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【通常サイズ】　 希望販売価格：￥29,000　　　包装：150 µL 

評価結果をいただける方に限定で、4種類の抗体の中から、
トライアルサイズ (包装：20 µL) を 2種類まで無償提供
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評価結果をお送りいただいた方に！参加者
特典 2
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カテゴリ 抗体名 タイプ 交差性 適用 使用
文献数 品番
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beta Actin

モ
ノ
ク
ロ

ナ
ル

human, mouse, rat, hamster,
zebrafish, monkey, goat, pig

ELISA, FC, IF,
IHC, IP, WB 153 66009-1-Ig

GAPDH

human, mouse, rat, zebrafish,
yeast, plant, cow, Cyprinus carpio,
Eelworm, hamster, monkey, moth,
pig, Xenopus laevis

ELISA, FC, IF,
IHC, IP, WB 669 60004-1-Ig

タ
グ
融
合

タ
ン
パ
ク
質

6xHis-Tag recombinant protein
ELISA, IF, IP,
WB, IHC 76 66005-1-Ig

GFP-Tag recombinant protein
ELISA, IF, IP,
WB 57 66002-1-Ig

セールス /テクニカルサポート 国内販売



お願い /注意事項

記載の希望販売価格は 2017年11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　　
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　　

http://www.cosmobio.co.jp/ 12753

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 

タグ&コントロール抗体モニター募集キャンペーン
2017年 11月 1日　   ～ 2018年 1月 31日　水 水

ご記入ありがとうございました。弊社販売代理店へお送りください。

プロテインテック Eニュース配信　　ご希望にあてはまる項目にチェックを入れてください。

新規でお申し込みいただいた方および既にお申し込みいただいている方

には、「一次抗体 通常サイズ 30%オフクーポン※」をお送りいたします。
□ 申し込む　　　□ 既に購読している　　　□ 申し込まない

● 備考：1研究室で 2品目まで同時にお申し込みいただけます。
● キャンペーン対象

備考欄

コスモ・バイオ使用欄 【 代理店様ご注文先 】

コスモ・バイオ株式会社 営業部 代理店サービスユニット

　　　FAX : 03-5632-9623
ご記入いただきました情報は、製品やサービスの内容をより充実したものにするため、その他必要に応じてお客様にご連絡をするために使用します。その他、詳しい内容は 弊社 WEB サイトの個人情報保護基本方針をご覧ください。

必須

申込日　　　　　年　　　　月　　　日

品名 品番 包装
1 Anti-beta Actin 66009-1-Ig

20 µL2 Anti-GAPDH 60004-1-Ig
3 Anti-6xHis-Tag 66005-1-Ig
4 Anti-GFP-Tag 66002-1-Ig

サンプル提供後、評価結果をご連絡いただけますか？　「はい」にチェックを入れてください。必須

評価結果のご回答内容および集計結果は、弊社および株式会社プロテインテック・ジャパンの
Webサイトまたは広告・ちらしで公開させていただきます。

□ はい

品番 /品名 包装 希望販売価格 数量

無償提供品
希望商品①

品番
20 µL 無償サンプル提供 1

品名 Anti-

無償提供
希望商品②

品番
20 µL 無償サンプル提供 1

品名 Anti-

専用申込書

ご所属

フリガナ

ご氏名

電話番号

Eメールアドレス

ご利用代理店
（会社名 /営業所） 営業所名

ご担当者

サンプル提供後、評価結果をご連絡いただけますか？　「はい」にチェックを入れてください。必須

評価結果のご回答内容および集計結果は、弊社および株式会社プロテインテック・ジャパンの
Webサイトまたは広告・ちらしで公開させていただきます。

□ はい

品番 /品名 包装 希望販売価格 数量

無償提供品
希望商品①

品番
20 µL 無償サンプル提供 1

品名 Anti-

無償提供
希望商品②

品番
20 µL 無償サンプル提供 1

品名 Anti-

専用申込書

ご所属

フリガナ

ご氏名

電話番号

Eメールアドレス

ご利用代理店
（会社名 /営業所）

営業所名

担当者名

必須

必須

必須

必須

必須

必須

必須

※ 割引クーポンの内容は予告なく変更する場合があります。


