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クリアランスセール
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2020年10月5日 ～ 1212月2525日

373270 / 373270-02 373273-02 373276-02

671272-02 671273-02 671277-02

373274673210 / 673210-02 673277-02

製品番号 製品名/規格 材質 滅菌 包装
販売
単位

価格
（単価）

キャンペーン価格
（単価）（税抜）

373270-02 8連ストリップ PCRキャップ ラウンドトップ フタのみ 
ナチュラル PP 6732xx用※ PP × 125×1袋 125 ￥4,000

（￥32.0）
￥1,200

（￥9.6）

373273-02 8連ストリップ PCRキャップ ラウンドトップ フタのみ 
レッド PP 6732xx用※ PP × 125×1袋 125 ￥4,000

（￥32.0）
￥1,200

（￥9.6）

373276-02 8連ストリップ PCRキャップ ラウンドトップ フタのみ 
イエロー PP 6732xx用※ PP × 125×1袋 125 ￥4,000

（￥32.0）
￥1,200

（￥9.6）

673210-02 8連ストリップ PCRチューブ 本体のみ 200μl 
ナチュラル PP※ PP × 125×1袋 125 ￥14,000

（￥112.0）
￥5,000
（￥40.0）

673277-02 8連ストリップ PCRチューブ 本体のみ 200μl 
バイオレット PP※ PP × 125×1袋 125 ￥14,000

（￥112.0）
￥5,000
（￥40.0）

製品番号 製品名/規格 材質 滅菌 包装
販売
単位

価格
（単価）

キャンペーン価格
（単価）（税抜）

671272-02 シングル PCRチューブ ラウンドトップ 200μl 
オレンジ PP※ PP × 500×2袋 1000 ￥10,000

（￥10.0）
￥4,000

（￥4.0）

671273-02 シングル PCRチューブ ラウンドトップ 200μl 
レッド PP※ PP × 500×2袋 1000 ￥10,000

（￥10.0）
￥4,000

（￥4.0）

671277-02 シングル PCRチューブ ラウンドトップ 200μl 
パープル PP※ PP × 500×2袋 1000 ￥10,000

（￥10.0）
￥4,000

（￥4.0）

683273-02 シングル PCRチューブ フラットトップ 200μl 
レッド PP※ PP × 500×2袋 1000 ￥10,000

（￥10.0）
￥4,000

（￥4.0）

製品番号 製品名/規格 ロット 材質 滅菌 包装
販売
単位

価格
（単価）

キャンペーン価格
（単価）（税抜）

373270 Sapphire PCRキャップ 8連ストリップ 
ラウンドトップ フタのみ ナチュラル PP 6732xx用 PP × 125×1袋 125 ￥4,410

（￥35.3）
￥1,400
（￥11.2）

373274 Sapphire PCRキャップ 8連ストリップ 
ラウンドトップ フタのみ ブルー PP 6732xx用 L16083YX PP × 125×1袋 125 ￥4,410

（￥35.3）
￥1,400
（￥11.2）

673210 Sapphire PCRチューブ8連ストリップ本体のみ
ナチュラル PP PP × 125×1袋 125 ￥15,436

（￥123.5）
￥6,000
（￥48.0）

■ シングルチューブ、PCR 8連チューブ

※在庫が無くなり次第販売終了品

メ ガ 盛 り

2020年10月5日 ～ 12月25日
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製品番号 製品名/規格
ロット

