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EASYstrainer
■ メッシュサイズごとに異なる色
■ 多くの標準的な50ml チューブに対応
■ 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
■ 空気穴による迅速なろ過とオーバーフローの防止
■ 製品の取扱いを容易にするブリスター包装

製品番号 製品名/規格 カラー
コード 材質 滅菌 包装 販売

単位
ケース価格
（税抜） キャンペーン価格（税抜）

単価
（税抜）

542040 EASYstrainerTM 50ml 遠心管用　
メッシュサイズ40μmストレイナー ●

PP（本体）
PET（メッシュ）

〇 個包装 50 ￥11,026 ￥5,500  ￥110

542070 EASYstrainerTM 50ml 遠心管用　
メッシュサイズ70μmストレイナー ● 〇 個包装 50 ￥11,026 ￥5,500  ￥110

542000 EASYstrainerTM 50ml 遠心管用　
メッシュサイズ100μmストレイナー ● 〇 個包装 50 ￥11,026 ￥5,500  ￥110

50%OFF
3ケース

CELLview™ ガラスボトムシャーレ

CELLview™ ガラスボトムスライド

■ カバーグラス⼀体型シャーレ
■ 薄層カバーグラス (175 μ m) で⾼解像度解析可能
■ 分画なしシャーレと 4 分画シャーレの２種類
■ 表⾯処理は TC 処理（細胞接着性）／ AdvancedTC™
■ マルチポジション観察に最適
■ 材質：本体 ポリスチレン（PS）、底⾯ ガラス
■ すべて滅菌品

■ カバーグラス⼀体型スライド
■ 薄層カバーグラス（175 μ m）で⾼解像度解析可能
■ 取り外し可能なブラックフレーム
■ 低減されたメニスカス
■ 96 ウェルプレートフォーマット（10 ウェル）
■ 表⾯処理は TC 処理（細胞接着性）/ Advanced TC™ の 2 種類
■ 材質：容器・フタ ポリスチレン（PS）、底⾯ ガラス
■ クロストーク低減
■ 滅菌品

製品番号 規格 表面処理 包装 ケース価格（単価）（税抜）
キャンペーン価格（税抜）

単価
（税抜）

627860 35×10 mm 無分画（8.7 cm2） TC 10枚×4袋（40枚） ￥22,060（￥551.50） ￥11,030 ￥275.75

627965 35×10 mm 無分画（8.7 cm2） Advanced TC 10枚×4袋（40枚） ￥35,280（￥882.00） ￥17,640 ￥441.00

627870 35×10 mm 4分画（1.9 cm2） TC 10枚×4袋（40枚） ￥22,060（￥551.50） ￥11,030 ￥275.75

627975 35×10 mm 4分画（1.9 cm2） Advanced TC 10枚×4袋（40枚） ￥35,280（￥882.00） ￥17,640 ￥441.00

製品番号 規格 滅菌 培養面積 包装 販売単位 ケース価格
（税抜） キャンペーン価格（税抜）

単価
（税抜）

543079 CELLviewガラスボトムスライドTC 〇 32cm2 5×9 45 ￥49,615 ￥37,170   ￥826

543979 CELLviewガラスボトムスライドAdvanced TC 〇 32cm2 5×9 45 ￥69,460 ￥54,000 ￥1,200

50%OFF
3ケース

25%OFF3ケース
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15ml / 50ml 遠心管
■ 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：

製品番号 製品名/規格 容量 材質 滅菌 包装 販売
単位

ケース価格
（税抜） キャンペーン価格（税抜）

単価
（税抜）

188271-013 CELLSTAR遠心管 コニカル底 15ml
青キャップ 15ml

PP（チューブ）
HDPE（フタ）

〇 20×70袋 1,400 ￥95,698 ￥37,800    ￥27

188261 CELLSTAR遠心管 コニカル底 15ml
青キャップ　紙ラック包装 15ml 〇 50×10

ラック 500 ￥35,280 ￥14,000  ￥28

227261 CELLSTAR遠心管 コニカル底 50ml
青キャップ 50ml 〇 20×25袋 500 ￥44,100 ￥17,640 ￥35.28

227270 CELLSTAR遠心管 コニカル底 50ml
青キャップ　紙ラック包装 50ml 〇 25×12

ラック 300 ￥29,106 ￥11,640  ￥38.8

製品グループ 製品番号 耐遠心強度 Max. RCF [g]

