
チラシ・フライヤーのデザインテンプレート
(A4 210 mm×297 mm )

●水色の枠線……切れてはいけない要素（文字やロゴ等）をいれる範囲
●ピンクの枠線…仕上がりのサイズ
●みどりの枠線…フチなし印刷にする場合、背景を伸ばす範囲

★★★ ＰＤＦに変換して入稿される場合 ★★★
「表示」＞「スライドマスター」画面より

色つきのガイド線を消してから変換してください

25％OFF キャンペーン25％OFF キャンペーン

キャンペーン対象製品の検索はWebページ番号 81415

研究用 www.funakoshi.co.jp

BioVision, Inc.

[メーカー略称：BVN]

期間：
～2020年3月13日対象製品 約12,000点

BioVision社はアポトーシス，代謝，酸化ストレス，生活習慣病，情報伝達などの様々な

研究分野で，皆様のお役に立つ製品 （アッセイキット，抗体，化合物，タンパク質，蛍光

プローブなど） を幅広く取りそろえています。

フナコシは20年に渡って，BioVision社製品の日本国内での販売を行ってきました。

お得なキャンペーン期間中に，BioVision社製品をフナコシにぜひご用命下さい。

BioVision社全製品
20％OFFキャンペーン

BioVision社製品の研究分野・製品の一例

老化細胞を組織化学的に検出

Senescence Detection Kit 
アネキシンVによるアポトーシス検出
Annexin V Apoptosis Detection Kit

BioVision, Inc. [ メーカー略称：BVN ]

#K101-100  (FITC検出，100 assays)
通常価格 キャンペーン価格

1 kit / ¥76,000  → ¥60,800
#K320-250  (250 stainings)      

通常価格 キャンペーン価格

1 kit / ¥68,000  → ¥54,400

ヒドロキシプロリンの定量

Hydroxyproline Assay Kit, Colorimetric

¥73,600
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80146
Webページ番号

#K555-100  (100 assays)         通常価格 キャンペーン価格

1 kit / ¥92,000  → 

コリン／アセチルコリンの定量
Choline / Acetylcholine Quantification Kit 
#K615-100  (100 assays)         通常価格 キャンペーン価格

1 kit / ¥84,000  → ¥67,200

劇

神経科学 （Neuroscience）がん （Cancer）

アポトーシス （Apoptosis）老化 （Aging）
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●みどりの枠線…フチなし印刷にする場合、背景を伸ばす範囲

★★★ ＰＤＦに変換して入稿される場合 ★★★
「表示」＞「スライドマスター」画面より
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販売店
フナコシ株式会社
〒113-0033 東京都文京区本郷2丁目9番7号

https://www.funakoshi.co.jp/   e-mail : info@funakoshi.co.jp

試薬に関して : TEL 03-5684-1620  FAX 03-5684-1775
e-mail : reagent@funakoshi.co.jp

BVN-6730 （2019.12）

NOTE ※ 仕様は改善のため，予告なく変更することがあります。

※ #以下の英数字は商品コードを示します。

※ 表示価格には消費税等は含まれていません。また価格は予告なく変更される場合がありますので，

あらかじめご了承下さい。

※ 記載されている会社及び商品名は，BioVision社の商標または登録商標です。

※ ご注文の際は，【品名，メーカー(BVN)，商品コード，包装，数量】をお知らせ下さい。

※ 本紙に掲載されている価格は，2019年12月16日現在です。

※ 本紙に掲載されている製品はすべて研究用です。医薬品，診断用医薬品，食品，食品検査

等の用途には使用できません。

※ 印の製品は，「毒物及び劇物取締法」に基づく医薬用外劇物です。法規制に従って，

保管，廃棄等して下さい。

※ -80℃ 印は，-80℃での保存を要する製品です。ドライアイス包装で配送していますが，

製品到着後，直ちに-80℃のフリーザー等に保存して下さい。

@Funakoshi_CoLtdTwitter

キャンペーン期間：～2020年3月13日
全製品20％OFF BioVision, Inc. [ メーカー略称：BVN ]

グルタチオン（酸化・還元型・総量）の定量
Glutathione (GSH, GSSG and Total) Assay Kit

総抗酸化能の定量

Total Antioxidant Capacity Assay Kit 
#K274-100  (100 assays)         通常価格 キャンペーン価格

1 kit / ¥82,000  → ¥65,600
#K264-100  (100 assays)         通常価格 キャンペーン価格

1 kit / ¥96,000  → ¥76,800

グリコーゲンの定量

Glycogen Assay Kit, Colorimetric / Fluorometric

¥73,600
#K646-100 (100 assays) 通常価格 キャンペーン価格

1 kit / ¥92,000  → 

HDL取り込みの定量

HDL Uptake Assay Kit, Fluorometric

#K586-100  (100 assays) 通常価格 キャンペーン価格

1 kit / ¥144,000  → ¥115,200

細胞内NOSの定量
EZCell Intracellular NOS Detection Kit

¥45,600
#K207-100  (100 assays) 通常価格 キャンペーン価格

1 kit / ¥57,000  → 

HDAC総活性の定量

HDAC Activity Assay Kit, Colorimetric

#K331-100  (100 assays)        通常価格 キャンペーン価格

-80℃ 1 kit / ¥72,000  → ¥57,600

劇

劇
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BioVision社

BioVision社製品の研究分野・製品の一例 ※ 掲載品の他にも，幅広い研究分野の製品の取り扱いがあります。
キャンペーン対象製品は，フナコシWeb （ページ番号：81415）で検索して下さい。

フェロトーシス （Ferroptosis） 酸化ストレス （Oxidative Stress）
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エピジェネティクス （Epigenetics）心疾患 （Cardiovascular）

脂質代謝 （Lipid Metabolism）糖代謝 （Sugar Metabolism）
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