
コスモ・バイオ ペプチド合成 /抗体作製
年度末キャンペーン

ペプチド合成が
今だけなんと

20%
 OFF

● 国内自社製造
● 年間 5000本以上の合成実績

カタログに記載の修飾品もすべて対象！

蛍光
修飾 環状化 リン酸

化 etc.

￥10,000割引抗原持ち込みプラン

ファースト抗体 /ファースト抗体プラス

ファースト抗体

ファースト抗体
プラス 

￥58,000が、￥48,000
希望販売価格 キャンペーン中の販売価格

￥82,000が、￥72,000
希望販売価格 キャンペーン中の販売価格

1 月末までに弊社着で抗原をお送りいただければ
3月末までにお届け可能です！

ペプチド合成抗原パック
ペプチド合成とキャリアコンジュゲーションをお得な
パック料金でご提供いたします！

NEW Fmoc固相合成用

セレノシステイン誘導体発売！
システインよりも活性が強い！
今話題のセレノシステインの販売を開始いたしました！

NEW

新サービス予告 !!

この春、糖鎖ペプチド合成サービス
をスタートします！

コスモ・バイオは糖鎖研究も積極的
に応援して行きます！

詳しくは、このパンフレットの裏面へ

モニター募集！
（若干名）

今
年
は

ぼ
く
の
年
！

キャンペーン期間　2022年 1月5日　  ～ 3月31日
キャンペーン番号　2202

水 木

年に一度の大特価！
お得なこの期間をお見逃しなく！　ぜひご検討ください！！

コスモ・バイオ オリジナルキャラクター
コウタイガー ＆ ペプチドン



サービスに関するお問い合わせ　TEL: 03-5632-9744（受付時間 9:00 ～ 17:30）　E-mail: peptide-ab@cosmobio.co.jp　　

記事 ID検索

17259ペプチド合成

ペプチド合成抗原パックNEW

コスモ・バイオ ペプチド合成 /抗体作製年度末キャンペーン
キャンペーン期間　2022年 1月5日　  ～ 3月31日　　　キャンペーン番号　2202水 木

　　　　　　コスモ・バイオのペプチド合成はすべて国内自社合成です。高い技術力で難しいペプチドにもチャレンジいた
します。万が一ご希望のペプチドが合成出来なかった場合は料金はいただきませんのでご安心ください。環状化ペプチドや
蛍光修飾ペプチドなど様々な修飾の実績も多数ございます。まずはご相談ください。

お客様のご希望のペプチドを、ペプチド合成専門の経験豊富なスタッフが北海道の

自社ラボにて製造いたします。ラボ直結のサポート体制となっておりますので、

お客様からのお問い合わせやご連絡もスピーディーに対応いたします。

特殊な構造のペプチド（イメージ）

分子内架橋 枝分かれ 環状化

FRET

● 蛍光色素やリン酸化など様々な修飾
● 文献に掲載のある市販されていないペプチド
● 合成難易度の高い、環状化、枝分かれなど特殊な構造のペプチド

保証純度 保証収量 合成単価 キャンペーン中
の合成単価 参考納期

≧ 50%

1 mg ¥1,400 ¥1,120
最短

5営業日

5 mg ¥1,600 ¥1,280
10 mg ¥2,000 ¥1,600
20 mg ¥3,500 ¥2,800

≧ 80%

1 mg ¥3,100 ¥2,480

15 営業日
5 mg ¥3,900 ¥3,120
10 mg ¥4,500 ¥3,600
20 mg ¥7,300 ¥5,840

保証純度 保証収量 合成単価 キャンペーン中
の合成単価 参考納期

≧ 90%

1 mg ¥3,600 ¥2,880

20 営業日
5 mg ¥5,200 ¥4,160
10 mg ¥6,200 ¥4,960
20 mg ¥8,200 ¥6,560

≧ 95%

1 mg ¥4,000 ¥3,200

20 営業日
5 mg ¥5,800 ¥4,640
10 mg ¥6,800 ¥5,440
20 mg ¥9,000 ¥7,200

注意　※ 10 残基以下はすべて 10 残基の価格となります　　　　
             ※ 20 mg を超える、または 31 残基以上の場合は別途お問い合わせください。
　　　※ 表記の納期は参考納期です。合成難易度や製造状況などにより影響されますので、都度ご確認ください。

合成方法 Fmoc 固相合成法

品質管理 HPLC およびMALDI-TOF-MS

納品形態 凍結乾燥

輸送温度 ４℃

基本仕様

合成の仕様と規格

抗原用ペプチド合成とキャリアコンジュゲーションのお得なパックを新たにご用意いたしました。ご自身で免疫される場合、
もしくは弊社カスタマイズ抗体をご使用の場合はぜひこのサービスをご利用ください。