15ml コニカル 188271-013 15,000

50ml コニカル 227261 17,000

リアクションチューブ（未滅菌）
■ ⾼い耐熱·耐薬品性
■ 耐温度域：-80 ～ +121℃
■ 616201はシール貼りが容易なフラットトップ
■ パイロジェン·細胞障害性フリー
■ DNase、RNase、hDNAフリー
■ 未滅菌

60%OFF
3ケース

616201
623201

667201

製品番号 製品名 / 規格 材質 滅菌 包装 販売単位 ケース価格
（税抜） キャンペーン価格（税抜）

単価
（税抜）

667201 リアクションチューブ, V底, 0.5ml, ナチュラル PP × 1,000×5袋 5,000 ￥33,600 ￥15,000 ￥3.0

616201 リアクションチューブ, U底, 1.5ml, ナチュラル PP × 500×8袋 4,000 ￥12,348 ￥5,600 ￥1.4

623201 リアクションチューブ, V底, 2.0ml, ナチュラル PP × 500×8袋 4,000 ￥24,696 ￥11,200 ￥2.8

製品番号 耐遠心強度 Max. RCF [g]

667201 15,000

616201 18,000

623201 16,000

55%OFF3ケース

滅菌済みリアクションチューブ

購入後すぐに使える

製品番号 製品名 / 規格 滅菌 包装単位 入数
ケース価格
（税抜） キャンペーン価格（税抜）

単価
（税抜）

616261 1.5ml 滅菌済みリアクションチューブ ○
500本/包×2包 1,000本 ￥4,000 ￥2,200 ￥2.2

500本/包×8包 4,000本 ￥16,000 ￥8,000 ￥2.0

■ ⾼い耐熱・耐薬品性
■ DNase、RNaseフリー
■ 耐性温度：−80 ～＋121℃
■ 18,000g（RCF）
■ 1,000本／箱入り “高品質”

greinerロゴ入り

  無償添付中！
チューブオープナー

＊チューブ1,000本に10個

J400500

新型コロナウィルス検査対策に！

45〜50%OFF
3ケース



4

CELLSTAR® TC 接着細胞培養シャーレ
■ 物理表⾯処理により改良された細胞接着性
■ 顕微鏡観察のための⾼い透明性
■ 最適なガス交換を行うベント構造
■ 積み重ねやすい設計
■ 材質：ポリスチレン（PS）
■ TC 処理済み、滅菌品

製品番号 規格 包装 ケース価格（単価）（税抜）
キャンペーン価格（税抜）

単価
（税抜）

627160 35×10 mm（8.7 cm2） 10×74袋（740枚） ￥48,952    （￥66.15） ￥24,470 ￥33.07

628160 60×15 mm（21 cm2） 10×60袋（600枚） ￥43,660    （￥72.77） ￥21,830 ￥36.38

664160-013 100×20 mm（58 cm2） 15×24袋（360枚） ￥59,536（￥165.38） ￥29,760 ￥82.67

639160 145×20 mm（143 cm2） 5×24袋（120枚） ￥54,774（￥456.45） ￥27,380 ￥228.17

CELLSTAR® TC 接着細胞培養プレート
■ 細胞の接着を促進する物理表⾯処理済
■ 顕微鏡観察のための⾼い透明性
■ 積み重ね可能
■ ピールバッグ個別包装
■ フタをした状態で、培地の蒸発を抑えながらガス交換可能
■ 背の⾼いチムニーウェルとフタの低蒸発リングがクロスコンタミネーションを防止
■ ウェルの位置を英数字でコーディング
■ ⼀貫性のあるロット番号
■  材質：ポリスチレン（PS）
■ TC 処理済み、滅菌品

製品番号 規格 包装 ケース価格（単価）（税抜）
キャンペーン価格（税抜）

単価
（税抜）

657160 6ウェル（9.6 cm2） 個別包装（100枚） ￥65,048（￥650.48） ￥32,520 ￥325.20

665180 12ウェル（3.9 cm2） 個別包装（100枚） ￥65,048（￥650.48） ￥32,520 ￥325.20

662160 24ウェル（1.9 cm2） 個別包装（100枚） ￥65,048（￥650.48） ￥32,520 ￥325.20

677180 48ウェル（1.0 cm2） 個別包装（100枚） ￥65,048（￥650.48） ￥32,520 ￥325.20

655180 96ウェル（0.34 cm2） 個別包装（100枚） ￥63,946（￥639.46） ￥31,970 ￥319.70

50%OFF
3ケース

50%OFF
3ケース

CELLSTAR® TC 接着細胞培養フラスコ
■ 細胞の接着を促進する物理表⾯処理
■ カントネック
■ 側⾯に⽬盛付き
■ ピールオープン滅菌パッケージ
■ ガス交換と無菌状態の維持を両⽴する疎⽔性キャピラリポアメンブレンフィルター
■ 材質：本体 ポリスチレン（PS）、フタ ⾼密度ポリエチレン（HDPE）
■ TC 処理済み、滅菌品

