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オプション
○FAVORGEN社のキットは、カラム・バッファー単品の購入が可能
○余ったバッファーを有効活用できます� �

核酸抽出・精製用カラム
シリカメンブレンカラム 
■ プラスミド DNA 精製

品　　名 型　番 回　数 価　格 内　容
Plasmid	DNA	Extraction	mini	Column
・プラスミドDNA精製用ミニカラム※1
・2.0ml��コレクションチューブ�

FAPDE-C50 50 ¥5,300 各50個入

FAPDE-C100 100 ¥8,900 各100個入
※1�プロトコール表記名：FAPD�Column�/�SDE�Mini�Column

■ GEL/PCR クリーンアップ
品　　名 型　番 回　数 価　格 内　容

GEL/PCR	Purification	Column
・GEL/PCR�クリーンアップ用ミニカラム※2
・2.0ml��コレクションチューブ�

FAGCK-C50 50 ¥4,200 各50個入

FAGCK-C100 100 ¥7,500 各100個入
※2�プロトコール表記名：FADF�Column�/�FAGP�Column�/�FAPC�Column

■ GEL/PCR クリーンアップ ( 低溶出量 )
品　　名 型　番 回　数 価　格 内　容

MicroElute	GEL/PCR	Clean-Up	Column
・GEL/PCR�クリーンアップ用マイクロカラム※3
・2.0ml��コレクションチューブ

FAMGC-C50 50 ¥7,700 各50個入

※3�プロトコール表記名：MF�Column�/�MG�Column�/�MP�Column

■ ゲノム DNA 精製
品　　名 型　番 回　数 価　格 内　容

Genomic	DNA	Extraction	Column
・ゲノムDNA精製用ミニカラム※4�
・2.0ml��コレクションチューブ

FABGC-C50 50 ¥8,300 各50個入

Plant	Genomic	DNA	Extraction	Mini	Column	Set
・ゲノムDNA精製用ミニカラム※4
・フィルターカラム�
・2.0ml��コレクションチューブ

FAPGK-C50 50 ¥10,500

ミニカラム・
フィルターカラム

各50個
チューブ
100個入

※4�プロトコール表記名：FABG�Mini�Column�/�FATG�Mini�Column�/�FAPG�Mini�Column�/�GC�Column

■ トータル RNA 精製
品　　名 型　番 回　数 価　格 内　容

Total	RNA	Extraction	Column
・トータルRNA精製用ミニカラム※5
・2.0ml��コレクションチューブ�

FARBC-C50 50 ¥9,900 各50個入

Plant	Total	RNA	Purification	Mini	Column	Set
・トータルRNA精製用ミニカラム※5
・フィルターカラム�
・2.0ml��コレクションチューブ

FAPRK-C50 50 ¥10,500

ミニカラム・
フィルターカラム

各50個
チューブ
100個入

※5�プロトコール表記名：FARB�Mini�Column

■ PP 製 植物・組織片除去用フィルター ※フィルター素材：PP
品　　名 型　番 回　数 価　格 内　容

Filter	Column
・フィルターカラム�
・2.0ml��コレクションチューブ

FAFTC-C50 50 ¥5,000 各50個入

■ コレクションチューブ
品　　名 型　番 回　数 価　格 内　容

2.0ml	Collection	Tube
・2.0ml��コレクションチューブ

CT	020-100 100 ¥3,500 100個入

陰イオン交換樹脂カラム 
■ プラスミド DNA 精製

品　　名 型　番 回　数 価　格 内　容
Plasmid	DNA	Extraction	Midi	Column
・プラスミドDNA精製用ミディカラム※6

FAPDE-C-M 5 ¥4,000 5個入

Plasmid	DNA	Extraction	Maxi	Column
・プラスミドDNA精製用マキシカラム※7

FAPDE-C-L 5 ¥10,500 5個入

※6�プロトコール表記名：PM�Midi�Column
※7�プロトコール表記名：PM�Maxi�Column

 二つを装着して使用➡
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核酸抽出用バッファー
■ プラスミド DNA 精製用バッファー