有効期間期限日
滅菌 包装

販売
単位

価格
（単価）

キャンペーン価格
（単価）（税抜）

651501 96ウェル PCRプレート 200μl PC 個別包装 50入
BIOMETRA用※ × 個別包装 50 ￥25,000

（￥500.0）
￥7,500
（￥150.0）

J652204 96ウェル PCRプレート スカートなし 
ThinWall 200μl ブルー PP※ × 10×10袋 100 ￥40,000

（￥400.0）
￥12,000

（￥120.0）

652260-02 96ウェル PCRプレート ハーフスカート ABI用 200μl 
ナチュラル PP※ × 10×4袋 40 ￥32,000

（￥800.0）
￥8,000
（￥200.0）

785201 384ウェル PCRプレート フルスカート 25μl 
ナチュラル PP × 15×4袋 60 ￥52,920

（￥882.0）
￥15,000

（￥250.0）

785207 384ウェル PCRプレート フルスカート 25μl 
ホワイト PP × 15×4袋 60 ￥52,920

（￥882.0）
￥15,000

（￥250.0）

J785290 384ウェル PCRプレート フルスカート ユニバーサル 
25μl ナチュラル PP（ウェル印字・黒） × 10×5袋 50 ￥44,100

（￥882.0）
￥12,000

（￥240.0）

676040 AMPLIseal プレートシール 圧着式 クリア PP（フィルム）
アクリル樹脂（粘着剤）qPCR対応

E18053QV
2021/5/1 × 100×1袋 100 ￥27,564

（￥275.6）
￥12,500

（￥125.0）

J676036 プレートシール qPCR対応 ポリエステル（フィルム）
アクリル樹脂（粘着剤） × 100×1袋 100 ￥12,600

（￥126.0）
￥6,300
（￥63.0）

製品番号 製品名/規格 材質 滅菌 包装
販売
単位

価格
（単価）

キャンペーン価格
（単価）（税抜）

126277 Cryo.s クライオバイアル 外蓋 丸底自立 2ml 
グリーン 滅菌 PP（本体） HDPE（フタ） 

PP（本体）
HDPE（フタ） ○ 100×5袋 500 ￥38,600

（￥77.2）
￥15,500

（￥31.0）

124263 Cryo.s クライオバイアル 内蓋 丸底 5ml ナチュラル 
滅菌 PP（本体・フタ） シリコン（O-リング） 

PP（本体・フタ） 
シリコン（O-リング） ○ 50×6袋 300 ￥29,780

（￥99.3）
￥12,000

（￥40.0）

304123 カラーインサート Cryo.s 凍結保存チューブ用 
ピンク PP※ PP × 50×10袋 500 ￥4,000

（￥8.0）
￥1,000

（￥2.0）

304124 カラーインサート Cryo.s 凍結保存チューブ用 
ライトブルー PP※ PP × 50×10袋 500 ￥4,000

（￥8.0）
￥1,000

（￥2.0）

304125 カラーインサート Cryo.s 凍結保存チューブ用 
ライトグリーン PP※ PP × 50×10袋 500 ￥4,000

（￥8.0）
￥1,000

（￥2.0）

■ PCRプレート関連

■ クライオバイアル関連

※在庫が無くなり次第販売終了品

※在庫が無くなり次第販売終了品

126277 124263 304123 304124 304125

651501 J652204 785201

J676036J785290 676040785207

652260-02
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650101 655101 655077

