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<<Axygen® 一部製品のISO認証取得変更のお知らせ>> 

 

 拝啓 時下ますますご清栄のこととお喜び申し上げます。日頃より当社製品をご愛用

いただき誠にありがとうございます。 

 

 さて、この度、Axygen ピペットチップおよびスクリューキャップチューブの一部製品におい

て、取得認証がISO 13485からISO 9001へ変更となりましたのでご案内申し上げます。 

 

ISO 13485は、ISO 9001に含まれる要求事項を基として作成された規格で、医療機器のため

の品質マネジメント要求事項が規定されています。ISO 9001とISO 13485はともに同じ品質

マネジメントシステムの構成を取っており、CAPA、文書管理、変更管理などが含まれます。こ

の度対象となる製品はいずれも医療機器には分類されず、また医療用途での販売はしていな

いため、ISO 13485認証を必要としません。本変更に伴う製品自体のデザイン、品質、仕様、

規格に変更はなく、引き続きISO 9001認証の品質マネジメントシステムの元、製造されます。 

 

 

変更該当製品 

 

カタログ番号 製品名 

GEN3-1000-L-R-S 
1000μl GEN3 マキシマムリカバリー  

マルチバリアーフィルター付きチップ ラック入り 滅菌済み 

GEN3-10-L-R-S 
10μl GEN3 マキシマムリカバリー  

マルチバリアーフィルター付きチップ ラック入り 滅菌済み 

GEN3-200-L-R-S 
200μl GEN3 マキシマムリカバリー  

マルチバリアーフィルター付きチップ ラック入り 滅菌済み 

GEN3-20-L-R-S 
20μl GEN3 マキシマムリカバリー  

マルチバリアーフィルター付きチップ ラック入り 滅菌済み 

MTX-1250-C 1250μl Matrix スタイルチップ 透明 バルク 

MTX-1250-C-R 1250μl Matrix スタイルチップ 透明 ラック入り  

MTXF-1250-C-R-S 1250μl Matrix スタイル フィルター付きチップ ラック入り 滅菌済み 

RFL-1200-C 1200µl ユニバーサルフィットチップ 透明 リフィルラック 

RFL-222-C 200µl ユニバーサルフィットチップ 目盛り付き 透明 リフィルラック 

RFL-300-C 10µl P2/P10 ギルソンスタイルチップ 透明 リフィルラック 

RFL-R 
空ラック フタ付き、10µL/200µL 

ユニバーサルフィットチップリフィル用 
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カタログ番号 製品名 

