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研究用ヒト培養組織ラボサイト 製品一覧表 

LabCyte Cultured Human Tissue for Research Use 

株式会社ジャパン・ティッシュ・エンジニアリング 

Tel. 0533-66-2129 Fax. 0533-66-2018 

〒443-0022 愛知県蒲郡市三谷北通 6 丁目 209 番地の 1     URL: http://www.jpte.co.jp   

 

EPI-MODEL12 EPI-MODEL24 

皮膚刺激性試験セット 

EPI-KIT 

別売品は次ページをご参照ください。 

参照してください。 

CORNEA-MODEL24 

OECD TG492 
(in vitro 眼刺激性試験) 

収載モデル 

 

 

 ラボサイト エピ・モデル 12 製 品 名 ： 

401112 製品コード： 

 ラボサイト エピ・モデル 12 6D 

(6 日培養品) 

製 品 名 ： 

401112 E6 製品コード： 

 ラボサイト エピ・モデル 24 製 品 名 ： 

401124 製品コード： 

 ラボサイト エピ・モデル 24 6D 

（6 日培養品） 
製 品 名 ： 

401124 E6 製品コード： 

 ラボサイト エピ・キット 製 品 名 ： 

401810 製品コード： 

正常ヒト表皮角化細胞 製 品 名 ： 

4208011D 製品コード： 

皮膚刺激性試験セット 製 品 名 ： 

401151 製品コード： 

ラボサイト 角膜モデル 製 品 名 ： 

401324 製品コード： 

眼刺激性試験セット 製 品 名 ： 

401351 製品コード： 

眼刺激性試験セット 

OECD TG439 & 431 
(in vitro 皮膚刺激性および腐食性試験) 

収載モデル 

 

 

※ 本価格表の掲載内容は 2020 年 5 月現在のものです。 
※ 諸般の事情により予告なく改良、仕様の変更、価格の改定等を行う場合があります。あらかじめご了承ください。 



 

 

 

 製品コード 製品名 仕様 
希望小売価格 
（税込価格） 

LabCyte 
ラボサイト 

401112 
LabCyte EPI-MODEL12  

（ラボサイト エピ・モデル 12） 

エピ・モデル 12 ウェルタイプ （１枚） 
12 ウェルアッセイプレート （1 枚） 
アッセイ培地 30 ml (1 本） 

90,900 円 
(税込価格 99,990 円)  

401124 
LabCyte EPI-MODEL24  

（ラボサイト エピ・モデル 24） 

エピ・モデル 24 ウェルタイプ （１枚） 
24 ウェルアッセイプレート （1 枚） 
アッセイ培地 30 ml （1 本） 

90,900 円 
  (税込価格 99,990 円) 

401112E6 
LabCyte EPI-MODEL12 6D 

（ラボサイト エピ・モデル 12   
6 日培養品） 

エピ・モデル 12 ウェルタイプ（ｴｱﾘﾌﾄ 6d） （１枚） 
12 ウェルアッセイプレート （1 枚） 
アッセイ培地 30 ml (1 本） 

90,900 円 
(税込価格 99,990 円) 

401124E6 
LabCyte EPI-MODEL24 6D 

（ラボサイト エピ・モデル 24   
6 日培養品） 

エピ・モデル 24 ウェルタイプ（ｴｱﾘﾌﾄ 6d） （１枚） 
24 ウェルアッセイプレート （1 枚） 
アッセイ培地 30 ml （1 本） 

90,900 円 
(税込価格 99,990 円)  

401151 皮膚刺激性試験セット 
エピ・モデル 24 ウェルタイプ （１枚） 
24 ウェルアッセイプレート （4 枚） 
アッセイ培地 30 ml （2 本） 

96,900 円 
   （税込価格 105,600 円） 

  

401324 
LabCyte CORNEA-MODEL24  
（ラボサイト 角膜モデル） 

角膜モデル 24 ウェルタイプ （１枚） 
24 ウェルアッセイプレート （1 枚） 
アッセイ培地 30 ml （1 本） 

90,000 円 
    （税込価格 99,000 円） 

401351 眼刺激性試験セット 
角膜モデル 24 ウェルタイプ（1 枚) 
24 ウェルアッセイプレート（4 枚） 
アッセイ培地 30ml（2 本） 

96,000 円 
(税込価格 105,600 円) 

401810 
LabCyte EPI-KIT  

（ラボサイト エピ・キット） 

正常ヒト表皮角化細胞 （1 本） 
（ヒト表皮モデル作製用） 
12 ウェルアッセイプレート （２枚） 
セルカルチャーインサート（培養カップ） （26 個） 
アッセイ培地 250ml（1 本） 

99,900 円  
(税込価格 109,890 円) 

420811D 正常ヒト表皮角化細胞 
正常ヒト表皮角化細胞 （1 本） 
（ヒト表皮モデル作製用） 

70,000 円  
(税込価格 77,000 円) 