651201 670102 676010 676035

製品番号 製品名/規格 材質 滅菌 包装
販売
単位

価格
（単価）

キャンペーン価格
（単価）（税抜）

650101 96ウェル マイクロプレート U底 323μl クリア PS PS × 10×10袋 100 ￥22,050
（￥220.5）

￥11,100
（￥111.0）

655101 96ウェル マイクロプレート 平底 スタンダード 
382μl クリア PS PS × 10×10袋 100 ￥22,050

（￥220.5）
￥11,100

（￥111.0）

655077 FLUOTRAC 96ウェル マイクロプレート 高結合 
平底 チムニーウェル 392μl ブラック PS PS ○ 10×4袋 40 ￥33,958

（￥849.0）
￥17,000

（￥425.0）

651201 96ウェル PPマイクロプレート V底 
チムニーウェル 340μl ナチュラル PP × 10×10袋 100 ￥28,666

（￥286.7）
￥14,500

（￥145.0）

670102 CELLSTAR OneWell Plate 無処理 フタ付 クリア 
未滅菌 PS PS × 8×4袋 32 ￥10,584

（￥330.8）
￥5,280
（￥165.0）

676010 ホワイトプレートシール 76.2×116.0mm 未滅菌 
ビニル（フィルム） アクリル樹脂（粘着剤）

ビニル（フィルム）
アクリル樹脂（粘着剤） × 50 ￥7,718

（￥154.4）
￥3,000
（￥60.0）

676035 ブラックプレートシール 76.2×114.3mm 未滅菌 
ビニル（フィルム） アクリル樹脂（粘着剤） 

ビニル（フィルム）
アクリル樹脂（粘着剤） × 50 ￥9,262

（￥185.2）
￥3,600
（￥72.0）

製品番号 製品名/規格 材質 滅菌 包装
販売
単位

価格
（単価）

キャンペーン価格
（単価）（税抜）

803270 クライオラック 48本立 底面読取窓付 深型フタ 
2Dバーコードクライオバイアル4ml用 PP PP × 15 ￥33,080

（￥2205.3）
￥12,600

（￥840.0）

828210 チューブラック 100本立 （10x10） 
2mlチューブ用 PP PP × 5 ￥7,500

（￥1500.0）
￥3,750
（￥750.0）

J802709 クライオボックス 81本立 （9x9） 
1ml/2mlクライオバイアル用 紙製 紙 × 20 ￥19,000

（￥950.0）
￥14,000

（￥700.0）

J802710 クライオボックス 100本立 （10x10） 
1ml/2mlクライオバイアル用 紙製 紙 × 20 ￥20,000

（￥1000.0）
￥15,000

（￥750.0）

■ マイクロプレート関連

■ クライオバイアル関連

803270 828210 J802710 / J802709
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製品番号 製品名/規格 材質 滅菌 包装
販売
単位

