
海外提携先各社で調製された、ヒト・アニマル由来の各種生体試料をご提供致し

ます。ヒト由来の組織・体液は、 HIV・HBV・HCVの陰性確認済みで、かつ、

研究目的での検体使用にご同意くださったドナー様からご提供いただいておりま

す。健常者だけでなく、各種疾患患者由来のサンプル提供が可能です。豊富な

メーカー在庫から検体をご選択いただくことはもちろん、お客様の研究目的に応

じた条件に従って検体の調製を行う新規収集にも積極的に取り組んでおります。

研究用試薬

BioIVT 社
BioIVT社（アメリカ、ウェストベリー）は世界11か所に拠点を有し、ライフサイエンス

や創薬研究に適した高品質なヒト由来生体試料を提供しています。健常者の血液・尿検体

の収集は、主に米国の採材拠点で行っていますが、英国の採材拠点では現地に居住する日

本人由来の血液や尿の収集にも対応しており、様々なニーズにお応えします。

ProteoGenex (PG)社
PG社（アメリカ、ロサンゼルス）は2003年に設立され、ロシア連邦モスクワの研究所で

収集、調製されたヒト組織由来製品をアメリカより全世界に提供しています。特に各種疾

患患者の血液製品（血漿、血清）の収集力に優れ、臨床データも豊富です。

BIOPREDIC International (BPI)社
BPI社（フランス、レンヌ）はINSERM（フランス国立衛生研究所）のライセンスに基づ

いた組織・細胞・細胞分画製品の調製・提供を目的に1993年に設立されました。薬剤の

代謝・安全性研究に必要な試薬の調製において豊富な経験を有しております。

特徴

特徴

・豊富な在庫
組織・体液

・新規調製対応
血液・尿

特徴

【アメリカ】

【フランス】

ヒト生体試料ご提供
組織・血液・尿・体液等
検体カスタム調製サービス

【アメリカ】

・脳 ・肺 ・皮膚

・肝臓 ・胃 ・膵臓

・腎臓 ・小腸 ・骨格筋

・卵巣 ・心臓 ほか

組織 (例) 体液 (例)

・血液

・尿

・脳脊髄液(CSF)

・腸液 ほか

疾患 (例)

・各種癌 ・高血圧 ・糖尿病

・高脂血症 ・リウマチ ・変形性関節炎

・アルツハイマー病 ・パーキンソン病

・自己免疫疾患 ほか

入手例

国内在庫：2-3営業日～
血漿・血清・凍結全血・尿・脳脊髄液 等

新規調製：1.5か月～
ドナー条件指定：年齢・性別・人種・健常/疾患

採材条件指定：部位・状態・PMI

調製条件指定：新鮮凍結・固定済み湿標本 等

メーカー在庫：1-2か月程度
組織：FF・FFPE・OCT・Total RNA

血液関連：血漿・血清・血球細胞 等

納期目安
★ ヒト由来製品のご注文の際には、弊社規定

により、「ヒト組織由来研究用試薬提供に

ついての同意書」をご提出いただきます。

ご希望内容に応じて、最適な供給元の検体をご紹介致します。

・新規調製対応
新鮮全血
新鮮皮膚

・豊富な在庫
組織・血液
（健常、疾患）
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疾患名 価格例

頭頸部がん ¥33,000

非小細胞肺がん ¥33,000

乳がん ¥33,000

肝臓がん ¥51,000

胆管がん ¥44,000

大腸がん ¥31,000

膵臓がん ¥40,000

前立腺がん ¥31,000

卵巣がん ¥33,000

メラノーマ ¥40,000

疾患名 価格例

パーキンソン病 ¥40,000

脳卒中 ¥33,000

多発性硬化症 ¥35,000

全身性エリテマトーデス ¥40,000

リウマチ ¥33,000

アトピー性皮膚炎 ¥33,000

乾癬 ¥35,000

気管支喘息 ¥33,000

クローン病 ¥33,000

妊婦 ¥31,000

膵臓がん患者血清のドナー情報例

アルツハイマー患者血漿のドナー情報例

Sample 

ID
Specimen type

Date of 

collection
Sex Age Ethnicity

Height, 

cm
Weight, kg BMI Patient Diagnosis Date of surgery

12679S serum 2018/9/25 F 66 Caucasian 163 79 29.7 pancreatic cancer 2014/10/28

Location 
Histological 

diagnosis
Grade TNM Stage

CEA, 

ng/mL

CA19-9, 

U/mL

Date of 

analysis

Family 

history 
Smoking history Medical history

pancreas adenocarcinoma G2 T3N1M0 IIB N/A 166 2014/7/8 no
45 years 0.5 

pack/day
CAD, hypertension 

Sample 

ID
Specimen type

Date of blood 

draw
Sex Age Ethnicity Height, cm

Weight, 

kg
BMI

Patient

Diagnosis
Date of diagnosis

AG322P K3EDTA plasma 2018/7/2 F 56 Caucasian 161 72 27.8
Alzheimer's 

disease
2011

Symptoms Diagnostic tests MMSE Stage Treatment Smoking history Medical history

personality changes CT 6 severe dementia cerebrolysin, tacrine no CAD

健常者血清 価格例

20mL ¥15,000

50mL ¥35,000

100mL ¥65,000

健常者血漿 価格例

20mL ¥12,000

50mL ¥30,000

100mL ¥55,000

非がん疾患患者（等）検体例がん患者検体例

国内在庫品

 上記疾患患者検体例は包装容量1mLの血清または血漿のメーカー在庫情報です。

 メーカー取り寄せ品は、海外輸送費として別途50,000円/回を申し受けます。

 上記価格は2022年5月現在の情報です。価格は予告なく変更になる場合がございます。

HIV, HBV, HCV, (Sypilis) 陰性確認済み研究用試薬

血液検体取り扱い製品例

 １回のご注文総額が40,000円未満の場合

には、配送料として別途3,000円/回を申

し受けます。


