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i-MyRun II
秋のプレゼント

キャンペーン

アガロースゲル電気泳動装置アガロースゲル電気泳動装置

2015年

おかげさまで大好評のアガロースゲル電気泳動装置「あいみらん II」のキャンペーンです。
今回はあいみらん II ご購入の方にもれなく、
「安全・高感度核酸染色試薬+DNAラダーマーカー」または「ゲル片切り出し用チップ 6.5 mm x 1.0 mm」
のどちらかが付いてきます。
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今回はあいみらん II ご購入の方にもれなく、
「安全・高感度核酸染色試薬+DNAラダーマーカー」または「ゲル片切り出し用チップ 6.5 mm x 1.0 mm」
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あいみらん II 
品番：IMR2-001

希望販売価格：

55,000円

i-MyRun II ご注文で、
安全・高感度核酸染色試薬+DNAラダーマーカーが
ついてくる！

i-MyRun II ご注文で、
ゲル片切り出し用チップ  6.5 mm x 1.0 mm が
ついてくる！

SMOBIO TECHNOLOGY（SMO）社　
FluoroVue Nucleic Acid Gel Stain (10,000X)
エチジウムブロマイド（EtBr）に代わる
安全な染色試薬で、先染め法に最適で
す。dsDNA、ssDNA、RNA を、EtBr の数
倍高感度に検出できます。UVだけでなく
青色LEDを光源とするイルミネーターでも
使用可能です。核酸結合後の色素の最大
励起波長は 250 nm および 482 nm で、最
大蛍光波長は 509 nm です。

ゲルカンパニー（GLC）社　
GeneCatcher disposable gel excision tips, 
6.5 mm x 1.0 mm
アガロースゲルからのバンド切出しの為にデザインされた、先端が長
方形のディスポーザブルチップです。サイズは6.5 mm x 1 mm、材質
はポリプロピレン。1000 µlピペットに適合。片手でプッシュするだけ
の安全・効率的なゲル/チップのリリースができます。ゲル切り出しが
安定し、切り出しにかかる時間も短くなり、UV（紫外線）イルミネー
ターを覗く時間も少なくなります。

キャンペーン特別品番

包装

あいみらん II　キャンペーンセット A　ご注文情報
あいみらん II キャンペーンセット A
安全 / 高感度核酸染色試薬&DNAラダー付き

IMR2-001-CP6
￥55,0001 セット

単品購入した時の合計希望販売価格

キャンペーン中の参考価格

品名

￥64,300

キャンペーン特別品番

包装

あいみらん II　キャンペーンセット B　ご注文情報
あいみらん II キャンペーンセット B
ゲル片切り出し用チップ 6.5 mm x 1.0 mm付き

IMR2-001-CP7
￥55,0001 セット

単品購入した時の合計希望販売価格

キャンペーン中の参考価格

品名

￥66,000

記事 ID 検索 16496

記事 ID 検索 13980

記事 ID 検索 11575

キャンペーン番号：1611

ﾒｰｶｰ：SMO　
品番：NS1000
包装：500 µL
希望販売価格：￥6,600

FluoroVue Nucleic Acid 
Gel Stain (10,000X)

ﾒｰｶｰ：GLC　

品番：PKB6.5　

包装：250個入り　

希望販売価格：￥11,000

GeneCatcher disposable gel excision tips, 6.5 mm x 1.0 mm

2016年9月5日(月）
2016年11月25日（金）

キャンペーン期間

ローディングバッファー混合済みの 
Ready-to-use の DNAラダーマーカーです。

ﾒｰｶｰ：SMO　
品番：DM2100
包装：500 µL
希望販売価格：￥2,700

ExcelBand 100 bp DNA Ladder(10,000X)

記事 ID 検索 13671
詳しい情報はコスモ・バイオWebサイトへ
コスモ・バイオホームページのサイト内検索エンジン「記事 ID 検索」に、この商品のペー
ジ ID（上記のアイコンの数字）を入力してください。ダイレクトにページへ行くことが
できます。

あいみらん II の情報は…コスモ・バイオ株式会社　　メーカー略号：CBJ

コスモ・バイオ株式会社　　メーカー略号：CBJ

SMOBIO TECHNOLOGY（SMO）社　
ExcelBand 100 bp DNA Ladder



＊ キャンペーン期間中（2016 年 9月 5日（月）～ 2016 年 11 月 25 日（金））は、キャンペーンセット A（品番：MR2-001-CP6）・
B（品番：IMR2-001-CP7）よりお選びいただき、ご注文ください。詳細は、おもて面のキャンペーン情報をご覧ください。

電圧は 5種類（50V, 75V, 100V, 120V, 135V）。
タイマーは 0～ 99 分の範囲で設定（連続運転も可能）。

ゲルトレイだけでなく泳動槽も紫外線（UV) 透過性あり。
先染めの場合、泳動槽ごとUVテーブルに置いてバンド確認が
できます。

伝統的なミニゲル（大 /小）も使用可能。
（大なら２枚、小なら４枚泳動可能。泳動槽内部に凹凸を彫刻）
※ミニゲル用ゲルキャスティングトレイ大／小はUV非透過性です。煮沸
直後のアガロースへの耐性は検証しておりません。

124ｘ120 mmゲルで 13 ～ 156 サンプルの泳動が可能（8/12
連マルチピペット対応）。しかも付属ゲルキャスティングシステ
ムは高温耐性（煮沸直後のアガロースを流し込んでも平気）。

品名 品番 包装 希望販売価格

i-MyRun II  IMR2-001* 1 unit ￥55,000アガロースゲル電気泳動装置  
あいみらん II

構成内容：

電気泳動槽
電気泳動槽蓋
パワーサプライ
パワーケーブル

ゲルキャスティングシステム
コーム（6枚）
取扱説明書

※ ミニゲルキャスティングシステムは別売です。

i-MyRun II って
どんな泳動装置？

記事 ID 検索 13671

i-MyRun II
秋のプレゼント キャンペーン

アガロースゲル電気泳動装置アガロースゲル電気泳動装置

くわしくは、表面をご覧ください。

コスモ・バイオ株式会社　　メーカー略号：CBJ

お願い /注意事項

記載の希望販売価格は 2016年 8月 1日現在の価格で、予告なく改定され
る場合があります。また、「希望販売価格」「 キャンペーン中の参考価格」は参考価格であり、
販売店様からの実際の販売価格ではございません。ご注文の際には販売店様へご確認くだ
さいますようお願い申し上げます。表示価格に消費税は含まれておりません。

希望販売価格

記載の商品およびサービスは全て、「研究用」です。人や動物の医療用・
臨床診断用・食品用等としては使用しないよう、十分ご注意ください。
使用範囲

記載の社名・商品名等の名称は、弊社または各社の商標または登録商標です。

商品の価格・在庫・納期に関するお問い合わせ
　TEL: 03-5632-9630（受付時間 9:00～ 17:30）
　FAX: 03-5632-9623　　E-mail: nouki@cosmobio.co.jp

商品に関するお問い合わせ
　TEL: 03-5632-9610（受付時間 9:00～ 17:30）
　FAX: 03-5632-9619　　E-mail: service@cosmobio.co.jp

http://www.cosmobio.co.jp/ 12543

取扱店

本社所在地　〒135-0016　東京都江東区東陽 2-2-20 東陽駅前ビル 


