
採用実績

500 mLボトルを 10本以上ご購入予定のお客様向けに、ロットチェック用サンプルをご用意しています。
いずれかの方法でお申し込みください！！

● 右記QRコードから、フォームにアクセス

● コスモ・バイオWebサイト「記事 ID検索」で。
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　クリック！

販売代理店様経由でお申込み

webの申込フォームから 記事 ID 1286
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細胞培養を行っている
多くのお客様にご愛用いただいています。

キャンペーン期間：

2017年 10月 16日
　～2018年 1月 31日　　まで
キャンペーン番号：1709

月

水

モゥ Cow しかな
い
！

ブラジル産FBS

３4,０００円

パナマ産γ線照射済FBS

３９,０００円

※包装は 500 mL です。

品番：04-111-1A　Biological Industries Ltd.　メーカー略号：BLG　　　　　　品番：CCP-FBS-BR-500　コスモ・バイオ株式会社　メーカー略号：CCP

当社取り扱いのウシ胎児血清 (FBS: Fetal bovine serum) は、ISO9001 および ISO13485 に準拠して製造された高品質な FBS です。
※1：ガンマ線 (γ線 ) 照射量 : ウイルスを完全に不活性化するため、3.5Mrad のγ( ガンマ ) 線を照射しています。ガンマ線源として 

Cobalt 60 を使用しています。
※2：対象ロットごとに用意した本数が無くなり次第、終了日を待たずキャンペーンは終了になります。   

本数・ロット
限定キ
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品名 品番 対象ロット※2 産地 キャンペーン中の
参考価格

γ線照射済 FBS※ 1 04-111-1A 1507772, 1507773, 1524128, 1524129 パナマ ¥39,000

FBS CCP-FBS-BR-500 P170206, P170404 ブラジル ¥34,000



お願い /注意事項

記載の希望販売価格は 2017年 10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/ 12755

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 

マイコプラズマ感染予防 /検出 /除去　マイコプラズマ関連試薬

感染予防 殺菌用試薬　菌類・微生物の発生を予防！　 記事 ID 3239

検　　出 PCRを用いて簡単にマイコプラズマを検出 記事 ID 2007

除　　去 細胞毒性のない抗生物質を用いてマイコプラズマを除去

Pharmacidal
■ クリーンベンチや実験台、遠心機、ピペット等、様々な実験
機器および器具の殺菌用に

■ インキュベーター内には 2週間に一回程度スプレーするだけ
（非毒性のため、シャーレなど入れたままで大丈夫です）
■ 菌類、胞子、バクテリア、マイコプラズマおよびウイルスの
汚染と増殖防止に

■ 有効成分は第 4 級のベンジルアンモニウム化合物（水銀、ホ
ルムアルデヒド、フェノール、アルコール不含です）

本キットは、マイコプラズマ特異的な 16S rRNA 配列を検出するプライマーを用いて、培養細胞などのマイコプラズマ混入を
PCR 法により簡単に検出可能なキットです。

AQUAGUARD
■ 水中の菌類、細菌などを防菌
■ CO2 インキュベーターや、ウォーターバスを痛めず、非毒性、
非揮発性で、コンタミネーション防止に最適です。

品名 品番 包装 希望販売価格
Pharmacidal for disinfecting surfaces　
　スプレータイプ

IC-110100 1 L ￥19,000
IC-110100-B 100 mL   ￥7,000
IC-110100-L 250 mL   ￥9,000

Pharmacidal for disinfecting surfaces 　お得な詰め替え用 IC-110100-G 5 L ￥66,000
AQUAGUARD-1 Solution 01-867-1B 100 mL   ￥2,000
CO2 インキュベーター内のウォーターリザーバー殺菌用（100 倍濃縮液）
AQUAGUARD-2 Solution 01-916-1E   50 mL   ￥3,000
一般的なウォーターバス中のバクテリアや菌類の殺菌用（500 倍濃縮液）

Biological Industries Ltd.　　　メーカー略号： BLG

Biological Industries Ltd.　　　メーカー略号： BLG

Biological Industries Ltd.　　　メーカー略号： BLG

EZ-PCRマイコプラズマ検出キット

マイコプラズマを効果的に除去するためには、下記の 2つの方法が推奨されております。
はじめに、BIOMYC-1/BIOMYC-2 をご使用いただき、効果が得られない場合は BIOMYC-3 での処理を推奨いたします。

抗生物質 BIOMYCシリーズ

構成内容
検出可能なマイコプラズマ種

■ リアクションミックス（Taq を含む）
■ バッファー
■ ポジティブコントロール

■ M. fermentans ■ M. hyorhinis ■ M. arginini ■ M. orale 
■ M. salivarium ■ M. hominis ■ M. pulmonis ■ M. arthritidis 
■ M. bovis ■ M. pneumoniae ■ M. pirum ■ M. capricolum 

品名 品番 包装 希望販売価格
EZ-PCR Mycoplasma Test Kit 20-700-20 20 Assay   ￥30,000

Webにて使用方法の動画を掲載しています 記事 ID 2017

品名 抗生物質 品番 包装 希望販売価格
BIOMYC-1 Antibiotic Solution 100X チアムチン

（50S リボソーム阻害）

03-036-1D   10 mL   ￥6,000
03-036-1C   20 mL ￥10,000
03-036-1B 100 mL ￥40,000

BIOMYC-2 Antibiotic Solution 100X ミノサイクリン

（30S リボソーム阻害）

03-037-1D   10 mL   ￥4,000
03-037-1C   20 mL   ￥7,000
03-037-1B 100 mL ￥27,000

BIOMYC-3 Antibiotic Solution 100X シプロフロキシサン

（DNA複製阻害）

03-038-1D   10 mL   ￥3,000
03-038-1C   20 mL   ￥5,000
03-038-1B 100 mL ￥21,000