価格
（単価）

キャンペーン価格
（単価）（税抜）

780201 MASTERBLOCK 96ウェル ディープウェルプレート U底 1ml
ナチュラル 個別包装 PP × 個別包装 50 ￥30,870

（￥617.4）
￥15,500

（￥310.0）

780270 MASTERBLOCK 96ウェル ディープウェルプレート V底
スクエアウェル 2ml ナチュラル 個別包装 PP × 個別包装 50 ￥36,934

（￥738.7）
￥18,500

（￥370.0）

780271 MASTERBLOCK 96ウェル ディープウェルプレート V底
スクエアウェル 2ml ナチュラル 滅菌 個別包装 PP ○ 個別包装 50 ￥39,690

（￥793.8）
￥20,000

（￥400.0）

782270 MASTERBLOCK 1536ウェル ディープウェルプレート V底 18μl 
ナチュラル PP × 15x4袋 60 ￥183,236

（￥3053.9）
￥91,800
（￥1530.0）

381080 キャップマット 96ウェル2ml MASTERBLOCK用 EVA EVA × 10x5袋 50 ￥24,806
（￥496.1）

￥12,500
（￥250.0）

■ 大腸菌培養プレート関連

製品番号 製品名/規格 ロット 有効期間期限日 滅菌 包装
販売
単位

価格
（単価）

キャンペーン価格
（単価）（税抜）

685280 ピペットチップ エッペンドルフ用 ラック包装 
100μl イエロー PP※ A160455K × 96×50

ラック 4800 ￥52,920
（￥11.0）

￥22,000
（￥4.6）

765288 フィルターチップ エッペンドルフ用 ラック包装 
10μl ナチュラル 滅菌 A180537N  2021/4/18 ○ 96×10

ラック 960 ￥21,168
（￥22.1）

￥10,600
（￥11.0）

製品番号 製品名/規格 ロット 有効期間期限日 滅菌 包装
販売
単位

価格
（単価）

キャンペーン価格
（単価）（税抜）

628161 CELLSTAR 60×15mm シャーレ SC 滅菌 PS PS ○ 20×30袋 600 ￥22,492
（￥37.5）

￥10,800
（￥18.0）

664960 CELLSTAR Advanced TC 100×20mm 
シャーレ 58cm2 滅菌

E190136X  2021/1/16
E19073P4  2021/7/11 PS ○ 15×24袋 360 ￥63,504

（￥176.4）
￥31,320

（￥87.0）

■ マイクロチップ

■ 細胞培養シャーレ

765288685280

664960628161

780201 780270 / 780271 782270 381080

※在庫が無くなり次第販売終了品
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製品番号 製品名/規格 材質 滅菌 包装
販売
単位

価格
（単価）

キャンペーン価格
（単価）（税抜）

J616901 リアクションチューブ 液体低残留 1.7ml ナチュラル PP PP × 500×1袋 500 ￥3,528
（￥7.1）

￥1,590
（￥3.2）

J615281 マクロチューブ 5ml ブラック PP 250×4袋※ PP × 250×4袋 1000 ￥30,000
（￥30.0）

￥8,000
（￥8.0）

622201 リアクションチューブ 目盛付き 5ml ナチュラル PP PP × 100×10袋 1000 ￥27,564
（￥27.6）

￥12,400
（￥12.4）

725201 リアクションチューブ（未栓）コニカル底 専用青
スクリューキャップ付 目盛付き 5ml ナチュラル 未滅菌 PP PP × 100×5袋 500 ￥15,750

（￥31.5）
￥8,000
（￥16.0）

115262 PPチューブ 丸底 ツーポジションキャップ 5ml 滅菌 
PP（チューブ）LDPE（フタ）

PP（チューブ）
LDPE（フタ） ○ 25×80袋 2000 ￥92,610

（￥46.3）
￥46,000

（￥23.0）

J400201 ホモジナイジングペッスル 1.5mlチューブ用 
オートクレーブ可能※ PP × 100×1袋 100 ￥13,000

（￥130.0）
￥3,000
（￥30.0）

J400202 ホモジナイジングペッスル 0.5mlチューブ用 
オートクレーブ可能※ PP × 100×1袋 100 ￥13,000

（￥130.0）
￥3,000
（￥30.0）

製品番号 製品名/規格 材質 滅菌 包装
販売
単位

価格
（単価）

キャンペーン価格
（単価）（税抜）

J615225 マクロチューブスタンド J6152xx用※ 　 × 　 5 ￥5,000
（￥1000.0）

￥1,600
（￥320.0）

J400500 チューブオープナー※ PC × 100×1袋 100 ￥15,000
（￥150.0）

￥5,200
（￥52.0）

J616778 セーフティロック 6162xx用 ブルー※ PP × 100×1袋 100 ￥5,000
（￥50.0）

￥1,600
（￥16.0）

J799120 操作ラック 96本立 0.5/1.5/2.0mlチューブ用※ PP × 　 10 ￥20,000
（￥2000.0）

￥7,000
（￥700.0）

J802208 ベンチトップクーラー 0.1&0.2ml用 
イエロー（室温）グリーン（冷却時）※ 　 × 　 2 ￥9,000

（￥4500.0）
￥3,500

（￥1750.0）

J802209 ベンチトップクーラー 0.1&0.2ml 用
ピンク（室温）紫（冷却時）2 入（冷却時）※ × 2 ￥9,000

（￥4500.0）
￥3,500

（￥1750.0）

J802210 PCRワークステーション※ 　 × 　 2 ￥9,000
（￥4500.0）

￥2,200
（￥1100.0）

■ マイクロチューブ関連

※在庫が無くなり次第販売終了品

J615281 622201 725201

115262

J616901

J400201 / J400202 J615225 J400500

J616778 J799120 J802209 / J802208 J802210
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製品番号 製品名/規格 材質 滅菌 包装
販売
単位

