
病理細胞診用
消耗品カタログ 2018-2019
• 凍結切片作製・検体受付
• 切り出し
• 前処理・脱水・脱脂

• パラフィン浸透
• 薄切
• 染色関連製品



凍結切片作製関連製品

製品番号 品名 包装 価格

6502B Neg50　ブルー 118 mL × 2本 ¥6,900

6502G Neg50　グリーン 118 mL × 2本 ¥6,700

6502JP Neg50　透明 118 mL × 2本 ¥6,300

6502O Neg50　オレンジ 118 mL × 2本 ¥6,700

6502P Neg50　ピンク 118 mL × 2本 ¥7,500

6502Y Neg50　イエロー 118 mL × 2本 ¥6,700

6506JP Neg50　透明 118 mL × 6本 ¥16,800

6506M Neg50　マルチパック※ 118 mL × 1本 × 6色 ¥19,800

製品番号 品名 包装 価格

9990426 クリオクロムコンパウンド　4色※
120 mL × 1本 × 4色 ¥13,400

9990422 クリオクロムコンパウンド　ブルー 120 mL × 4本 ¥13,400

9990423 クリオクロムコンパウンド　イエロー 120 mL × 4本 ¥13,400

9990428 クリオクロムコンパウンド　グリーン 120 mL × 4本 ¥13,400

9990429 クリオクロムコンパウンド　ピンク 120 mL × 4本 ¥13,400

製品番号 品名 包装 価格

6769006 クリオマトリックス 120 mL × 4本 ¥9,900

• 包埋剤Neg-50を使用すると、試料温度が－50℃まで対応可能
• 脂肪組織の薄切に適切

• クリオマトリックスと同じ物性を持ち、同じ用途に使用可能
• 凍結切片を色付けして、容易に識別やトラッキングが可能

• 凍結切片作製の際、組織の支持に用いる優れたコンパウンド
• スペシメンホルダーと強固に結合し、組織をしっかり固定
• 急速に凍結し、滑らかに切り出すことができ、水に完全に溶けて残留物無し

※マルチパックは、ブルー、グリーン、オレンジ、ピンク、イエロー、透明の6色入り

※ブルー、グリーン、オレンジ、ピンクの4色入り

凍結用包埋剤Neg-50TM

クリオクロムTM

クリオマトリックスTM
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製品番号 品名 包装 価格

1310 M1 エンベディング マトリックス 180 mL × 1本 ¥6,500

製品番号 品名 包装 価格

B1001200BL ブルー 10枚入 ¥20,400

B1001200GR グリーン 10枚入 ¥20,400

B1001200GY グレー 10枚入 ¥20,400

B1001200WH ホワイト 10枚入 ¥20,400

B1001200YW イエロー 10枚入 ¥20,400

製品番号 品名 包装 価格

S8323 サイトクールⅡ 325 mL × 1本 ¥2,000

8323 サイトクールⅡ 325 mL × 12本 ¥21,400

製品番号 品名 包装 価格

E44 スライドホルダー20枚用 1冊入 ¥2,400

E45 スライドホルダー24枚用 1冊入 ¥2,500

1606 スライドホルダー30枚用 1冊入 ¥6,000

• 凍結組織用の水溶性包埋マトリックス
• 至適温度は－12～－13℃
• 特に眼や中枢神経系など水分含量の多い検体に適切

• 76 × 26 mmスライドを色で識別保存、透明カバー付き（20枚用）

• 凍結切片作製時、組織標本を瞬時に凍結させる不燃性スプレー
• ミクロトームで薄切困難な組織の固化にも使用可能
• オゾン層破壊物質とされるクロロフルオロカーボン（CFC）は非含有
• 引き金を引く力の調節で簡単にスプレー量を調節でき、過度の試料冷却を防止

• 76 × 26 mmスライドを保存するための、丈夫な厚紙のホルダー
• 20枚用、24枚用、30枚用のバリエーション

M1 エンベディング マトリックス

プラスチックスライドホルダー

サイトクールTM Ⅱ クリオスタット用凍結スプレー

スライドホルダー

フロストスライド
製品番号 品名 包装 価格

6776104 グラウンドエッジ45° 厚さ0.8 ～ 1.0 mm 1000／箱 ¥30,000

カラーフロストTM プラススライド
製品番号 品名 包装 価格

6776214 ホワイト 144／箱 ¥14,000

9991001 ブルー 100／箱 ¥9,100

9991002 イエロー 100／箱 ¥9,100

9991003 グリーン 100／箱 ¥9,100

9991004 ピンク 100／箱 ¥9,100

• 76 × 26 mmの標準サイズ

• 正電荷を持つスライドが細胞接着性を向上
• 特別な接着コーティングやプロテインコーティングが不要

スライドガラス
両面フロスト加工
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ティッシュマーキングダイ