製品番号 規格 包装 ケース価格（単価）（税抜）
キャンペーン価格（税抜）

単価
（税抜）

ス
タ
ン
ダ
ー
ド

キ
ャ
ッ
プ

690160 50 ml（25 cm2） 10×20袋（200個） ￥54,378     （￥271.89） ￥27,180 ￥135.90

658170 250 ml（75 cm2） 5×24袋（120個） ￥51,068     （￥425.57） ￥25,530 ￥212.75

661160 650 ml（175 cm2） 4×10袋（40個） ￥41,632（￥1,040.80） ￥20,810 ￥520.25

フ
ィ
ル
タ
ー

キ
ャ
ッ
プ

690175 50 ml（25 cm2） 10×20袋（200個） ￥75,500     （￥377.50） ￥37,750 ￥188.75

658175 250 ml（75 cm2） 5×24袋（120個） ￥62,976     （￥524.80） ￥31,480 ￥262.33

661175 650 ml（175 cm2） 4×10袋（40個） ￥43,660（￥1,091.50） ￥21,830 ￥545.75

50%OFF
3ケース
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2 ポジションキャップ付きチューブ

製品番号 製品名/規格 容量 材質 滅菌 包装 販売単位 ケース価格
（税抜） キャンペーン価格（税抜）

単価
（税抜）

115262 2ポジションキャップチューブ 5ml
PP（チューブ）
LDPE（フタ）

〇 25×80袋 2,000 ￥92,610 ￥46,000  ￥23

187261 2ポジションキャップチューブ 14ml 〇 個別包装 800 ￥59,976 ￥28,000  ￥35

187262 2ポジションキャップチューブ 14ml 〇 25×40袋 1,000 ￥68,356 ￥34,000  ￥34

115262

187262

■ ベントキャップの 2 つのポジション

1. キャップをかぶせて使用します。チューブ内
部の均質なガス交換が可能です。

2. キャップを深く押し込んで使用します。
チューブは気密状態になります。 （個別包装）

187261

50%OFF
3ケース

製品番号 規格 容量 キャップ 滅菌 包装 販売単位 ケース価格
（税抜） キャンペーン価格（税抜）

単価
（税抜）

188241 CELLreactorセルリアクター 15ml フィルタースクリュー
キャップ 〇 20×25 500 ￥67,410 ￥30,000    ￥60

227245 CELLreactorセルリアクター 50ml フィルタースクリュー
キャップ 〇 20×25 500 ￥67,410 ￥30,000    ￥60

セルリアクター
■ 多数の並行実験が可能
■ 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

アプリケーション
■ 浮遊培養 / スフェロイド培養
■ 好気性細菌・酵母・その他微生物の培養
■ ガス交換の必要がある内容物の保存

55%OFF3ケース

リザーバー

製品番号 製品名 / 規格 容量 材質 滅菌 包装形態 入数 ケース価格
（税抜） キャンペーン価格（税抜）

単価
（税抜）

J908305-SIN 試薬リザーバー 10ml （8チャンネルピペット専用） 10ml PS 〇 個別包装 100 ￥15,000 ￥8,250 ￥82.50

J908305 試薬リザーバー 10ml （8チャンネルピペット専用） 10ml PS 〇 5枚包装 200 ￥20,000 ￥11,000 ￥55.00

J909305-SIN 試薬リザーバー 25ml 25ml PS 〇 個別包装 100 ￥15,000 ￥8,250 ￥82.50

J909305 試薬リザーバー 25ml 25ml PS 〇 5枚包装 200 ￥20,000 ￥11,000 ￥55.00

J960305-SIN 試薬リザーバー 50ml 50ml PS 〇 個別包装 100 ￥15,000 ￥8,250 ￥82.50

J960305 試薬リザーバー 50ml 50ml PS 〇 5枚包装 200 ￥20,000 ￥11,000 ￥55.00

J961305-SIN 試薬リザーバー 100ml 100ml PS 〇 個別包装 100 ￥17,000 ￥9,350 ￥93.50

J961305 試薬リザーバー 100ml 100ml PS 〇 5枚包装 200 ￥22,000 ￥12,100 ￥60.50

■ 10mlサイズは8チャンネル専用
■ 試薬ロスの少ないV底形状
■ 試薬回収用注ぎ口あり
■ 見易い⽬盛り表示あり
■ DNase , RNase, Pyrogen free