品　　名 型　番 価　格
FAPD1	Buffer	90ml 　　BF-FAPD1-90 ¥4,400
FAPD2	Buffer	90ml	 　　BF-FAPD2-90 ¥4,400
FAPD3	Buffer	120ml	 　　BF-FAPD3-120 ¥7,200
PM1	Buffer	215ml 　　BF-PM1-215 ¥9,400
PM2	Buffer	215ml 　　BF-PM2-215 ¥9,400
PM3	Buffer	215ml 　　BF-PM3-215 ¥9,400
PEQ	Buffer	270ml 　　BF-PEQ-270 ¥5,300
PEL	Buffer	215ml 　　BF-PEL-215 ¥5,000
PW	Buffer	270ml 　　BF-PW-270 ¥5,300
WF	Buffer	(concentrated)	98ml 　　BF-WF-98 ¥6,100
Wash	Buffer	(concentrated)	50ml 　　BF-WASH-50 ¥5,000
PTR	Buffer	55ml 　　BF-PTR-55 ¥20,800
Elution	Buffer	35ml	 　　BF-ELUT-35 ¥4,400
RNase	A	(lyophilized)	9mg 　　BF-RNAS-9mg ¥4,600
RNase	A	(lyophilized)	21.5mg 　　BF-RNAS-21.5mg ¥9,400

■ GEL/PCR クリーンアップ用バッファー
品　　名 型　番 価　格

FADF	Buffer	240ml 　　BF-DF-240 ¥7,200
FAPC	Buffer	110ml 　　BF-PC-110 ¥9,900
FAGP	Buffer	200ml 　　BF-GP-200 ¥18,000
MF	Buffer	115ml 　　BF-MF-115 ¥10,500
MP	Buffer	115ml 　　BF-MP-115 ¥13,200
MG	Buffer	260ml 　　BF-MG-260 ¥15,600
GC	Buffer	120ml 　　BF-GC-120 ¥9,900
Wash	Buffer	(concentrated)	50ml 　　BF-WASH-50 ¥5,000
Elution	Buffer	35ml	 　　BF-ELUT-35 ¥4,400

■ ゲノム DNA 精製用バッファー
品　　名 型　番 価　格

FABG	Buffer	30ml 　　BF-FABG-30 ¥3,900
FABG	Buffer	300ml 　　BF-FABG-300 ¥21,800
FATG1	Buffer	30ml 　　BF-TG1-30 ¥3,900
FATG2	Buffer	30ml 　　BF-TG2-30 ¥3,900
FAPG1	Buffer	50ml 　　BF-FAPG1-50 ¥7,900
FAPG2	Buffer	15ml 　　BF-FAPG2-15 ¥4,200
FAPG3	Buffer	(concentrated)	30ml 　　BF-FAPG3-30 ¥6,500
SDE1	Buffer	40ml 　　BF-FASDE1-40 ¥7,700
SDE2	Buffer	15ml 　　BF-FASDE2-15 ¥2,300
SDE3	Buffer	15m 　　BF-FASDE3-15 ¥2,100
SDE4	Buffer	25m 　　BF-FASDE4-25 ¥3,300
W1	Buffer	(concentrated)	124ml 　　BF-W1-124 ¥7,700
Wash	Buffer	(concentrated)	50ml 　　BF-WASH-50 ¥5,000
Elution	Buffer	35ml	 　　BF-ELUT-35 ¥4,400
RNase	A	(lyophilized)	43mg 　　BF-RNAS-43mg ¥16,500

■ トータル RNA 精製用バッファー
品　　名 型　番 価　格

RL	Buffer	240ml 　　BF-RL-240 ¥6,100
FARB	Buffer	130ml 　　BF-FARB-130 ¥12,100
FAPRB	Buffer	60ml 　　BF-FAPRB-60 ¥8,600
VNE	Buffer	200ml 　　BF-VNE-200 ¥24,200
Wash	Buffer	1	170ml 　　BF-RNA-WASH1-170 ¥16,500
Wash	Buffer	2	(concentrated)		50ml 　　BF-RNA-WASH2-50 ¥7,700
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