ヒストジェルTM

• 2色展開（ブルー、耐酸性ホワイト）。ブルーバイオプシーバッグは、組織の視認性が改善され、
優れた液通りを実現

• 小さい標本の紛失を低減
• スポンジに比べ、試薬の持ち越しを低減
• スモール 31 × 43 mm

• ミディアム 45 × 65 mm

バイオプシーバッグ

製品番号 品名 包装 価格

3120123
ティッシュマーキングダイ キット
ブルー、ブラック、イエロー、レッド、グリーン、
アプリケータスティック50本、ストレージベース

56 mL × 1本 × 5色 ¥35,400

3120124 ブルー ティッシュマーキングダイ 56 mL ¥8,600

3120125 ブラック ティッシュマーキングダイ 56 mL ¥8,600

3120126 イエロー ティッシュマーキングダイ 56 mL ¥8,600

3120127 レッド ティッシュマーキングダイ 56 mL ¥8,600

3120128 グリーン ティッシュマーキングダイ 56 mL ¥8,600

• 切除摘出された試料の切り出しを正確に行うためのマーカー
• 色素の特殊な結合により、組織を均一にコートし、組織表面への浸透はなし
• 一般的な組織染色剤と色調が異なり、診断に影響なし
• 速やかに乾燥し、簡単に使用できるため、凍結切片の切り出しが迅速化

• 穿刺吸引検体、尿検体、非婦人科検体などセルブロックの作製に有用
• ヒドロキシエチルアガロースを使用
• 細胞がジェルに付着しやすい

耐酸性ホワイト
製品番号 品名 包装 価格

6774051 スモール 250／箱 ¥11,700

6774050 ミディアム 250／箱 ¥20,100

ブルー
製品番号 品名 包装 価格

6774014 スモール 200／箱 ¥6,500

6774012 ミディアム 200／箱 ¥9,100

製品番号 品名 包装 価格

HG-4000-012 ヒストジェル バイアル 10 mL × 12本 ¥16,100

HG-4000-144 ヒストジェル バイアル 10 mL × 144本 ¥160,500

※機器については別途お問い合わせください。

検体受付、切り出し、前処理関連製品
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包埋カセット
製品番号
75個×10チューブ

製品番号
500個

品名 価格
75個×10チューブ

価格
500個

B1000732AQ B1003500AQ アクア ¥14,000 ¥9,500

B1000732BL B1003500BL ブルー ¥14,000 ¥9,500

B1000732GR B1003500GR グリーン ¥14,000 ¥9,500

B1000732GY B1003500GY グレー ¥14,000 ¥9,500

B1000732LI B1003500LI ライラック ¥14,000 ¥9,500

B1000732OR B1003500OR オレンジ ¥14,000 ¥9,500

B1000732PK B1003500PK ピンク ¥14,000 ¥9,500

B1000732TN B1003500TN タン ¥14,000 ¥9,500

B1000732WH B1003500WH ホワイト ¥14,000 ¥9,500

B1000732YW B1003500YW イエロー ¥14,000 ¥9,500

ヒストスクリーンTM カセット
製品番号
75個×10チューブ

製品番号
1000個

品名 価格

C-750-AQ C-1000-AQ アクア ¥50,000

C-750-BL C-1000-BL ブルー ¥50,000

C-750-GR C-1000-GR グリーン ¥50,000

C-750-GY C-1000-GY グレー ¥50,000

C-750-LI C-1000-LI ライラック ¥50,000

C-750-OR C-1000-OR オレンジ ¥50,000

C-750-PK C-1000-PK ピンク ¥50,000

C-750-TN C-1000-TN タン ¥50,000

C-750-WH C-1000-WH ホワイト ¥50,000

C-750-YL C-1000-YL イエロー ¥50,000

ティッシュロックTM ティッシュ カセット
製品番号
1000個

品名 価格

58962 アクア ¥26,400

58955 ブルー ¥26,400

58957 グリーン ¥26,400

58961 グレー ¥26,400

58964 ライラック ¥26,400

58960 オレンジ ¥26,400

58958 ピンク ¥26,400

58959 タン ¥26,400

58954 ホワイト ¥26,400

58956 イエロー ¥26,400

カセット

カセットII フタ付き
製品番号
75個×10チューブ

品名 価格

B1000729AQ アクア ¥15,000

B1000729BL ブルー ¥15,000

B1000729GR グリーン ¥15,000

B1000729GY グレー ¥15,000

B1000729LI ライラック ¥15,000

B1000729OR オレンジ ¥15,000

B1000729PK ピンク ¥15,000

B1000729TN タン ¥15,000

B1000729WH ホワイト ¥15,000

B1000729YW イエロー ¥15,000

ティッシュロックTM バイプシー カセット
製品番号
500個

品名 価格

58925 アクア ¥11,800

58931 ブルー ¥11,800

58932 グリーン ¥11,800

58935 グレー ¥11,800

58926 ライラック ¥11,800

58934 オレンジ ¥11,800

58928 ピンク ¥11,800

58929 タン ¥11,800

58930 ホワイト ¥11,800

58933 イエロー ¥11,800

製品番号 品名 包装 価格

1001003 カセットフタ（ステンレス） 25／包 ¥12,900

包埋カセット用フタ
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脱水・脱脂、パラフィン浸透、
薄切、染色関連製品