培地 

402100 
アッセイ培地  

[EPI-MODEL][CORNEA-MODEL] 

100 ml （1 本） 
7,000 円 

    （税込価格 7,700 円） 

402250 250 ml （1 本） 
14,000 円 

   （税込価格 15,400 円）  

その他 

403026  MTT 試薬 25 mg （1 本） 
6,000 円 

（税込価格 6,600 円）  

405012 

 アッセイプレート 

12 ウェルアッセイプレート （1 枚） 
1,000 円 

（税込価格 1,100 円）  

405024 24 ウェルアッセイプレート （1 枚） 
1,000 円 

  （税込価格 1,100 円） 

406096  96 ウェル測定プレート 96 ウェル （1 枚） 
1,000 円 

  （税込価格 1,100 円） 

※ 本価格表の掲載内容は 2020 年 10 月現在のものです。 

※ 諸般の事情により予告なく改良、仕様の変更、価格の改定等を行う場合があります。あらかじめご了承ください。 

※ 1 回のご購入金額が合計 5,000 円（税抜）未満の場合、別途配送料がかかります。（下表参照） 

（配送料は税抜になります。） 

北海道 北東北 南東北 関東 信越 中部 北陸 関西 中国 四国 九州 沖縄 

北海道 青森県 宮城県 茨城県 新潟県 静岡県 富山県 大阪府 岡山県 香川県 福岡県 沖縄県 

  秋田県 山形県 栃木県 長野県 愛知県 石川県 京都府 広島県 徳島県 佐賀県   

  岩手県 福島県 群馬県   三重県 福井県 滋賀県 山口県 愛媛県 長崎県   

      埼玉県   岐阜県   奈良県 鳥取県 高知県 熊本県   

      千葉県       和歌山県 島根県   大分県   

      神奈川県       兵庫県     宮崎県   

      東京都             鹿児島県   

      山梨県                 

¥1,340 ¥1,040 ¥940 ¥840 ¥840 ¥840 ¥840 ¥840 ¥940 ¥940 ¥1040 ¥1,240 

 

ラボサイト 製品価格表 

LabCyte Price List 

配送料 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ラボサイト エピ･キットおよび凍結細胞の受注締切日は、出荷日の 2 週前水曜日です。ただし、月曜日

が祝日の場合は出荷はございません。  （例：出荷日が 4 月 24 日の場合、受注締切日は 4 月 12 日）  

お急ぎの場合はご相談ください。 

Tel.  0533-66-2129 
Fax. 0533-66-2018 

上記のお問合せ 

株式会社ジャパン・ティッシュ・エンジニアリング 営業部 
〒443-0022 愛知県蒲郡市三谷北通 6 丁目 209 番地の 1  URL: http://www.jpte.co.jp E-mail: jtec-info@jpte.co.jp 

 

 

ラボサイトの購入方法
は？ ラボサイトご注文方法のご案内 

 別紙の出荷予定表でご希望の出荷予定日をお選びください。 

 ご希望の出荷予定日に対する受注締切日を過ぎてないことをご確認ください。 

 

 

 

 

 

 

納品は通常、出荷予定日の翌日（一部地域で翌々日）となります。 

なお納品時間の指定はできません。 

気象状況や交通事情により配達遅延が生じる場合もございます。 
 

 

エピ・モデル 12/24/6D、皮膚刺激性試験セットについては、 

受注締切後でも在庫があれば注文をお受け致します。 

在庫状況は弊社営業部までお問合せください。 

STEP 1 

 注文用紙に出荷希望日と数量をご記入後、弊社営業部へ FAX をお願いします。 

※ 直接販売を希望される場合 → 弊社へ FAX をお願いします。ご注文確認の後、ご返信をします。 

※ 代理店様経由での販売を希望される場合 → 代理店様へ FAX をお願いします。 

 

STEP 2 

 受注後のキャンセル、返品はお受けできません。 

 製造上あるいは輸送において不測の事態により、納品予定日にお届けできない場合もございます。あら

かじめご了承ください。 

 当製品は、原則月曜日出荷としておりますが、培地及びプレートに限り、随時発送の対応が可能です。

お電話にて弊社営業部にご相談ください。 

エピ・キットの納期について 

注意事項 



 

 

 

通常品 製品コード 製品名 仕様 数量 出荷希望

日 

LabCyte 

ラボサイト 

401112 
LabCyte EPI-MODEL12  

（ラボサイト エピ・モデル 12） 

エピ・モデル 12 ウェルタイプ （１枚） 

12 ウェルアッセイプレート （1 枚） 

アッセイ培地 30 ml (1 本） 

    

401124 
LabCyte EPI-MODEL24  

（ラボサイト エピ・モデル 24） 

エピ・モデル 24 ウェルタイプ （１枚） 

24 ウェルアッセイプレート （1 枚） 

アッセイ培地 30 ml （1 本） 

    