価格
（単価）

キャンペーン価格
（単価）（税抜）

366384 スクリュートップバイアル用キャップ O-リング付 
ブルー PP（フタ） 合成ゴム（O-リング） 

 PP（フタ）
合成ゴム（O-リング） × 500×1袋 500 ￥6,616

（￥13.2）
￥2,000

（￥4.0）

366385 スクリュートップバイアル用キャップ O-リング付 
グリーン PP（フタ） 合成ゴム（O-リング） 

 PP（フタ）
合成ゴム（O-リング） × 500×1袋 500 ￥6,616

（￥13.2）
￥2,000

（￥4.0）

366386 スクリュートップバイアル用キャップ O-リング付 
イエロー PP（フタ） 合成ゴム（O-リング） 

 PP（フタ）
合成ゴム（O-リング） × 500×1袋 500 ￥6,616

（￥13.2）
￥2,000

（￥4.0）

717201 スクリュートップバイアル V底自立型 本体のみ 
1.5ml PP 3663xx用 PP × 500×1袋 500 ￥4,410

（￥8.8）
￥1,500

（￥3.0）

■ スクリュートップバイアル

製品番号 製品名/規格 ロット 材質 滅菌 包装
販売
単位

価格
（単価）

キャンペーン価格
（単価）（税抜）

J614501 エレクトロポレーションキュベット 
1mmギャップ 橙キャップ 10-100μl PC※ L150537K PC ○ 個別包装 50 ￥30,000

（￥600.0）
￥12,000

（￥240.0）

J614502 エレクトロポレーションキュベット 
2mmギャップ 緑キャップ 20-200μl PC※ L150537L PC ○ 個別包装 50 ￥30,000

（￥600.0）
￥12,000

（￥240.0）

J614504 エレクトロポレーションキュベット 
4mmギャップ 黒キャップ 80-800μl PC※ L150537M PC ○ 個別包装 50 ￥30,000