ハイプロファイル　HP35TM （PTFEコーティング）
製品番号 寸法（長さ×幅×厚み） 包装 価格

3150734J 75 × 14 × 0.31 mm　刃角度34° 50枚入 ¥9,000

医療機器製造販売届出番号 21B2X00002000002

ミクロトーム替刃

製品番号 品名 包装 価格

6401015 ベースモールド　10 × 10 × 5 mm 10／包 ¥15,000

6401016 ベースモールド　24 × 24 × 5 mm 10／包 ¥15,000

6401017 ベースモールド　24 × 30 × 9 mm 10／包 ¥15,000

6401018 ベースモールド　24 × 37 × 9 mm 10／包 ¥15,000

製品番号 品名 包装 価格

41740 ベースモールド　7 × 7 × 5 mm 125／箱 × 4包 ¥32,100

41741 ベースモールド　15 × 15 × 5 mm 125／箱 × 4包 ¥32,100

41742 ベースモールド　24 × 24 × 5 mm 125／箱 × 4包 ¥32,100

41743 ベースモールド　30 × 24 × 5 mm 125／箱 × 4包 ¥32,100

41744 ベースモールド　37 × 24 × 5 mm 125／箱 × 4包 ¥32,100

• ステンレス製
• 高品質で丈夫なモールド
• ほとんどのカセットに使用可能
• 優れた熱伝導
• 角は丸みを帯びており、ケガの危険性を
低減

• 固い透明プラスチック製で、迅速な
パラフィン硬化を促進

ステンレス ベースモールド プラスチック ベースモールド

ロープロファイル　MX35 ウルトラTM

製品番号 寸法（長さ×幅×厚み） 包装 価格

3053835J 80 × 8 × 0.25 mm　刃角度34° 50枚入 ¥9,000

ハイプロファイル　HP35 ウルトラTM

製品番号 寸法（長さ×幅×厚み） 包装 価格

3153735J 75 × 14 × 0.31 mm　刃角度34° 50枚入 ¥11,000

ロープロファイル　MX35 プレミアプラスTM

製品番号 寸法（長さ×幅×厚み） 包装 価格

3052835J 80 × 8 × 0.25 mm　刃角度34° 50枚入 ¥7,800

• 最新の特殊プラズマイオン刃先処理に
より、ミクロトーム替刃の刃先を硬化

• 従来の替刃よりも耐久性があり、連続
切片作製にも効果的

• 硬組織や繊維組織などの薄切に適切

• 最新の特殊プラズマイオン刃先処理に
より、ミクロトーム替刃の刃先を硬化

• 従来の替刃よりも耐久性があり、連続
切片作製にも効果的

• 凍結切片の薄切に適切

• MX35 プレミアの改良タイプで、より
鋭い切れ味と耐久性を持つ替刃

• 刃先の仕様はMX35 プレミアプラスと
同様

• 凍結切片の薄切に適切
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• スティニングアセンブリは、スティニングラック（スライドラック）、スティニングディッシュ（染色槽）、
スティニングディッシュカバー（染色槽フタ）のセット。それぞれ単品でも販売