RFL-R-1200 空ラック フタ付き、1200µL ユニバーサルフィットチップリフィル用 

SCO-B マイクロチューブ用 Oリング付きキャップ 青色 

SCO-BR マイクロチューブ用 Oリング付きキャップ 茶色 

SCO-G マイクロチューブ用 Oリング付きキャップ 緑色 

SCO-LP-B マイクロチューブ用 Oリング付きループ付きキャップ 青色 

SCO-LP-BR マイクロチューブ用 Oリング付きループ付きキャップ 茶色 

SCO-LP-C マイクロチューブ用 Oリング付きループ付きキャップ 透明 

SCO-LP-G マイクロチューブ用 Oリング付きループ付きキャップ 緑色 

SCO-LP-O マイクロチューブ用 Oリング付きループ付きキャップ 橙色 

SCO-LP-R マイクロチューブ用 Oリング付きループ付きキャップ 赤色 

SCO-LP-Y マイクロチューブ用 Oリング付きループ付きキャップ 黄色 

SCO-O マイクロチューブ用 Oリング付きキャップ 橙色 

SCO-R マイクロチューブ用 Oリング付きキャップ 赤色 

SCO-Y マイクロチューブ用 Oリング付きキャップ 黄色 

SCT-050-A-S 0.5ml コニカル底スクリューキャップチューブ Oリング付きキャップ 

SCT-050-C-S 0.5ml コニカル底スクリューキャップチューブ Oリング付きキャップ 

SCT-050-SS-A-S 0.5ml 自立型スクリューキャップチューブ Oリング付きキャップ 

SCT-050-SS-C 0.5ml 自立型スクリューキャップチューブ Oリング付きキャップ 透明 

SCT-050-SS-C-S 0.5ml 自立型スクリューキャップチューブ Oリング付きキャップ 

SCT-050-SS-G 0.5ml 自立型スクリューキャップチューブ Oリング付きキャップ 緑色 

SCT-050-SS-R 0.5ml 自立型スクリューキャップチューブ Oリング付きキャップ 赤色 

SCT-150-SS-A-S 1.5ml 自立型スクリューキャップチューブ Oリング付きキャップ 

SCT-150-SS-B 1.5ml 自立型スクリューキャップチューブ Oリング付きキャップ 青色 

SCT-150-SS-C 1.5ml 自立型スクリューキャップチューブ Oリング付きキャップ 透明 

SCT-150-SS-R 1.5ml 自立型スクリューキャップチューブ Oリング付きキャップ 赤色 

SCT-200-A-S 2.0ml コニカル底スクリューキャップチューブ Oリング付きキャップ 

SCT-200-C 
2.0ml コニカル底スクリューキャップチューブ O リング付きキャップ 

透明 

SCT-200-SS-G 2.0ml 自立型スクリューキャップチューブ Oリング付きキャップ 緑色 

SCT-200-SS-O 2.0ml 自立型スクリューキャップチューブ Oリング付きキャップ 橙色 

ST-050 0.5ml コニカル底スクリューチューブ キャップなし 

ST-050-SS 0.5ml 自立型スクリューチューブ キャップなし 

ST-050-SS-X 0.5ml 自立型スクリューチューブ キャップなし 

ST-050-X 0.5ml コニカル底スクリューチューブ キャップなし 

ST-150-C-S 1.5ml コニカル底スクリューチューブ キャップなし 滅菌済み 

ST-150-SS-X 1.5ml 自立型スクリューチューブ キャップなし 

ST-150-X 1.5ml コニカル底スクリューチューブ キャップなし 

ST-200-C-S 2.0ml コニカル底スクリューチューブ キャップなし 

ST-200-SS-X 2.0ml 自立型スクリューチューブ キャップなし 

ST-200-X 2.0ml コニカル底スクリューチューブ キャップなし 

ST-45 0.5ml コニカル底スクリューチューブ キャップなし 

T-1000-B-R-S 1000μl ユニバーサルフィットチップ 青色 ラック入り 滅菌済み 
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T-1000-C-L-R-S 
1000μl ユニバーサルフィットチップ マキシマムリカバリー 透明  