（￥600.0）
￥12,000

（￥240.0）

製品番号 製品名/規格 価格
キャンペーン価格

（税抜）

J804301 Thinspin 薄型マグネティックスターラー※ ￥28,000 ￥18,400

J850050 5mlチューブ用ローター付属卓上遠心機※ ￥63,500 ￥44,500

■ エレクトロポレーション

■ 小型機器

※在庫が無くなり次第販売終了品

※在庫が無くなり次第販売終了品

J614501 J614502 J614504

366384 366385

J804301

366386

J850050

717201



7

製品番号 製品名/規格 材質 滅菌 包装
販売
単位

価格
（単価）

キャンペーン価格
（単価）（税抜）

115101 PS試験管 丸底 12×75mm 5ml PS PS × 250×8袋 2000 ￥22,050
（￥11.0）

￥7,000
（￥3.5）

303321 PEキャップ 12mm ナチュラル PE PE × 500×1袋 500 ￥3,308
（￥6.6）

￥1,500
（￥3.0）

J102201 PPチューブ 丸底 8.5×44mm 1.3ml ナチュラル PP PP × 1000×1袋 1000 ￥13,230
（￥13.2）

￥6,000
（￥6.0）

■ ポリスチレン（PS）、ポリプロピレン（PP）チューブ

※在庫が無くなり次第販売終了品

製品番号 製品名/規格
ロット

有効期間期限日
材質 滅菌 包装

販売
単位

価格
（単価）

キャンペーン価格
（単価）（税抜）

543079 CELLview 10ウェル スライド TC 34mm2 
440μl ブラック滅菌 

E18123L6
2020/12/5

 PS（容器・フタ） 
ガラス（底面）  ○ 5×9

パック 45 ￥49,615
（￥1102.6）

￥37,260
（￥828.0）

658975 CELLSTAR フラスコ Advanced TC 
青FTキャップ 75cm2 250ml 滅菌 

E18123BV
2020/11/26

 PS（本体） 
PET（メンブレン） ○ 5×24袋 120 ￥79,380

（￥661.5）
￥36,000

（￥300.0）

661175 CELLSTAR フラスコ TC 赤FTキャップ 
175cm2 650ml 滅菌 　

PS（本体）/ HDPE（フタ）
PTFEコート

PET（フィルター） 
○ 4×10袋 40 ￥43,660

（￥1091.5）
￥22,000

（￥550.0）

製品番号 製品名/規格 ロット 材質 滅菌 包装
販売
単位

価格
（単価）

キャンペーン価格
（単価）（税抜）

J077011-01 カバーあり付箋 セルリペレント表紙 
50枚綴 　 × 10 ￥2,200

（￥220.0）
￥1,430
（￥143.0）

J847025 アクリル製ピペットラック アクリル樹脂 × 　 1 ￥16,540 ￥9,800

J961305 試薬リザーバー 100ml 滅菌 PE ○ 5×40袋 200 ￥22,000
（￥110.0）

￥12,100
（￥60.5）

J805280 コンビシリンジ 個別包装 0.5ml 滅菌 PP※ L2012333 PP ○ 100×2 200 ￥38,000
（￥190.0）

￥17,200
（￥86.0）

■ 細胞培養製品

■ その他

661175543079

J847025J077011-01

658975

J961305

115001 303321 J102201



■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 2020 年10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

キャンペーン　　　　　専用注文書F1001

販売店様へのお願い：
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。また、本キャンペーンは他とは異なるため、ご購入後は返品不可となりますのでご承知おきください。ご理解賜ります様よろしくお願いします。

● 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：2020年10月5日 ～ 12月25日

製品番号 キャンペーン価格 注文数

671272-02 ¥4,000
671273-02 ¥4,000
671277-02 ¥4,000
683273-02 ¥4,000
373270 ¥1,400
373274 ¥1,400
673210 ¥6,000
373270-02 ¥1,200
373273-02 ¥1,200
373276-02 ¥1,200
673210-02 ¥5,000
673277-02 ¥5,000
651501 ¥7,500
J652204 ¥12,000
652260-02 ¥8,000
785201 ¥15,000
785207 ¥15,000
J785290 ¥12,000
676040 ¥12,500
J676036 ¥6,300
126277 ¥15,500
124263 ¥12,000
304123（500個） ¥1,000
304124（500個） ¥1,000
304125（500個） ¥1,000
803270 ¥12,600

製品番号 キャンペーン価格 注文数

828210 ¥3,750
J802709 ¥14,000
J802710 ¥15,000
650101 ¥11,100
655101 ¥11,100
655077 ¥17,000
651201 ¥14,500
670102 ¥5,280
676010 ¥3,000
676035 ¥3,600
780201 ¥15,500
780270 ¥18,500
780271 ¥20,000
782270 ¥91,800
381080 ¥12,500
685280 ¥22,000
765288 ¥10,600
628161 ¥10,800
664960 ¥31,320
J616901 ¥1,590
J615281 ¥8,000
622201 ¥12,400
725201 ¥8,000
115262 ¥46,000
J400201 ¥3,000
J400202 ¥3,000

製品番号 キャンペーン価格 注文数

J615225 ¥1,600
J400500 ¥5,200
J616778 ¥1,600
J799120 ¥7,000
J802208 ¥3,500
J802209 ¥3,500
J802210 ¥2,200
366384 ¥2,000
366385 ¥2,000
366386 ¥2,000
717201 ¥1,500
J614501 ¥12,000
J614502 ¥12,000
J614504 ¥12,000
J804301 ¥18,400
J850050 ¥44,500
543079 ¥37,260
658975 ¥36,000
661175 ¥22,000
115101 ¥7,000
303321 ¥1,500
J102201 ¥6,000
J077011-01（10個） ¥1,430
J847025 ¥9,800
J961305 ¥12,100
J805280 ¥17,200
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