• スティニングラックはハンドル付きのステンレス製スライドラックで、収容できるスライドの
サイズは最大75 × 50 mm

• スティニングディッシュは、ガラスまたはステンレス製の染色槽
• スティニングディッシュカバーは、スティニングディッシュ用のステンレス製のフタ

スティニングアセンブリ

※ガラス製スティニングディッシュ（102、122、131）をオートクレーブにかけることはできません。

製品番号 品名 包装 価格

S2300 パラペル 118 mL × 1本 ¥2,000

2300AP パラペル 118 mL × 6本 ¥11,000

製品番号 品名 包装 価格

6774006 ヒストプラスト 2.5 kg／箱入 ¥4,100

6774060 ヒストプラスト 10 kg／袋入 ¥14,000

• 薄切後のパラフィン屑や装置に付着
したパラフィンを取り除くのに適切

• 使用しやすい霧吹きタイプ

• 組織親和性に優れ、短時間で均一な
パラフィン浸透が可能

• 高分子ポリマー非含有
• 組織切片の損傷や変形を生じない
低融点（56～57℃）

• 粒状成形で、融解しやすく取り扱いが
容易

パラペルTM ヒストプラストTM

製品番号 品名 包装 価格

S6901 クリアライト 3 3.8 L × 1本 ¥5,500

6901JP クリアライト 3 3.8 L × 4本 ¥19,800

製品番号 品名 包装 価格

7231JP ヘマトキシリン 2 473 mL × 4本 ¥13,000

製品番号 品名 包装 価格

7111 エオジン-Y 473 mL × 4本 ¥8,500

製品番号 品名 包装 価格

7511JP サイトステイン 473 mL × 4本 ¥8,200

• 包埋処理での脱脂、染色工程の脱パラ
フィンや透徹に使用可能

• 包埋装置や自動染色装置で使用可能
• 毒性の高いベンゼン環を含まない構造
• 封入後、素早く乾燥

• 核と細胞質のコントラストが鮮明
• 赤とピンクの色合いによって、筋繊維、赤血球、結合
組織を区別

• 徹底した品質保証により、製品の一貫性と長寿命を実現

• 酸化水銀を含まず、表面の金属光沢なし凍結切片の
染色に適切

• 使用前のろ過は不要
• 分別の必要なし。バックグラウンド染色を除去する時は
クラリフィアー 2を使用

• 独自に考案された細胞質染色手順に
より従来型のパパニコロウ染色と似た
染色結果を実現

• 婦人科全般、非婦人科手順にも使用可
• 染色時間を短縮

クリアライトTM 
3

エオジン-Yヘマトキシリン 2

サイトステインTM

スティニング
アセンブリ スティニングラック スティニングディッシュ スティニング

ディッシュカバー
製品
番号 価格 製品

番号 スライド収容数 価格 製品
番号 材質 内寸(W×D×H) 容量 価格 製品

番号 価格

100 ¥23,600 109 19枚 ¥14,000 102 ガラス※ 90 × 70 × 65 mm 250 mL ¥9,100 101 ¥5,400

110 ¥30,000 113 30枚 ¥17,200 112 ステンレス 110 × 85 × 75 mm 350 mL ¥16,100 111 ¥7,500

121 ¥27,900 113 30枚 ¥17,200 122 ガラス※ 110 × 92 × 67 mm 350 mL ¥10,700 123 ¥7,500

117 ¥37,500 120 60枚 ¥19,300 119 ステンレス 202 × 85 × 75 mm 750 mL ¥21,400 118 ¥5,400

130 ¥32,100 120 60枚 ¥19,300 131 ガラス※ 202 × 112 × 72 mm 750 mL ¥10,700 132 ¥5,400
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製品番号 品名 包装 価格

9990412 イムマウント 20 mL × 6本 ¥14,000

• 水性で、免疫染色などに使用可能
• 高い試料吸着性を示す低粘度の非蛍光メディウム
• 退色しにくく、重合が迅速で、処理後のスライドの扱いが簡単
• 屈折率 1.495±0.002（液体）、1.586±0.002（乾燥時）
• 粘度 低（120～160 cps、24℃時）
• pH 8.0～8.8（21～24℃時）

• 代替キシレン「クリアライト3」と相性のよい封入剤
• 屈折率 1.489

• 多くの洗浄剤と混合可能
• 自動封入機に適切な粘性（95～130 cps)

• 透明で黄変や分解などの経時変化が少ない
• 乾燥が早いキシレンベース
• 長期保存しても褪色しない

イムマウントTM

クリアビューTM 用XY封入剤

製品番号 品名 包装 価格

5701AP 10% 中性緩衝ホルマリン 3.8 L × 4 ¥4,400

5705AP 10% 中性緩衝ホルマリン 18.9 L ¥5,300

製品番号 品名 包装 価格

TA-006-FM パーマ フロー 6 mL × 1本 ¥5,000

TA-030-FM パーマ フロー 30 mL × 1本 ¥12,000

• リン酸緩衝液を用いてpH 6.8～7.2 に安定化
• 厳格な品質管理により、10%ホルマリン濃縮を保証
• 凍結温度でも安定

10% 中性緩衝ホルマリン

• FITCを用いた蛍光染色スライドに適切な
水溶性封入剤

• FITCの蛍光強度を高め、退色を防止する効果あり
• pH ： 8.0～9.0（21～24℃時）

製品番号 品名 包装 価格

4212 クリアビュー用XY封入剤 (キシレンベース) 500 mL × 2本 ¥21,400

パーマ フロー

サーモフィッシャーサイエンティフィック株式会社

Tel 0120-753-670　Fax 0120-753-671

www.thermofisher.com
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