ラック入り 滅菌済み 

T-1000-C-R-S 1000μl ユニバーサルフィットチップ 透明 ラック入り 滅菌済み 

T-1005-WB-C 1000μl ユニバーサルフィットチップ ワイドボア 透明 バルク 

T-1005-WB-C-R 1000μl ユニバーサルフィットチップワイドボア 透明 ラック入り 

T-1005-WB-C-R-S 
1000μl ユニバーサルフィットチップ ワイドボア 透明 ラック入り  

滅菌済み  

T-200-C-L-R-S 
200μl ユニバーサルフィットチップ マキシマムリカバリー 透明  

ラック入り 滅菌済み 

T-200-C-L-STK 
200μl ユニバーサルフィットチップ マキシマムリカバリー 透明  

スタックラック 

T-200-C-R-S 200μl ユニバーサルフィットチップ 透明 ラック入り 滅菌済み 

T-200-C-STK 200μl ユニバーサルフィットチップ 透明 スタックラック入り 

T-200-C-STK-S 200μl ユニバーサルフィットチップ 透明 スタックラック 滅菌済み 

T-200-Y-STK 200μl ユニバーサルフィットチップ 黄色 スタックラック入り 

T-200-Y-STK-S 200μl ユニバーサルフィットチップ 黄 スタックラック 滅菌済み 

T-205-WB-C 200μl ユニバーサルフィットチップ ワイドボア 透明 バルク 

T-205-WB-C-R 200μl ユニバーサルフィットチップ ワイドボア 透明 ラック入り 

T-205-WB-C-R-S 
200μl ユニバーサルフィットチップ ワイドボア 透明 ラック入り  

滅菌済み 

T-210-Y 
200μl ユニバーサルフィットチップ 黄色 先端面取り加工なし  

バルク 

T-300-L-R-S 
10μl マイクロボリュームチップ マキシマムリカバリー 透明  

ラック入り 滅菌済み 

T-300-L-STK 
10μl マイクロボリュームチップ マキシマムリカバリー 透明  

スタックラック 

T-300-L-STK-S 
10μl マイクロボリュームチップ マキシマムリカバリー 透明  

スタックラック 滅菌済み 

T-300-R-S 10μl マイクロボリュームチップ 透明 ラック入り 滅菌済み 

T-300-STK 10μl マイクロボリュームチップ 透明 スタックラック 

T-300-STK-S 10μl マイクロボリュームチップ 透明 スタックラック 滅菌済み 

T-350-C-L 
300μl ユニバーサルフィットチップ マキシマムリカバリー 透明  

ファインポイント バルク 

T-350-C-L-R-S 
300μl ユニバーサルフィットチップ マキシマムリカバリー 透明  

ファインポイント ラック入り 滅菌済み 

T-350-C-R-S 
300μl ユニバーサルフィットチップ 透明 ファインポイント  

ラック入り 滅菌済み 

T-400-L 20μl ウルトラマイクロチップ マキシマムリカバリー 透明 バルク 

T-400-L-R 
20μl ウルトラマイクロチップ マキシマムリカバリー 透明  

ラック入り 

T-400-L-R-S 
20μl ウルトラマイクロチップ マキシマムリカバリー 透明  

ラック入り 滅菌済み 

T-400-R 20μl ウルトラマイクロチップ 透明 ラック入り 

T-400-R-S 20μl ウルトラマイクロチップ 透明 ラック入り 滅菌済み 

TE-1004-B 1000μl Eppendorf スタイルチップ 青色 バルク 
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TE-1004-B-L-R 
1000μl Eppendorf スタイルチップ マキシマムリカバリー 青色  