 ▲25ml▲10ml ▲50ml ▲100ml

45%OFF3ケース
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セルスクレイパー

製品番号 規格 包装 ケース価格（単価）（税抜）
キャンペーン価格（税抜）

単価
（税抜）

541070 28 cm 個別包装（100本） ￥25,358（￥253.58） ￥12,670 ￥126.70

541080 40 cm 個別包装（100本） ￥25,358（￥253.58） ￥12,670 ￥126.70

■ 穏やかな物理的操作で細胞を回収
■ ブレード⻑：1.8 cm：ブレード可動域：60°
■ ハンドル⻑：28cmと40cmの⼆種類
■ 細胞回収率を⾼めるブレード形状
■ 細胞のすりつぶしを最⼩化
■ ピールオープンパッケージ
■ 材質：ハンドル ポリスチレン（PS）、ブレード ⾼密度ポリエチレン（HDPE）
■ 滅菌品

50%OFF
3ケース

製品番号 規格 材質 包装 ケース価格（単価）（税抜）
キャンペーン価格（税抜）

単価
（税抜）

プ
ラ
ス
チ
ッ
ク
・
プ
ラ
ス
チ
ッ
ク
包
装

604160 1 ml　⼀体成型

本体：ポリスチレン（PS）
綿栓：ポリエステル（PE）

個別包装（1000本） ￥55,126    （￥55.13） ￥27,560 ￥27.56

710160 2 ml　⼀体成型 個別包装（1000本） ￥66,150    （￥66.15） ￥33,070 ￥33.07

606160 5 ml　⼀体成型 個別包装（200本） ￥17,640    （￥88.20） ￥8,820 ￥44.10

607160 10 ml 個別包装（200本） ￥19,846    （￥99.23） ￥9,920 ￥49.60

760160 25 ml 個別包装（200本） ￥28,666（￥143.33） ￥14,330 ￥71.65

768160 50 ml 個別包装（100本） ￥35,280（￥352.80） ￥17,640 ￥176.40

紙
・
プ
ラ
ス
チ
ッ
ク
包
装

604181 1 ml　⼀体成型 個別包装（1000本） ￥55,126    （￥55.13） ￥27,560 ￥27.56

710180 2 ml　⼀体成型 個別包装（1000本） ￥66,150    （￥66.15） ￥33,070 ￥33.07

606180 5 ml　⼀体成型 個別包装（200本） ￥17,640    （￥88.20） ￥8,820 ￥44.10

607180 10 ml 個別包装（200本） ￥19,846    （￥99.23） ￥9,920 ￥49.60

760180 25 ml 個別包装（200本） ￥28,666（￥143.33） ￥14,330 ￥71.65

768180 50 ml 個別包装（100本） ￥35,280（￥352.80） ￥17,640 ￥176.40

滅菌ピペット
■ ⾼品質ポリスチレン素材による⾼い透明性
■ ⾼い⽬盛信頼性
■ ⾼コントラストで読みやすい⽬盛
■ 液だれ防止形状
■ 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）
■ マイナス⽬盛付き
■ 国際規格に基づくカラーコード
■ 最⼩包装単位ごとに LOT 番号と有効期限を記載
■ 綿栓付き
■ すべて滅菌品

50%OFF
3ケース
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製品番号 製品名 材質 滅菌 販売単位 ケース価格
（単価）（税抜） キャンペーン価格（税抜）

単価
（税抜）

J676036 プレートシール PCR, qPCR対応 ポリエステル × 100 ￥12,600（￥126） ￥6,300 ￥63

■ PCR, qPCR, サンプル保存に最適
■ − 40℃ ～ ＋ 120℃ まで使用可能
■ DNase/RNase フリー
■ 強力な接着力で蒸発やコンタミネーションを低減

PCR・QPCR シール

Sapphire PCR プレート

製品番号 製品名 / 規格 材質 滅菌 包装形態 入数
ケース価格

（単価）（税抜） キャンペーン価格（税抜）
単価

（税抜）

652250 Sapphire 96ウエル PCRプレート スカートなし PP × 10×10袋 100 ￥84,000（￥840） ￥25,000 ￥250

652260 Sapphire 96 ウエル PCRプレート ハーフスカートABI用 PP × 10×10袋 100 ￥84,000（￥840） ￥25,000 ￥250

652270 Sapphire 96 ウエル PCRプレート フルスカート PP × 10×10袋 100 ￥84,000（￥840） ￥25,000 ￥250

652290 Sapphire 96 ウエル PCRプレート ハーフスカートABI用 PP × 10×10袋 100 ￥84,000（￥840） ￥25,000 ￥250

652250：PRISM7000,7300,7500,7900HT
652260：PRISM7000,7300,7500,7900HT, QuantStudioTM

652270：iCycler, MyiQTM, 
652290：7700, iCycler, MyiQTM, iQTM 5
QuantStudioTM and ABI PIRSM are trademark of ThermoFisher
iCycler, MyQTM, iQTM5 are trademark of Bio-Rad Laboratories.