上記の規格以外につきましてもお引き受け可能です。お問い合わせください。

エピトープ
デザイン

キャリア
コンジュゲーション

ペプチド合成

● エピトープデザイン※ご希望の場合のみ

● ペプチド合成　純度 50% 　鎖長 15AA まで　 ※フリーペプチド 1㎎付き

● キャリアコンジュゲーション　キャリア：KLH or BSA　ペプチド 3㎎相当

● 納期：3週間

国内自社製造 年間 5000 本以上の合成実績

￥41,000
希望販売価格

20%
 OFF

それぞれで合成するよりも
最大で

¥10,000以上お得！



www.cosmobio.co.jp

ファースト抗体 /ファースト抗体プラス ￥10,000割引抗原持ち込みプラン 記事 ID検索

17262

セレノシステイン誘導体発売！
Fmoc固相合成用ビルディングブロック

NEW 記事 ID検索

 41713

ファースト抗体はポリクロ―ナル抗体作製に必要な要素をすべてパッケージにしたサービ スです。低コストで自分だけのオリジナルの
抗体を得ることが出来ます。カタログ品として販売されている抗体と同じタンパク質に対する抗体の作製はもちろん、販売されていな
い生物種の抗体についても作製可能です。ベテランのサポート陣がアドバイスをいたしますので抗体作製未経験のお客様もご安心くだ
さい。今回は抗原をお持ちの方限定とはなりますが、お得な価格でお試しいただけます。この機会にぜひご利用ください。

セレノシステイン (selenocysteine) は、システインに含まれるイオウ原子を同族で重いセレン原子に置換したα-アミノ酸で、特殊な
タンパク質中に存在し「21 番目のアミノ酸」と言われています。
セレノシステインのような含セレンアミノ酸は強い生理活性（抗酸化作用など）を示すことが期待され、医薬品や健康食品への応用
が期待されています。 タンパク質中のシステインをセレノシステインに置換することにより、X線構造解析やタンパク質中の相互作
用の解析に大いに役立ちます。

本製品はセレノシステインのアミノ基を 9- フルオレニルメチルオキシカルボニル基で、側鎖セレノール基を p- メトキシベンジル
基で保護した、Fmoc 固相合成用アミノ酸です。

希望販売価格：ペプチド合成料金+￥30,000

【参考価格】　純度：80％　鎖長：10AA　収量：1 mg の場合、￥61,000　　

＊ 本製品は東海大学理学部化学科 岩岡道夫教授に指導を受けコスモ・バイオ札幌ラボにて製造しております。

Fmoc-L-Sec(PMB)-OH（Fmoc-S-4-methoxybenzyl selenocysteine）

セレノシステインを導入したペプチド合成もお引き受け可能です！合成サービス

品名 品番 包装 希望販売価格

Fmoc-L-Sec(PMB)-OH CAA-0001 250 mg ¥60,000

コスモ・バイオ株式会社　　　メーカー略号：CPA

精製パッケージ

基本サービスに有償オプションの精製作業を追加した、お得なセットです。
精製パッケージはご注文時のみ選択可。作業途中での適用はできません。

￥58,000　　　￥48,000
希望販売価格 キャンペーン中の販売価格

￥92,800　　　￥82,800
希望販売価格 キャンペーン中の販売価格

精製パッケージ

抗原持ち込みプランファースト抗体

￥82,000　　　￥72,000
希望販売価格 キャンペーン中の販売価格

￥118,000　　　￥108,000
希望販売価格 キャンペーン中の販売価格

精製パッケージ

抗原持ち込みプランファースト抗体プラス

精製パッケージが
おすすめだよ！

1 月末までに弊社着で抗原をお送りいただければ
3月末までにお届け可能です！
納期については事前にご相談ください！

セレノシステイン

記事 ID検索を使って、
詳細情報はWebへ

コスモ・バイオWebサイトトップページ「記事 ID 検索」に、記事 IDで示された
数字を入力して検索してください。ダイレクトにページへ行くことができます。

通常のペプチド合成サービスにオプションとしてセレノシステインを導入させる
ことも可能です。高い活性を利用して、NCL(Native Chemical Ligation) への応用
なども期待出来ます。



お願い /注意事項

記載の希望販売価格は 2022年 1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。

サービスに関するお問い合わせ
　TEL: 03-5632-9744（受付時間 9:00 ～ 17:30）
　E-mail: peptide-ab@cosmobio.co.jp　

https://www.cosmobio.co.jp/ 13487

取扱店

2022年春
サービス
開始予定

糖鎖ペプチド合成
最先端の研究を応援します！！

コスモ・バイオ ペプチド合成 /抗体作製年度末キャンペーン
キャンペーン期間　2022年 1月5日　  ～ 3月31日　　　キャンペーン番号　2202水 木

近年、注目を集めてきている糖鎖を使った研究を支援するため、コスモ・バイオではこの春、

糖鎖ペプチド受託合成のサービスを開始いたします。

糖鎖は生体内の様々な活性に深く関わっており、タンパク質の機能に影響を及ぼします。

糖鎖の付加によってタンパク質はプロテアーゼ等による分解に耐性を持ち血中寿命の延長が

期待出来ます。また、水溶性の向上や抗原性の被覆など様々な効果が期待されます。

糖鎖ラインアップ

モニターを大募集！（若干名）

ご提供品：糖鎖修飾ペプチド

　　　　　　収量 1㎎ , 鎖長 20AA 以内 , 糖鎖は上記記載の中からお選びいただきます。

条　　件：糖鎖修飾ペプチドを使用したご研究の結果をご提供いただくこと。

　　　　　　ご研究の内容を弊社WEB や広告に記載させていただく場合がございます。

NouAc
Galactose

α- 結合
β- 結合

GlcNAc
Mannose
Fucose

Asn Asn

Asn Asn Asn

Asn

Asn

コスモ・バイオの抗体作製・ペプチド合成サービスお問い合わせ先 　

TEL: 03-5632-9744 　E-mail: peptide-ab@cosmobio.co.jp