ラック入り 

TE-1004-B-L-R-S 
1000μl Eppendorf スタイルチップ マキシマムリカバリー 青色  

ラック入り 滅菌済み 

TE-1004-B-R 1000μl Eppendorf スタイルチップ 青色 ラック入り 

TE-1004-B-R-S 1000μl Eppendorf スタイルチップ 青色 ラック入り 滅菌済み 

TE-204-Y 200μl Eppendorf スタイルチップ 黄色 バルク 

TE-204-Y-L 200μl Eppendorf スタイルチップ  マキシマムリカバリー 黄色 バルク 

TE-204-Y-L-R 
200μl Eppendorf スタイルチップ  マキシマムリカバリー 黄色  

ラック入り 

TE-204-Y-L-R-S 
200μl Eppendorf スタイルチップ  マキシマムリカバリー 黄色  

ラック入り 滅菌済み 

TE-204-Y-R 200μl Eppendorf スタイルチップ  黄色 ラック入り 

TE-204-Y-R-S 200μl Eppendorf スタイルチップ 黄色 ラック入り 滅菌済み 

TF-1000-L-R-S 
1000μl ユニバーサルフィット マキシマムリカバリー フィルター付き

チップ ラック入り 滅菌済み 

TF-1000-R-S 
1000μl ユニバーサルフィット フィルター付きチップ ラック入り  

滅菌済み 

TF-1005-WB-R-S 
1000μl ユニバーサルフィット ワイドボア フィルター付きチップ  

ラック入り 滅菌済み 

TF-100-L-R-S 
100μl ユニバーサルフィット マキシマムリカバリー  

フィルター付きチップ ラック入り 滅菌済み 

TF-100-R-S 
100μl ユニバーサルフィット フィルター付きチップ ラック入り  

滅菌済み 

TF-1200-C-L-R-S 
1100μl ユニバーサルフィット マキシマムリカバリー フィルター付き

チップ ラック入り 滅菌済み 

TF-1200-C-R-S 
1100μl ユニバーサルフィット フィルター付きチップ ラック入り  

滅菌済み 

TF-150 150μl ユニバーサルフィット フィルター付きチップ バルク 

TF-150-R-S 
150μl ユニバーサルフィット フィルター付きチップ ラック入り  

滅菌済み 

TF-200-L-R-S 
200μl ユニバーサルフィット マキシマムリカバリー  

フィルター付きチップ ラック入り 滅菌済み 

TF-200-R-S 
200μl ユニバーサルフィット フィルター付きチップ ラック入り  

滅菌済み 

TF-205-WB-R-S 
200μl ユニバーサルフィット ワイドボア フィルター付きチップ  

ラック入り 滅菌済み 

TF-20-L-R-S 
20μl ユニバーサルフィット マキシマムリカバリー  

フィルター付きチップ ラック入り 滅菌済み 

TF-20-R-S 
20μl ユニバーサルフィット フィルター付きチップ ラック入り  

滅菌済み 

TF-300-L-R-S 
10μl マイクロボリューム マキシマムリカバリー  

フィルター付きチップ ラック入り 滅菌済み 

TF-300-R-S 
10μl マイクロボリューム  フィルター付きチップ ラック入り  

滅菌済み 

TF-350 300μl ユニバーサルフィット フィルター付きチップ バルク 

TF-350-L-R-S 
300μl ユニバーサルフィット マキシマムリカバリー  

フィルター付きチップ ラック入り 滅菌済み 
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TF-350-R-S 
300μl ユニバーサルフィット フィルター付きチップ ラック入り  

