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お客様各位
コーニングインターナショナル株式会社
ライフサイエンス事業部

Axygen® チップ、マイクロチューブ 一部製品 製造国変更のご案内
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 チップ、マイクロチューブ 一部製品の国内取り扱い品
の製造国がアメリカから中国へと変更となりますことをご案内申し上げます。本
変更は、製品の安定的な供給を目的としたものです。
両拠点で製造される同一カタログ番号の製品は、同一の仕様、同一の性能基準
で製造されます。製造拠点によって一次包装や二次包装の仕様や色味、製品自体
の色味にわずかな違いがある場合がございますが、製品自体の形状や寸法、材質、
性能、価格に変更はございません。
敬具
記
対象製品
カタログ番号

製品名

MCT-060-B

0.6mL スナップロックマイクロチューブ 青色

MCT-060-R

0.6mL スナップロックマイクロチューブ 赤色

MCT-150-X

1.5mL スナップロックマイクロチューブ 琥珀色

MCT-200-X

2.0mL スナップロックマイクロチューブ 琥珀色

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-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
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-A-S-J
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（つづき）
カタログ番号
SCT-050-C-S

製品名
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-J
SCT-050-SS-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
（小口パック）
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-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-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）
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-C
SCT-150-SS-C-J
SCT-200-A-S
SCT-200-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 透明
（小口パック）
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-SS-G

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）
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
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）
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-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

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

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）
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
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）

SCT-200-C
SCT-200-C-J

T-1000-C-L-R-S
T-1000-C-L-R-S-J
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（つづき）
カタログ番号
T-1000-C-R-S

製品名
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-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）
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
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）
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-L-R-S
T-200-C-L-R-S-J
T-200-C-R-S
T-200-C-R-S-J

T-300-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
（小口パック）
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
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）
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-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-350-C-R-S

T-400

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
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）
20µL ウルトラマイクロチップ 透明 バルク

T-400-J

20µL ウルトラマイクロチップ 透明 バルク（小口パック）

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-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）
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-300-L-R-S
T-300-L-R-S-J

T-350-C-R-S-J

T-400-L-R
T-400-L-R-J

T-400-R

20µL ウルトラマイクロチップ
（小口パック）
20µL ウルトラマイクロチップ
滅菌済み
20µL ウルトラマイクロチップ
滅菌済み（小口パック）
20µL ウルトラマイクロチップ

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

20µL ウルトラマイクロチップ 透明 ラック入り 滅菌済み

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）

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
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）

T-400-L-R-S
T-400-L-R-S-J

TF-1000-R-S-J

マキシマムリカバリー 透明 ラック入り
マキシマムリカバリー 透明 ラック入り
マキシマムリカバリー 透明 ラック入り
透明 ラック入り
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（つづき）
カタログ番号
TF-100-R-S

製品名
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-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）
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-200-R-S
TF-200-R-S-J
TF-20-R-S
TF-20-R-S-J
TF-300-R-S
TF-300-R-S-J
TR-222-C-L-R-S
TR-222-C-L-R-S-J
TR-222-C-R-S
TR-222-C-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）
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
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）
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
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）
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
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）
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-Y-R

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）
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-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）

変更時期
2021 年 9 月出荷分より順次変更を予定
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。
以上
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