401112E6 

LabCyte EPI-MODEL12 6D 

（ラボサイト エピ・モデル 12 

 6 日培養品） 

エピ・モデル 12 ウェルタイプ（ｴｱﾘﾌﾄ 6ｄ）（１枚） 

12 ウェルアッセイプレート （1 枚） 

アッセイ培地 30 ml (1 本） 

  

401124E6 

LabCyte EPI-MODEL24 6D 

（ラボサイト エピ・モデル 24  

6 日培養品） 

エピ・モデル 24 ウェルタイプ（ｴｱﾘﾌﾄ 6ｄ）（１枚） 

24 ウェルアッセイプレート （1 枚） 

アッセイ培地 30 ml （1 本） 

  

401151 皮膚刺激性試験セット 

エピ・モデル 24 ウェルタイプ （１枚） 

24 ウェルアッセイプレート  （4 枚） 

アッセイ培地 30 ml （2 本） 

    

401324 
LabCyte CORNEA-MODEL24  

（ラボサイト 角膜モデル） 

角膜モデル 24 ウェルタイプ （１枚） 

24 ウェルアッセイプレート （1 枚） 

アッセイ培地 30 ml （1 本） 

    

401351 眼刺激性試験セット 
角膜モデル 24 ウェルタイプ（1 枚) 
24 ウェルアッセイプレート（4 枚） 
アッセイ培地 30ml（2 本） 

  

401810 
LabCyte EPI-KIT  

（ラボサイト エピ・キット） 

正常ヒト表皮角化細胞 （1 本） 
（ヒト表皮モデル作製用） 
12 ウェルアッセイプレート （２枚） 
セルカルチャーインサート（培養カップ）（26 個） 
アッセイ培地 250ml（1 本） 

  

420811D 正常ヒト表皮角化細胞 
正常ヒト表皮角化細胞 （1 本） 
（ヒト表皮モデル作製用） 

  

培地 
402100 アッセイ培地  

[EPI-MODEL][CORNEA-MODEL] 

100 ml （1 本）     

402250 250 ml （1 本）     

その他 

403026  MTT 試薬 25 mg （1 本）     

405012 
 アッセイプレート 

12 ウェルアッセイプレート （1 枚）     

405024 24 ウェルアッセイプレート （1 枚）     

406096  96 ウェル測定プレート 96 ウェル （1 枚）     

 裏面の「個人情報の取扱いについて」をご確認の上、ご注文ください。 

 本製品は受注生産となっておりますので、出荷予定表をご確認の上、ご注文いただきますようお願い申し上げます。 

 納品日は、出荷日の翌日（一部地域では翌々日）となりますが不測の事態により納品予定日にお届けできない場合もございます。あらかじめご了承願います。 

 

 

*御社名（所属）                                        

*御担当者名                                       様 

御住所  

TEL & FAX TEL:                                    FAX: 

E-mail  

 

*御依頼日                    年     月     日 

*御社名（営業所）  

*御担当者名                                       様 

御住所  

TEL & FAX TEL:                                    FAX: 

備 考 

 
 

ご注文書 
TEL: 0533-66-2129 
FAX: 0533-66-2018 

お客様情報（製品納品先） 以前にご注文いただいたお客様は*印の欄のみご記入下さい      

代理店様情報       

 

株式会社ジャパン・ティッシュ・エンジニアリング 営業部 

〒443-0022 愛知県蒲郡市三谷北通 6 丁目 209 番地の 1 TEL：0533-66-2129 FAX：0533-66-2018 

 

下記フォームに必要事項をご記入の上、各代理店様または弊社へご連絡ください。 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

弊社は、ご注文･お問い合わせの際にお預かりしたお客様の個人情報を以下のように管理いたします。あらかじめご理

解いただきますようお願い申し上げます。 

 

1. 当社は、お客様により良い製品・サービスを提供するため、お客様よりご提供 

 いただきましたお名前、ご住所、電話番号等の個人情報を以下の目的で 

 利用させていただく場合があります。  

  (1) 本製品および請求書の発送 

  (2) アフターサービス 

  (3) 当社製品・サービスのご案内 

  (4) アンケート 

  (5) サンプルの配布 

2. 上記(1)から(5)の利用目的に関しまして、ご同意いただけない事項がござい 

 ましたら、注文書の「備考」欄にその旨をご記入の上、ご注文いただくか、  

 当社までご連絡ください。 

3. お客様よりお預かりした個人情報は、個人情報への不正アクセス、 

 個人情報の紛失・破壊・改ざん・漏洩等を防止するために適切な安全 

 対策を講じて管理します。 

4. 問合せ窓口 

 お客様の個人情報に関するお問合せは、下記までご連絡ください。 

        〒443-0022 愛知県蒲郡市三谷北通 6 丁目 209 番地の 1 

     株式会社ジャパン・ティッシュ・エンジニアリング 

     個人情報担当 

     TEL：0533-66-2020 FAX：0533-66-2019 

個人情報のお取扱について 

特注品について 

 

弊社営業部までご相談ください。 