滅菌済み 

TF-400 10μl ウルトラマイクロ フィルター付きチップ バルク 

TF-400-L-R-S 
10μl ウルトラマイクロ マキシマムリカバリー フィルター付きチップ 

ラック入り 滅菌済み 

TF-400-R-S 10μl ウルトラマイクロ フィルター付きチップ ラック入り 滅菌済み 

TF-420-L-R-S 
20μl ウルトラマイクロ マキシマムリカバリー フィルター付きチップ 

ラック入り 滅菌済み 

TF-420-R-S 20μl ウルトラマイクロ フィルター付きチップ ラック入り 滅菌済み 

TF-50 50μl ユニバーサルフィット フィルター付きチップ バルク 

TF-50-L-R-S 
50μl ユニバーサルフィット マキシマムリカバリー  

フィルター付きチップ ラック入り 滅菌済み 

TF-50-R-S 
50μl ユニバーサルフィット フィルター付きチップ ラック入り  

滅菌済み 

TR-222-C-L-R-S 
200μl 先端面取り加工 目盛り付きチップ マキシマムリカバリー 透明 

ラック入り 滅菌済み 

TR-222-C-L-STK 
200μl 先端面取り加工 目盛り付きチップ マキシマムリカバリー 透明 

スタックラック 

TR-222-C-L-STK-S 
200μl 先端面取り加工 目盛り付きチップ マキシマムリカバリー 透明 

スタックラック 滅菌済み 

TR-222-C-R-S 200μl 先端面取り加工 目盛り付きチップ 透明 ラック入り 滅菌済み 

TR-222-C-STK 200μl 先端面取り加工 目盛り付きチップ 透明 スタックラック 

TR-222-C-STK-S 
200μl 先端面取り加工 目盛り付きチップ 透明 スタックラック  

滅菌済み 

TR-222-Y-R 200μl 先端面取り加工 目盛り付きチップ 黄色 ラック入り 

TR-222-Y-STK 200μl 先端面取り加工 目盛り付きチップ 黄色 スタックラック 

TXL-10 10μl マイクロボリューム ロングタイプチップ 透明 バルク 

TXL-10-L 
10μl マイクロボリューム ロングタイプチップ マキシマムリカバリー 

透明 バルク 

TXL-10-L-R 
10μl マイクロボリューム ロングタイプチップ マキシマムリカバリー 

透明 ラック入り 

TXL-10-L-R-S 
10μl マイクロボリューム ロングタイプチップ マキシマムリカバリー 

透明 ラック入り 滅菌済み 

TXL-10-R 10μl マイクロボリューム ロングタイプチップ 透明 ラック入り 

TXL-10-R-S 
10μl マイクロボリューム ロングタイプチップ 透明 ラック入り  

滅菌済み 

TXLF-10 
10μl マイクロボリューム ロングタイプ フィルター付きチップ  

バルク 

TXLF-10-L-R-S 
10μl マイクロボリューム ロングタイプ マキシマムリカバリー  

フィルター付きチップ ラック入り 滅菌済み 

TXLF-10-R-S 
10μl マイクロボリューム ロングタイプ フィルター付きチップ  

ラック入り 滅菌済み 

430909 
マイクロセントリフュージチューブスクリューキャップ 

１．５ｍｌ一体型キャップＯリング付 

430915 
マイクロセントリフュージチューブスクリューキャップ 

２．０ｍｌ一体型キャップＯリング付自立型 
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430917 
マイクロセントリフュージチューブスクリューキャップ 

２．０ｍセパレート型キャップ自立型 

GEN3-1000-L-R-S-J 
1000μl GEN3 マキシマムリカバリー マルチバリアーフィルター付き

チップ ラック入り 滅菌済み（小口パック） 

GEN3-10-L-R-S-J 
10μl GEN3 マキシマムリカバリー マルチバリアーフィルター付き 

チップ ラック入り 滅菌済み（小口パック） 

GEN3-200-L-R-S-J 
200μl GEN3 マキシマムリカバリー マルチバリアーフィルター付き 

チップ ラック入り 滅菌済み（小口パック） 

GEN3-20-L-R-S-J 
20μl GEN3 マキシマムリカバリー マルチバリアーフィルター付き 

チップ ラック入り 滅菌済み（小口パック） 

SCT-050-A-S-J 
0.5ml コニカル底スクリューキャップチューブ O リング付きキャップ 

（小口パック） 

SCT-050-C-S-J 
0.5ml コニカル底スクリューキャップチューブ O リング付きキャップ 

（小口パック） 

SCT-050-SS-A-S-J 
0.5ml 自立型スクリューキャップチューブ Oリング付きキャップ  

（小口パック） 

SCT-050-SS-C-J 
0.5ml 自立型スクリューキャップチューブ O リング付きキャップ 透明 

（小口パック） 

SCT-050-SS-C-S-J 
0.5ml 自立型スクリューキャップチューブ Oリング付きキャップ  

（小口パック） 

SCT-150-SS-A-S-J 
1.5ml 自立型スクリューキャップチューブ Oリング付きキャップ  

（小口パック） 

SCT-150-SS-C-J 
1.5ml 自立型スクリューキャップチューブ O リング付きキャップ 透明 

（小口パック） 

SCT-200-A-S-J 
2.0ml コニカル底スクリューキャップチューブ O リング付きキャップ 

（小口パック） 

SCT-200-C-J 
2.0ml コニカル底スクリューキャップチューブ O リング付きキャップ 

透明 （小口パック） 

T-1000-B-R-S-J 
1000μl ユニバーサルフィットチップ 青色 ラック入り 滅菌済み 

（小口パック） 

T-1000-C-L-R-S-J 
1000μl ユニバーサルフィットチップ マキシマムリカバリー 透明  

ラック入り 滅菌済み（小口パック） 

T-1000-C-R-S-J 
1000μl ユニバーサルフィットチップ 透明 ラック入り 滅菌済み 

（小口パック） 

T-200-C-L-R-S-J 
200μl ユニバーサルフィットチップ マキシマムリカバリー 透明  

ラック入り 滅菌済み（小口パック） 

T-200-C-R-S-J 
200μl ユニバーサルフィットチップ 透明 ラック入り 滅菌済み 

（小口パック） 

T-200-C-STK-J 
200μl ユニバーサルフィットチップ 透明 スタックラック入り 

（小口パック） 

T-200-Y-STK-J 
200μl ユニバーサルフィットチップ 黄色 スタックラック入り 

（小口パック） 

T-300-L-R-S-J 
10μl マイクロボリュームチップ マキシマムリカバリー 透明  

ラック入り 滅菌済み（小口パック） 

T-300-R-S-J 
10μl マイクロボリュームチップ 透明 ラック入り 滅菌済み 

（小口パック） 

T-300-STK-J 10μl マイクロボリュームチップ 透明 スタックラック（小口パック） 

T-350-C-L-J 
300μl ユニバーサルフィットチップ マキシマムリカバリー 透明  

ファインポイント バルク（小口パック） 
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T-350-C-L-R-S-J 
300μl ユニバーサルフィットチップ マキシマムリカバリー 透明  

