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株式会社 ファスマック 遺伝子検査事業部  

〒243-0041 神奈川県厚木市緑ヶ丘 5-1-3  

Tel：046-295-8787 / FAX:046-294-3738  

                                     E-mail：gmo@fasmac.co.jp http://www.fasmac.co.jp 

株式会社ファスマック 宛   FAX ： 046-294-3738 

商品注文書（1/3） 

ご注文日     年   月   日   

ユーザー様のご所属  

ご担当者様名 様 

ご住所 〒 

電話番号/FAX 番号 TEL：                   ／FAX： 

E－mail                       ＠ 

販売店様  

ご担当者様名 様 

ご住所  

電話番号/FAX 番号 TEL：                   ／FAX： 

E－mail                       ＠ 

ご注文数をご記入下さい。           商品発送先に○をして下さい。 ：  ユーザー ・ 販売店 

 

食中毒菌検査用キット     

商品コード 商品名 内容 数量 

KTS-48 
核さんテスト サルモネラ 

48 ウェル（8 ウェル×6 レーン）   

KTS-24 24 ウェル（8 ウェル×3 レーン）   

KTA-48 
核さんテスト 黄色ぶどう球菌 

48 ウェル（8 ウェル×6 レーン）   

KTA-24 24 ウェル（8 ウェル×3 レーン）   

 

 

除菌剤 

  

商品コード 商品名 内容 数量 

KW-301 

シェルコート 

10L   

KW-309 4L  (200ml 空ポンプ 2 本入)   

KW-310 丸ポンプ （200ml×12 本）   

 

 

 

異物同定用試薬   異物同定用プライマーシリーズ 

 

商品コード 商品名 内容 数量 

F111-1K 植物異物同定用プライマーセット 30 反応分 （F-primer、R-primer）   

F112-1K 虫異物同定用プライマーセット 30 反応分 （COI-A, COI-B, 16S の３セット）  
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株式会社 ファスマック 遺伝子検査事業部  

〒243-0041 神奈川県厚木市緑ヶ丘 5-1-3  

Tel：046-295-8787 / FAX:046-294-3738  

                                     E-mail：gmo@fasmac.co.jp http://www.fasmac.co.jp 

株式会社ファスマック 宛   FAX ： 046-294-3738 

商品注文書（2/3） 

ご注文日     年   月   日   

ユーザー様のご所属  

ご担当者様名 様 

ご住所 〒 

電話番号/FAX 番号 TEL：                   ／FAX： 

E－mail                       ＠ 

販売店様  

ご担当者様名 様 

ご住所  

電話番号/FAX 番号 TEL：                   ／FAX： 

E－mail                       ＠ 

ご注文数をご記入下さい。           商品発送先に○をして下さい。 ：  ユーザー ・ 販売店 

 

GenCheck®シリーズ 

商品コード 商品名 内容 数量 

GC001-1N GenCheck® DNA Extraction Reagent 20ml   

GC005-1N GenCheck®Hot-Start PCR Mix（2×） 1.25ml  

GC002-1N GenCheck® DNA Extraction Kit[TypeS/F] 50 回用  

GC006-2N GenCheck® qPCR Probe Master（dUTP） 1ml  

GCK001_F01 GenCheck® あまおう 50 回用  

5-0001 レジオネラ属菌迅速検出キット 24 ウェル（8 ウェル×3 レーン）  

GCK002-1F Listeria monocytogenes 検出キット 25 反応分  

 

ヨーネ菌 DNA 抽出キット   

商品コード 商品名 内容 数量 

D002-N ヨーネスピン ver.2 100 回用   

D011-N ヨーネ・ピュアスピン 100 回用  

D021-N ヨーネ・プライマーセット RL 200 反応分  

 

寄生虫検査用キット   

商品コード 商品名 内容 数量 

391-5210 EasyAmp Kudoa septempunctata Detection Kit 50 反応分   

391-5310 EasyAmp Sarcocystis fayeri Detection Kit 50 反応分  

391-4310 EasyPrep DNA Extraction Reagent※ 15ml  

※本検査キット専用の DNA 抽出試薬 
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http://www.fasmac.co.jp/


 R-806-22 

2020.5.12 

3/3 
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〒243-0041 神奈川県厚木市緑ヶ丘 5-1-3  

Tel：046-295-8787 / FAX:046-294-3738  

                                     E-mail：gmo@fasmac.co.jp http://www.fasmac.co.jp 
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商品注文書（3/3） 

ご注文日     年   月   日   

ユーザー様のご所属  

ご担当者様名 様 

ご住所 〒 

電話番号/FAX 番号 TEL：                   ／FAX： 

E－mail                       ＠ 

販売店様  

ご担当者様名 様 

ご住所  

電話番号/FAX 番号 TEL：                   ／FAX： 

E－mail                       ＠ 

ご注文数をご記入下さい。           商品発送先に○をして下さい。 ：  ユーザー ・ 販売店 

 

DNA 標準プレート RICOH Standard DNA Series 

●通常品管用 

商品コード 商品名 内容 数量 

256751 600G Type001 96welｌプレート   

●新型コロナウイルス用 

商品コード 商品名 内容 数量 

256750-N 

256750-N1A 96welｌプレート  

256750-N2A 96welｌプレート  

256750-N1B 96welｌプレート  

256750-N2B 96welｌプレート  

256750-8N 

256750-8N1A 8 連チューブ  

256750-8N2A 8 連チューブ  

256750-8N1B 8 連チューブ  

256750-8N2B 8 連チューブ  

256750-8N1C 8 連チューブ  

256750-8N2C 8 連チューブ  
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