
※ヒト組織由来製品のご注文時には、弊社指定の「ヒト組織由来製品提供についての同意書」をご提出いただくことが必要です。

在庫ロット例１：すい臓がんドナー由来血清の添付データ
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在庫ロット例2：アルツハイマードナー由来血漿の添付データ
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研究用試薬

Sample 
ID Specimen type Date of 

collection Sex Age Ethnicity Height, 
cm

Weight, 
kg BMI Patient 

Diagnosis Date of surgery

12679S serum 2018/9/25 F 66 Caucasian 163 79 29.7 pancreatic 
cancer 2014/10/28

Location Histological 
diagnosis Grade TNM Stage CEA, 

ng/mL
CA19-9, 

U/mL
Date of 

analysis
Family 
history Smoking history Medical history

pancreas adenocarcinoma G2 T3N1M0 IIB N/A 166 2014/7/8 no 45 years 0.5 
pack/day

CAD, 
hypertension 

Sample 
ID Specimen type Date of blood 

draw Sex Age Ethnicity Height, 
cm

Weight, 
kg BMI Patient

Diagnosis Date of diagnosis

AG322P K3EDTA plasma 2018/7/2 F 56 Caucasian 161 72 27.8 Alzheimer's 
disease 2011

Symptoms Diagnostic tests MMSE Stage Treatment Smoking history Medical history

personality changes CT 6 severe dementia cerebrolysin, tacrine no CAD

※ 別途海外輸送費として50,000円/回を申し受けます。

※ 上記の価格は、2019年3月現在の情報です。

  価格は予告なく変更になる場合がございますので、都度メーカーへ確認を致します。

疾患ドナー由来血液の価格例（がんドナー）

疾患ドナー由来血液の価格例（がん以外の疾患ドナー）

疾患名 画分 包装 価格（例） PG社ウイルス検査項目
卵巣がん

血清/プラズマ 1mL ご照会 HIV、HBV、HCV、Syphilis陰性

乳がん

胃がん

腎臓がん

大腸がん
前立腺がん

非小細胞肺がん

肝がん

すい臓がん

皮膚がん（メラノーマ）

疾患名 画分 包装 価格（例） PG社ウイルス検査項目
クローン病

血清/プラズマ 1mL ご照会 HIV、HBV、HCV、Syphilis陰性

腎不全
アトピー性皮膚炎

関節リウマチ
変形性関節症

潰瘍性大腸炎

多発性硬化症
急性心筋梗塞

脳卒中

慢性腎臓病

白血病
アルツハイマー
パーキンソン

ドナー 画分 包装 価格（例） PG社ウイルス検査項目

健常者 血清/プラズマ 1mL ご照会 HIV、HBV、HCV、Syphilis陰性

健常ドナー由来血液

ヒト疾患ドナー由来製品
凍結血清・プラズマ
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製品番号 製品名 価格 ウイルス検査項目

CTPLA007-J  Human Heparin sodium plasma, 
single donor, Japanese ご照会 HIV、HBV、HCV陰性

製品番号 製品名 価格 ウイルス検査項目

CTSER018-J  Human serum, single donor, Japanese ご照会 HIV、HBV、HCV陰性

※ プラズマにつきまして、Heparin sodium以外の抗凝固剤（EDTA2Na、EDTA2K、EDTA3K）でも、上記と同様の価格です。

※ プール血清・プールプラズマもございます。詳細はお問い合わせ下さい。

※ 冷蔵全血をご希望の場合には、海外輸送費（¥50,000）を含め、別途お見積りを致します。 ご希望の方はお問い合わせ下さい。

製品番号 製品名 価格 ウイルス検査項目

SAG Human Heparin sodium whole blood, 
single donor ご照会 HIV、HBV、HCV陰性

製品番号 製品名 価格（在庫） ウイルス検査項目

IC2931149 Human serum ¥105,000/100mL
HIV、HBV、HCV陰性

IC2931949 Human Serum(AB-Type) ¥102,000/100mL

健常ヒト血液由来製品
凍結血清・プラズマ・全血（白人, 日本人）

 ※濾過滅菌済みの製品です。

研究用試薬

製品番号 製品名 価格（在庫） ウイルス検査項目

SER018020 Human True A serum, 
single donor

¥15,000/20ml HIV、HBV、HCV、
Syphilis、HTLV陰性SER018050 ¥35,000/50ml

製品番号 製品名 価格（在庫） ウイルス検査項目

PLA007020 Human Heparin sodium plasma, 
single donor

¥12,000/20ml HIV、HBV、HCV、
Syphilis、HTLV陰性PLA007050 ¥30,000/50ml

製品番号 製品名 価格（在庫） ウイルス検査項目

CTSER018020
Human serum, single donor

¥15,000/20ml
HIV、HBV、HCV陰性

CTSER018050 ¥35,000/50ml

製品番号 製品名 価格（在庫） ウイルス検査項目

CTPLA007020 Human Heparin sodium plasma, 
single donor

¥12,000/20ml
HIV、HBV、HCV陰性

CTPLA007050 ¥30,000/50m

製品番号 製品名 価格（在庫） ウイルス検査項目

CTSAG020 Human Heparin sodium whole blood, 
single donor

¥10,000/20ml
HIV、HBV、HCV陰性

CTSAG050 ¥25,000/50ml
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