ファインポイント ラック入り 滅菌済み（小口パック） 

T-350-C-R-S-J 
300μl ユニバーサルフィットチップ 透明 ファインポイント  

ラック入り 滅菌済み（小口パック） 

T-400-L-J 
20μl ウルトラマイクロチップ  マキシマムリカバリー  透明 バルク

（小口パック） 

T-400-L-R-J 
20μl ウルトラマイクロチップ マキシマムリカバリー 透明  

ラック入り（小口パック） 

T-400-L-R-S-J 
20μl ウルトラマイクロチップ マキシマムリカバリー 透明  

ラック入り 滅菌済み（小口パック） 

T-400-R-J 20μl ウルトラマイクロチップ 透明 ラック入り（小口パック） 

T-400-R-S-J 
20μl ウルトラマイクロチップ 透明 ラック入り 滅菌済み 

（小口パック） 

TE-1004-B-J 1000μl Eppendorf スタイルチップ 青色 バルク（小口パック） 

TE-1004-B-L-R-S-J 
1000μl Eppendorf スタイルチップ マキシマムリカバリー 青色  

ラック入り 滅菌済み（小口パック） 

TE-1004-B-R-J 1000μl Eppendorf スタイルチップ 青色 ラック入り（小口パック） 

TE-1004-B-R-S-J 
1000μl Eppendorf スタイルチップ 青色 ラック入り 滅菌済み 

（小口パック） 

TE-204-Y-J 200μl Eppendorf スタイルチップ 黄色 バルク（小口パック） 

TE-204-Y-L-J 
200μl Eppendorf スタイルチップ  マキシマムリカバリー 黄色 バルク

（小口パック） 

TE-204-Y-L-R-J 
200μl Eppendorf スタイルチップ  マキシマムリカバリー 黄色  

ラック入り（小口パック） 

TE-204-Y-L-R-S-J 
200μl Eppendorf スタイルチップ  マキシマムリカバリー 黄色  

ラック入り 滅菌済み（小口パック） 

TE-204-Y-R-J 200μl Eppendorf スタイルチップ  黄色 ラック入り（小口パック） 

TE-204-Y-R-S-J 
200μl Eppendorf スタイルチップ 黄色 ラック入り 滅菌済み 

（小口パック） 

TF-1000-L-R-S-J 
1000μl ユニバーサルフィット マキシマムリカバリー フィルター付き

チップ ラック入り 滅菌済み（小口パック） 

TF-1000-R-S-J 
1000μl ユニバーサルフィット フィルター付きチップ ラック入り  

滅菌済み（小口パック） 

TF-100-L-R-S-J 
100μl ユニバーサルフィット マキシマムリカバリー  

フィルター付きチップ ラック入り 滅菌済み（小口パック） 

TF-100-R-S-J 
100μl ユニバーサルフィット フィルター付きチップ ラック入り  

滅菌済み（小口パック） 

TF-1200-C-L-R-S-J 
1100μl ユニバーサルフィット マキシマムリカバリー  

フィルター付きチップ ラック入り 滅菌済み（小口パック） 

TF-1200-C-R-S-J 
1100μl ユニバーサルフィット フィルター付きチップ ラック入り  

滅菌済み（小口パック） 

TF-150-R-S-J 
150μl ユニバーサルフィット フィルター付きチップ ラック入り  

滅菌済み（小口パック） 

TF-200-L-R-S-J 
200μl ユニバーサルフィット マキシマムリカバリー  

フィルター付きチップ ラック入り 滅菌済み（小口パック） 

TF-200-R-S-J 
200μl ユニバーサルフィット フィルター付きチップ ラック入り  

滅菌済み（小口パック） 
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TF-20-L-R-S-J 
20μl ユニバーサルフィット マキシマムリカバリー  

