾過滅菌の処理が完了
■ タンパク質吸着が少ないポリエーテルサルフォン（PES）メンブレン
■ 0.22μmポアサイズ
■ 150ml, 250ml, 500ml, 1,000mlの4種類
■ 注ぎやすい広口（口径45mm）
■ 有効期限：3年間
■ 滅菌保証レベル（SAL10-6）：電子線滅菌
■ 動物由来成分（TSE/BSE）フリー、細胞障害性フリー、DNase/RNaseフリー、

パイロジェンフリー

製品番号 製品名 容量 材質 滅菌 包装
販売
単位

単価
（税抜）

ケース価格
（税抜）

キャンペーン単価
（税抜）

キャンペーン価格
（税抜）

731161 ディスポーザブル白金耳 1μl 滅菌 個別包装 1μl PS ○ 個別包装 600 ¥34.5 ¥20,700 ¥17.9 ¥10,760

731165 ディスポーザブル白金耳 1μl 滅菌 1μl PS ○ 10×300袋 3,000 ¥31.4 ¥94,200 ¥16.3 ¥48,980

731175 ディスポーザブル白金耳 10μl 滅菌 10μl PS ○ 10×300袋 3,000 ¥31.4 ¥94,200 ¥16.3 ¥48,980

731185 ディスポーザブル白金線 滅菌  PS ○ 10×300袋 3,000 ¥31.4 ¥94,200 ¥16.3 ¥48,980

製品番号 製品名 容量 滅菌
販売
単位

単価
（税抜）

ケース価格
（税抜）

キャンペーン単価
（税抜）

キャンペーン価格
（税抜）

J951150 ボトルトップフィルター リザーバー付き ポア径0.22μm
150 ml 滅菌 PES（フィルター） 150 ml ○ 12 ¥1,550.0 ¥18,600 ¥960.8 ¥11,530

J951250 ボトルトップフィルター リザーバー付き ポア径0.22μm
250 ml 滅菌 PES（フィルター） 250 ml ○ 12 ¥1,725.0 ¥20,700 ¥1,069.2 ¥12,830

J951500 ボトルトップフィルター リザーバー付き ポア径0.22μm
500 ml 滅菌 PES（フィルター） 500 ml ○ 12 ¥1,875.0 ¥22,500 ¥1,162.5 ¥13,950

J951000 ボトルトップフィルター リザーバー付き ポア径0.22μm
1000 ml 滅菌 PES（フィルター） 1000 ml ○ 12 ¥2,750.0 ¥33,000 ¥1,705.0 ¥20,460

48%48%OFFOFF

38%38%OFFOFF



■お願いおよび注意事項
【価格】価格は参考であり、販売店様からの実際の販売価格ではございません。実際の販売価格は、ご注文の際に販売店様にてご確認下さい。記載の価格は 2023 年 2月1日現在
の価格です。予告なしに改定される場合がございますので、ご注文の際にご確認下さい。記載の価格には消費税は含まれておりません。
【使用範囲】記載の商品は全て、「研究用器材・機器」です。人や動物の医療用としては使用しないよう、十分ご注意ください。

株式会社グライナー・ジャパン
〒 107-0052 東京都港区赤坂 2-17-44
TEL 03-3505-8875　FAX 03-3505-8945
URL https://www.gbo.com/ja_JP.html

グライナー・ジャパン取扱店

Document Number 202301002

大感謝セール　　　　　専用注文書I0203

販売店様へお願い：
本キャンペーンをご利用の際は必ず専用注文書をご利用ください。
勝手なご依頼になりますが、当社社内システムの管理上、専用注文書以外でのご注文時は本キャンペーンは非適用とし、商品発送後のキャンペーン適用へのご変更は
お断りさせて頂きます。ご理解賜ります様よろしくお願いします。

今回のキャンペーンに限りPCRワークステーションを
無料プレゼントしております。（どの製品を購入されてもプレゼント致します）

ご希望の方は右のチェックボックスにチェックをいれてください。
・PCRワークステーション：1.5 mlチューブまたは0.2 ml PCRチューブのラック

※数に限りがございますのでご容赦ください

● お客様ご記入欄

お名前

ご勤務先

ご所属

ご住所

TEL

e-mail

●販売店記入欄

販売店名

販売店担当者

支店・営業所

発注番号

TEL

FAX 03-3505-8945
キャンペーン期間：2023年2月1日 ～ 2023年 4月28日

製品番号 キャンペーン価格
 （税抜） ご発注数

604107 ¥33,450

710107 ¥40,150

606107 ¥26,850

607107 ¥30,150

760107 ¥17,450

667201 ¥21,000

616201 ¥7,800

616283 ¥4,250

623201 ¥15,400

188271-013※ ¥52,290

690160 ¥35,930

658170 ¥33,540

690175 ¥49,500

658175 ¥41,340

658190 ¥29,480

製品番号 キャンペーン価格
 （税抜） ご発注数

661190 ¥19,650

690195 ¥48,560

660175-TRI ¥45,420

627160 ¥32,160

628160 ¥28,770

664160-013 ¥39,110

639160 ¥36,090

541070 ¥16,690

542040 ¥9,380

542070 ¥9,380

542000 ¥9,380

542120 ¥8,690

542140 ¥8,690

542170 ¥8,690

542100 ¥8,690

製品番号 キャンペーン価格
 （税抜） ご発注数

163290 ¥11,880

227288-013 ¥30,180

188241 ¥50,040

227245 ¥50,040

J951150 ¥11,530

J951250 ¥12,830

J951500 ¥13,950

J951000 ¥20,460

731161 ¥10,760

731165 ¥48,980

731175 ¥48,980

731185 ¥48,980

PCRワークステーション（J802210）2PC

2ケース以上の購入で表示金額適用となり
ます。組み合わせは自由となります。

※188271-013は数に限りがございますのでご注意
ください

50
ケース限定

1000PC

2PC

00280
横長

00280
横長

00280
営業拠点３列＆ロゴ：正晃株式会社.png

00280
ロゴ：取扱販売店_黒.png
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