
CELLTREAT

年度末キャンペーン！

用途：

❐浮遊培養 HTS で条件検討

❐培地のオプティマイゼーション

❐セルライン開発

特長

 2ケース以上のご注文は更に5%引き。小口のバッグ・ラック単位も承ります。

型番 品名 入り数 定価
キャンペーン
価格

229850 2L アレンマイヤー ベントキャップ 平底 6個/ケース ￥30,000 ￥26,600.

229855 2L アレンマイヤー ベントキャップ 回り止め底 6個/ケース ￥30,000 ￥26,600.

229860 2L フェルンバッハ ベントキャップ 平底 6個/ケース ￥30,000 ￥26,300.

229865 2L フェルンバッハ ベントキャップ 回り止め底 6個/ケース ￥30,000 ￥26,300.

229870 3L フェルンバッハ ベントキャップ 平底 4個/ケース ￥28,000 ￥24,800.

229875 3L フェルンバッハ ベントキャップ 回り止め底 4個/ケース ￥28,000 ￥24,800.

 浮遊細胞用に適した三角フラスコと底広フラスコ

 クリアーでオートクレーブ可能（ポリカーボネート）

 70mm口径、ベントエリアも広くガス交換容易

 2L, 3L サイズともガンマー線滅菌・個装ラッピング。

 平底又は回り止め底タイプをご用意しています

（H29年3月末迄）

 バイオ-リアクションチューブは少量の高濃度懸濁細胞培養に
便利でコストも安価です。このチューブは無菌状態でガスを
バイオロジカル反応実験に応用する場合最適なチューブです。

 キャップには超音波加工された疎水性の0.22㎛メンブレンがあり
ガスとの接触を可能にします。

 細胞培養と遠心分離を同じチューブで実施可能でコスト軽減にもなります。

 15mLと50mLチューブはコニカル底です。50ｍLチューブは自立タイプもあります。

 読みやすい黒字の目盛りと大きな白色記入エリア。

 材質は高品質ポリプロピレン。

 Max RCF 15mLチューブ：12,000g、50mLチューブ：16,000g、50mL自立チューブ：6,000g

 ガンマー滅菌された製品は、ジップ付バッグ入り又はハッポウスチロールラック入りから選べます。

 ガス交換用ラベルはオプションであります。

型番 品名 入数 梱包 滅菌 RCF(x g) 目盛 色 定価
キャンペーン
価格

229471 15mL バイオリアクション チューブ - Bag, 滅菌 100 10/リシーラブルバッグ Yes 12,000 あり クリア ￥12,000 ¥10,000

229472 15mL バイオリアクションチューブ - Foam Rack, 滅菌 300 50/フォームラック Yes 12,000 あり クリア ￥33,000 ¥26,000

229475 50mL バイオリアクションチューブ - Bag, 滅菌 100 10/リシーラブルバッグ Yes 16,000 あり クリア ￥14,000 ¥12,000

229476 50mLバイオリアクションチューブ - Foam Rack, 滅菌 300 25/フォームラック Yes 16,000 クリア ￥30,500 ¥28,500

229479 50mL 自立型バイオリアクションチューブ - Bag, Sterile 100 10/リシーラブルバッグ Yes 6,000 あり クリア ￥26,000 ¥26,000



 堅牢な壁でスタッキングが容易。

 ロットナンバーが印字されています。

 医療用グレードのバージンポリスチレン使用。

 キャップには 0.22μm 疎水性メンブレンを使用

 ガンマー線滅菌。ジッパー式パック入り

 付着性細胞用フラスコは均一な親水性表面のため
着実な細胞付着に理想的です。

表面処理無し
（浮遊培養）

ガンマー線滅菌
ジッパー付きバッグ

プラグシール・ベントキャップ各々5個入り別売あり。
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輸入発売
販売

CELLTREAT 年度末キャンペーン！

型番 品名 入数 総数 定価
キャンペーン
価格

表面処理済フラスコ（付着性細胞）

229320 12.5 ㎠ プラグシール 25mL 10個 x20 200個 ￥19,000 ¥16,600

229330 25 ㎠ プラグシール 50mL 10個 x20 200個 ￥20,000 ¥17,200

229340 75 ㎠ プラグシール 250mL 5個 x20 100個 ￥20,000 ¥16,400

229350 182 ㎠ プラグシール 600mL 5個 x8 40個 ￥16,000 ¥14,000

229321 12.5 ㎠ ベントキャップ 25mL 10個 x20 200個 ￥21,000 ¥19,700

229331 25 ㎠ ベントキャップ 50mL 10個 x20 200個 ￥22,000 ¥19,000

229341 75 ㎠ ベントキャップ 250mL 5個 x20 100個 ￥22,000 ¥17,800

229351 182 ㎠ ベントキャップ 600mL 5個 x8 40個 ￥15,500 ¥15,300

229361 300 ㎠ ベントキャップ 850mL 3個 x6 18個 ￥19,800 ¥19,000

サスペンションカルチャーフラスコ（浮遊細胞）

229500 25mL ベントキャップ 10個 x20 200個 ￥22,000 ¥19,700.

229510 50mL ベントキャップ 10個 x20 200個 ￥26,000 ¥19,000.

229520 250mL ベントキャップ 5個 x20 100個 ￥23,000 ¥17,800.

229530 600mL ベントキャップ 5個 x8 40個 ￥16,000 ¥13,500.