フィルター付きチップ ラック入り 滅菌済み（小口パック） 

TF-20-R-S-J 
20μl ユニバーサルフィット フィルター付きチップ ラック入り  

滅菌済み（小口パック） 

TF-300-L-R-S-J 
10μl マイクロボリューム マキシマムリカバリー  

フィルター付きチップ ラック入り 滅菌済み（小口パック） 

TF-300-R-S-J 
10μl マイクロボリューム  フィルター付きチップ ラック入り  

滅菌済み（小口パック） 

TF-350-J 
300μl ユニバーサルフィット フィルター付きチップ バルク 

（小口パック） 

TF-350-L-R-S-J 
300μl ユニバーサルフィット マキシマムリカバリー  

フィルター付きチップ ラック入り 滅菌済み（小口パック） 

TF-350-R-S-J 
300μl ユニバーサルフィット フィルター付きチップ ラック入り  

滅菌済み（小口パック） 

TF-400-J 10μl ウルトラマイクロ フィルター付きチップ バルク（小口パック） 

TF-400-L-R-S-J 
10μl ウルトラマイクロ マキシマムリカバリー  

フィルター付きチップ ラック入り 滅菌済み（小口パック） 

TF-400-R-S-J 
10μl ウルトラマイクロ フィルター付きチップ ラック入り 滅菌済み

（小口パック） 

TF-420-L-R-S-J 
20μl ウルトラマイクロ マキシマムリカバリー  

フィルター付きチップ ラック入り 滅菌済み（小口パック） 

TF-420-R-S-J 
20μl ウルトラマイクロ フィルター付きチップ ラック入り 滅菌済み

（小口パック） 

TF-50-J 
50μl ユニバーサルフィット フィルター付きチップ バルク 

（小口パック） 

TF-50-L-R-S-J 
50μl ユニバーサルフィット マキシマムリカバリー  

フィルター付きチップ ラック入り 滅菌済み（小口パック） 

TF-50-R-S-J 
50μl ユニバーサルフィット フィルター付きチップ ラック入り  

滅菌済み（小口パック） 

TR-222-C-L-R-S-J 
200μl 先端面取り加工 目盛り付きチップ マキシマムリカバリー  

透明 ラック入り 滅菌済み（小口パック） 

TR-222-C-R-S-J 
200μl 先端面取り加工 目盛り付きチップ 透明 ラック入り  

滅菌済み（小口パック） 

TR-222-C-STK-J 
200μl 先端面取り加工 目盛り付きチップ 透明 スタックラック 

（小口パック） 

TR-222-Y-R-J 
200μl 先端面取り加工 目盛り付きチップ 黄色 ラック入り 

（小口パック） 

TR-222-Y-STK-J 
200μl 先端面取り加工 目盛り付きチップ 黄色 スタックラック 

（小口パック） 

TXL-10-L-R-J 
10μl マイクロボリューム ロングタイプチップ  

マキシマムリカバリー 透明 ラック入り（小口パック） 

TXL-10-L-R-S-J 
10μl マイクロボリューム ロングタイプチップ  

マキシマムリカバリー 透明 ラック入り 滅菌済み（小口パック） 

TXL-10-R-J 
10μl マイクロボリューム ロングタイプチップ 透明 ラック入り 

（小口パック） 

TXL-10-R-S-J 
10μl マイクロボリューム ロングタイプチップ 透明 ラック入り  

滅菌済み（小口パック） 

TXLF-10-J 
10μl マイクロボリューム ロングタイプ フィルター付きチップ  

バルク（小口パック） 
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TXLF-10-L-R-S-J 
10μl マイクロボリューム ロングタイプ マキシマムリカバリー  

フィルター付きチップ ラック入り 滅菌済み（小口パック） 

TXLF-10-R-S-J 
10μl マイクロボリューム ロングタイプ フィルター付きチップ  

ラック入り 滅菌済み（小口パック） 

 

 

変更開始時期 

 

2017年 1月～3月製造分からの変更を予定しています。 

 

 

 なお、本製品に関するお問合せは、弊社代理店営業ご担当者様または弊社営業担当まで

お願い申し上げます。 

               敬具 


