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BioLamina 社 Laminin 製品一部販売終了及び供給形態変更のご連絡 

 

 

 

拝啓 時下ますますご清栄のこととお喜び申し上げます。 

平素は、弊社の製品をご愛顧頂きましてまことに有難うございます。 
この度、BioLamina 社の Laminin につきましては 2019 年１月から下記の通りお届けするラインナップの変更がございますので連絡

申し上げます。 

 

[ 記 ] 

 

1. 変更日  2019 年 1 月 4 日以降 

2. 変更内容 

① 現在 100 ug (商品コード 末尾 -02)の他に 1 mg（同 末尾 -03）, 500 ug (同 末尾 -05)など複数種類がございますが、

今後は一部を除き原則 100 ug の容量のみの供給となります。詳細は添付対照表をご参照下さい。 

② LAMscreen につきまして従来は 20 ug 容量の Laminin 8 種類を組み合わせた形態でお届けしておりますが、新たな形態

として 100 ug の製品をご注文の際に４種類ご選択頂く形となります。詳細は別途改めて報告申し上げます。 

3. 供給について 

販売中止となる製品に関しましては在庫限りの販売とさせて頂きます。 

 

 

お客様には大変ご迷惑をお掛け致しますが、何卒ご了解賜ります様お願い申し上げます。なお、ご不明な点がありましたら弊社営

業担当までお問合せ下さい。 

敬具 
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【製品一覧表】 

 

商品コード 商品名 梱包単位 供給の有無及び希望小売価格 

現行(2018 年） 2019 年 1/1～3/31 (*1) 

BLA-KT202 LAMscreen kit ¥25,000 販売終了 

BLA-LNKT-0201 LAMscreen 400 ug 

(100 ug X 4) 

未発売 (*2) 

BLA-LN111-02 Human recombinant laminin 111 100 ug ¥21,000 変更なし 

BLA-LN111-0501 Human recombinant laminin 111 500 ug ¥74,000 変更なし 

BLA-LN111-03 Human recombinant laminin 111 1 mg ¥143,000 --- (販売終了) 

BLA-LN211-02 Human recombinant laminin 211 100 ug ¥21,000 変更なし 

BLA-LN211-03 Human recombinant laminin 211 1 mg ¥143,000 --- (販売終了) 

BLA-LN221-02 Human recombinant laminin 221 100 ug ¥21,000 変更なし 

BLA-LN221-03 Human recombinant laminin 221 1 mg ¥143,000 --- (販売終了) 

BLA-LN332-0202 Human recombinant laminin 332 100 ug ¥21,000 変更なし 

BLA-LN411-02 Human recombinant laminin 411 100 ug ¥21,000 変更なし 

BLA-LN411-03 Human recombinant laminin 411 1 mg ¥143,000 --- (販売終了) 

BLA-LN421-02 Human recombinant laminin 421 100 ug ¥21,000 変更なし 

BLA-LN421-03 Human recombinant laminin 421 1 mg ¥143,000 --- (販売終了) 

BLA-LN511-02 Human recombinant laminin 511 100 ug ¥21,000 変更なし 

BLA-LN511-03 Human recombinant laminin 511 1 mg ¥143,000 --- (販売終了) 

BLA-LN521-02 Human recombinant laminin 521 100 ug ¥14,000 変更なし 

BLA-LN521-05 Human recombinant laminin 521 500 ug ¥40,000 変更なし 

BLA-LN521-25 Human recombinant laminin 521 2.5 mg ¥172,000 --- (販売終了) 

BLA-LN521-175 Human recombinant laminin 521 17.5 mg ¥993,000 --- (販売終了) 

 

(*1) 2019 年 4 月以降は変更の可能性があります 

(*2) 価格については現時点で未定です。決まり次第後日改めてお知らせ致します。 
 