652250

200ul

652260

200ul（リムあり）

652270

150ul

652290

200ul

一目で分かる製品仕様

Sapphire PCR 8 連チューブ

製品番号 製品名 / 規格 材質 滅菌 包装形態 入数
ケース価格
（税抜） キャンペーン価格（税抜）

単価
（税抜）

673210 Sapphire 8連ストリップ PCRチューブ本体のみ 
200μl ナチュラル PP × 整列包装

（125×1袋）
125ストリップ
（1,000本） ￥15,436 ￥5,880 ￥47.04

373250 Sapphire 8連ストリップ PCRキャップ蓋のみ 
フラットトップ　ナチュラル6732xx用※ PP × 125×1袋 125ストリップ

（1,000本） ￥5,514 ￥1,580 ￥12.64

373270 Sapphire 8連ストリップ PCRキャップ蓋のみ 
ラウンドトップ　ナチュラル6732xx用 PP × 125×1袋 125ストリップ

（1,000本） ￥4,410 ￥1,370 ￥10.96

673210

373250

373270

50%OFF
3ケース

673210（整列包装）

70%OFF
3ケース

62〜72%OFF3ケース



■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11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F1102

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。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11月1日 ～ 2021年3月30日

Document Number 202011002

製品名 製品番号 キャンペーン価格 数量

CELLview™ 
シャーレ

627860 ¥11,030

627965 ¥17,640

627870 ¥11,030

627975 ¥17,640

CELLview™ 
スライド

543079 ¥37,170

543979 ¥54,000

EASYstrainer

542040 ¥5,500

542070 ¥5,500

542000 ¥5,500

遠心管

188271-013 ¥37,800

188261 ¥14,000

227261 ¥17,640

227270 ¥11,640

リアクション
チューブ

（未滅菌）

667201 ¥15,000

616201 ¥5,600

623201 ¥11,200

リアクション
チューブ（滅菌）
+ チューブ
オープナー

（J400500）
プレゼント

616261
500本/包×2包+
オープナー10個

¥2,200

616261
500本/包×8包+
オープナー40個

¥8,000

細胞培養
シャーレ

627160 ¥24,470

628160 ¥21,830

664160-013 ¥29,760

639160 ¥27,380

製品名 製品番号 キャンペーン価格 数量

細胞培養
プレート

657160 ¥32,520

665180 ¥32,520

662160 ¥32,520

細胞培養
プレート

677180 ¥32,520

655180 ¥31,970

細胞培養
フラスコ

690160 ¥27,180

658170 ¥25,530

661160 ¥20,810

690175 ¥37,750

658175 ¥31,480

661175 ¥21,830

2ポジション
キャップ付き
チューブ

115262 ¥46,000  

187261 ¥28,000  

187262 ¥34,000  

セルリアク
ター

188241 ¥30,000    

227245 ¥30,000    

リザーバー

J908305-SIN ¥8,250

J908305 ¥11,000

J909305-SIN ¥8,250

J909305 ¥11,000

J960305-SIN ¥8,250

J960305 ¥11,000

J961305-SIN ¥9,350

J961305 ¥12,100

製品名 製品番号 キャンペーン価格 数量

スクレーパー
541070 ¥12,670

541080 ¥12,670

オール
プラスチック
ピペット

604160 ¥27,560

710160 ¥33,070

606160 ¥8,820

607160 ¥9,920

760160 ¥14,330

768160 ¥17,640

紙
プラスチック
ピペット

604181 ¥27,560 

710180 ¥33,070

606180 ¥8,820

607180 ¥9,920

760180 ¥14,330

768180 ¥17,640

PCR
8連チューブ

673210 ¥5,880

373250 ¥1,580

373270 ¥1,370
PCR/qPCR
シール J676036 ¥6,300

PCRプレート

652250 ¥25,000

652260 ¥25,000

652270 ¥25,000

652290 ¥25,000
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