
キャンペーンコード

ご注文方法：専用注文書を使用して弊社にご注文いただくよう、取扱店へお伝え下さい。H0702

■ プラスチックの環境問題に対応した紙製のフリーズボックス
■ 仕切りがアコーディオン式のため脱着がスムース
■ 仕切りは簡単にカットできるのでサンプルに合わせて調整可能

■ 底4か所に穴があるため液体窒素のドレインも早い
■ フタの上面と側面にロゴや書き込みスペースがあるので箱

正面が分かりやすい

製品番号 製品名 サイズ（W×D×H） 材質 販売単位 単価（税抜） ケース価格（税抜） キャンペーン価格（税抜）

J802709 クライオボックス 81本立（9×9） 
1ml/2mlクライオバイアル用

134×134×58 mm 紙 20個 ¥1,000 ¥20,000 ￥15,000
J802710 クライオボックス 100本立（10×10）

1ml/2mlクライオバイアル用
153×153×58 mm 紙 20個 ¥1,050 ¥21,000 ￥15,750

製品番号 製品名 容量 材質 滅菌 包装 販売単位 ケース価格（税抜） キャンペーン価格（税抜） 単価（税抜）

126263 Cryo.s™ クライオバイアル 外蓋
丸底自立  ナチュラル

2ml
PP（本体）
HDPE（フタ）

〇 100×5 500 ¥40,600 ￥28,420 ￥56.84

クライオボックス（単品）

Cryo.s™ クライオバイアル
クライオバイアル1ケース（500本）をお買い上げ毎に、
❶フリーズボックス2個 、 ❷サポートラック1個 、❸カラーインサート（5色500個）を
プレゼント！

サンプル管理キャンペーン
もっと便利！

キャンペーン期間：2022年7月19日～10月31日

30%
OFF

25%
OFF

■ CEマーク
■ -196 ～ +121℃で使用可能（外蓋タイプ

は-196 ～ +100℃）
■ 内蓋タイプはシリコンO-リング付
■ 滅菌済  無菌性保障レベル：SAL 10-6

（ISO11137）
■ スクラッチ傷に強い書き込みスペース

❶ 紙製フリーズボックス 2個

❷ サポートラック40本自立型
　 クライオバイアル操作用

❸ Cryo.s™ クライオバイアル用
　 カラーインサート（5色アソート・500個）

プレゼント

　   さらに

プレゼント
プレゼント

J802710
（100本立）

J802709
（81本立）

※ J802710またはJ802709のどちらかをお選びいただきます。
※ 単品でもお求めやすく購入可能です。詳細は下記をご覧く

ださい。

ラック内のフックでクライオバイアルを固定できる
ため、片手でクライオバイアルを開栓できます。

■ クライオバイアルのキャップにはめて色分け可能
■ 本キャンペーンのみで5色アソートをプレゼント（100個×5色）

フック
802501

Cryo.s™ 凍結保存チューブ用カラーインサート（単品）
製品番号 製品名 材質 滅菌 包装単位 販売単位 ケース価格（税抜） キャンペーン価格（税抜）

304130 キャップインサート (浅型) 凍結保存チューブ用 イエロー

PS × 50個×10袋 500個 ¥5,400 ￥3,780
304131 キャップインサート (浅型) 凍結保存チューブ用 ライトブルー

304132 キャップインサート (浅型) 凍結保存チューブ用 ライトグリーン

304133 キャップインサート (浅型) 凍結保存チューブ用 ピンク

304134 キャップインサート (浅型) 凍結保存チューブ用 ホワイト

30%
OFF



■お願いおよび注意事項
【価格】価格は参考であり、販売店様からの実際の販売価格ではございません。実際の販売価格は、ご注文の際に販売店様にてご確認下さい。記載の価格は 2022 年 7月1日現在
の価格です。予告なしに改定される場合がございますので、ご注文の際にご確認下さい。記載の価格には消費税は含まれておりません。
【使用範囲】記載の商品は全て、「研究用器材・機器」です。人や動物の医療用としては使用しないよう、十分ご注意ください。

株式会社グライナー・ジャパン
〒 107-0052 東京都港区赤坂 2-17-44
TEL 03-3505-8875　FAX 03-3505-8945
URL https://www.gbo.com/ja_JP.html

グライナー・ジャパン取扱店

販売店様へお願い：
本キャンペーンをご利用の際は必ず専用注文書をご利用ください。
勝手なご依頼になりますが、当社社内システムの管理上、専用注文書以外でのご注文時は本キャンペーンは非適用とし、商品発送後のキャンペーン適用へのご変更は
お断りさせて頂きます。ご理解賜ります様よろしくお願いします。

● お客様ご記入欄

お名前

ご勤務先

ご所属

ご住所

TEL

e-mail

●販売店記入欄

販売店名

販売店担当者

支店・営業所

発注番号

TEL

Document Number 202207002

キャンペーン　　　　　専用注文書H0702
FAX 03-3505-8945

キャンペーン期間：2022年7月19日～ 10月31日

製品番号 製品名 / 規格 キャンペーン価格（税抜） ご注文数

126263 Cryo.s™ クライオバイアル 外蓋　丸底自立  ナチュラル　2ml ￥28,420

①

 

添
付
品

J802710 フリーズボックス 10×10本立て (1ml/2mlクライオバイアル用)
＊Cryo.s™バイアル1箱につき、2個プレゼント

＊どちらかご選
択の上、数量
をご記入くだ
さい。J802709 フリーズボックス 9×9本立て (1ml/2mlクライオバイアル用)

＊Cryo.s™バイアル1箱につき、2個プレゼント

②

 

添
付
品

サポートラック40本自立型　クライオバイアル操作用
＊Cryo.s™バイアル1箱につき、1個プレゼント

③

 

添
付
品

 Cryo.s™ クライオバイアル用カラーインサート（5色アソート・500個）
＊Cryo.s™バイアル1箱につき、500個（5色アソート）プレゼント

製品番号 製品名 / 規格 キャンペーン価格（税抜） ご注文数

J802710 フリーズボックス 10×10本立て (1ml/2mlクライオバイアル用) ￥15,000
J802709 フリーズボックス 9×9本立て (1ml/2mlクライオバイアル用) ￥15,750

304130 キャンプインサート　イエロー （500個） ￥3,780

304131 キャンプインサート　ライトブルー （500個） ￥3,780

304132 キャンプインサート　グリーン （500個） ￥3,780

304133 キャンプインサート　ピンク （500個） ￥3,780

304134 キャンプインサート　ホワイト （500個） ￥3,780

Cryo.s™クライオバイアルを購入される方

フリーズボックス・カラーインサートを単品で購入される方
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