
バイオリソース提供⼿数料新旧対照表

⾮営利
学術⽬的

営利⽬的
⾮営利

学術⽬的
営利⽬的

匹 \15,400 \30,800 \22,000 \44,000
凍結胚 2本 \28,300 \56,600 \38,280 \76,560
凍結胚個体化 件 \75,400 \150,800 \94,820 \189,640
凍結精⼦ 2本 \13,500 \27,000 \17,930 \35,860
凍結精⼦個体化 件 \115,100 \230,200 \141,350 \282,700
凍結胚個体化 件 \49,800 \99,600 \65,010 \130,020
凍結精⼦個体化 件 \103,500 \207,000 \135,410 \270,820
ES細胞を⽤いて作製したキメラ 件 \365,400 \730,800 \476,410 \952,820

本 \24,400 \48,800 \24,530 \49,060
本 \110,200 \220,400 \99,110 \198,220
本 \167,000 \334,000 \145,640 \291,280

培養検査 件 \2,000 \2,000 \1,540 \1,540
⾎清検査 件 \3,100 \3,100 \3,080 \3,080
PCR検査 件 \4,700 \4,700 \4,840 \4,840
検鏡検査 件 \2,100 \2,100 \2,200 \2,200
理研BRC標準検査 件 \37,400 \37,400 \50,160 \50,160
個別種⼦ バイアル \4,000 \8,000 \4,400 \8,800
個別種⼦(400粒) バイアル \7,000 \14,000 \7,040 \14,080

個別種⼦セット
100
バイアル

\180,300 \360,600 \216,370 \432,740

プール種⼦個別化セット
50
バイアル

\91,800 \183,600 \109,780 \219,560

プール種⼦ セット \7,000 \14,000 \9,680 \19,360
ミナトカモジグサ 個別種⼦ バイアル \6,200 \12,400 \7,370 \14,740

バイアル \4,600 \9,200 \5,280 \10,560
100
バイアル

\264,200 \528,400 提供終了 提供終了

冊 \36,300 - 提供終了 提供終了
株 \7,200 \14,400 \8,360 \16,720
件 \16,900 \16,900 \18,920 \18,920
件 \1,000 \1,000 \2,970 \2,970
件 \9,400 \9,400 \10,890 \10,890
本 \14,300 \28,600 \16,830 \33,660
本 \14,300 \28,600 \16,830 \33,660
試料 \31,300 \62,600 \36,630 \73,260
セット \12,300 \24,600 \15,730 \31,460
試料 \31,300 \62,600 \36,630 \73,260
本 \41,300 \82,600 \47,630 \95,260
本 \23,700 \47,400 \16,830 \33,660

本 \14,300 \28,600 \16,830 \33,660

本 \14,300 \28,600 \16,830 \33,660

本 \23,700 \47,400 \25,300 \50,600
本 \23,700 \47,400 \25,300 \50,600
本 \27,500 \55,000 \27,940 \55,880
本 \27,500 \55,000 \27,940 \55,880

マイコプラズマ検査 件 \19,900 \19,900 \38,610 \38,610
ヒト細胞の細胞誤認検査 件 \18,800 \18,800 \37,510 \37,510

本 \8,440 \16,880 \9,460 \18,920
本 \32,700 \65,400 \32,340 \64,680
本 \32,700 \65,400 \32,340 \64,680
本 \16,600 \33,200 \19,910 \39,820
本 \24,400 \48,800 \24,530 \49,060
本 \110,200 \220,400 \99,110 \198,220
本 \167,000 \334,000 \145,640 \291,280
本 \4,470 \8,940 \5,610 \11,220
セット \868,400 \1,736,800 \646,360 \1,292,720
セット \1,504,200 \3,008,400 \2,266,880 \4,533,760
本 \5,500 \11,000 \5,500 \11,000
本 \7,000 \14,000 \7,480 \14,960
本 \9,900 \19,800 \11,000 \22,000
本 \18,000 \36,000 \19,030 \38,060
本 \16,600 \33,200 \19,910 \39,820

改定後⾦額(税込)

微⽣物材料

凍結乾燥⼜はL-乾燥微⽣物株
凍結微⽣物株
培養微⽣物株(凍結乾燥不能株)
依頼培養微⽣物株(凍結乾燥保存可能株)
微⽣物ゲノムDNA(1μg)

S. pombe ORFenomeクローン 52枚組全セット(菌体)
Thermus thermophilus発現プラスミド 23枚組全セット(DNA)

細胞品質検査

遺伝⼦材料

クローン及び菌体
組換えウイルス
ライブラリー
微⽣物ゲノムDNA(1μg)

細胞材料

研究⽤ヒト臍帯⾎幹細胞・CD34陽性細胞(C34)

⼀般細胞株(RCB)
⽇本⼈由来不死化細胞株(HEV)
研究⽤ヒト臍帯⾎幹細胞(HCB)
研究⽤ヒト臍帯⾎幹細胞・フィコール試料(CBF)：⼩容量品
研究⽤ヒト臍帯⾎幹細胞・フィコール試料(CFD)：⼤容量品

実験植物

シロイヌナズナ

個別DNA

個別DNAセット

シロイヌナズナDNABookTM
植物培養細胞
検疫証明

プール種⼦から単離された個体の遺伝型解析サービス
植物培養細胞継代培地

実験動物

⽣体維持系統

凍結胚

凍結精⼦

海外機関の凍結系統

マウスゲノムDNA(⽣体維持系統)(10μg)
マウスゲノムDNA(凍結胚復元個体)(10μg)
マウスゲノムDNA(凍結精⼦復元個体)(10μg)

追加検査

区分 バイオリソース 単位
現⾏⾦額(税込)

寄託者調製済み試料
マウスゲノムDNA(凍結精⼦復元個体)(10μg)
マウスゲノムDNA(凍結胚復元個体)(10μg)
マウスゲノムDNA(⽣体維持系統)(10μg)

ヒトES細胞(HES)
動物iPS細胞(APS)
動物ES細胞及び⽣殖細胞由来の多能性幹細胞(AES)

後藤コレクション細胞(GMC)：早⽼症(Werner症候群)患者に由来
する不死化B細胞株及び初代培養線維芽細胞

ヒトiPS細胞(HPS)

研究⽤ヒト間葉系幹細胞(HMS)

園⽥・⽥島コレクション細胞(HSC)：世界の様々な⼈種⺠族に由
来する不死化B細胞株


