
スラブ電気泳動装置スラブ電気泳動装置スラブ電気泳動装置スラブ電気泳動装置

1、泳動槽パッキンを変更、泳動槽パッキンを変更、泳動槽パッキンを変更、泳動槽パッキンを変更

泳動槽パッキンの変更により、泳動槽よりパッキンが外れにくくなります。

また、長時間泳動時に泳動バッファーが漏れる、復元力が低下するという点を改良致しました。

2、内部槽（－極）を補強、内部槽（－極）を補強、内部槽（－極）を補強、内部槽（－極）を補強2、内部槽（－極）を補強、内部槽（－極）を補強、内部槽（－極）を補強、内部槽（－極）を補強

内部槽の溝部分が破損しにくくなり、耐久性も向上致しました。

3、リード線をバナナタイプに変更、リード線をバナナタイプに変更、リード線をバナナタイプに変更、リード線をバナナタイプに変更

①新型スラブ電気泳動装置①新型スラブ電気泳動装置①新型スラブ電気泳動装置①新型スラブ電気泳動装置20%off
・改良し、以前よりも使いやすく耐久性が向上しました。・改良し、以前よりも使いやすく耐久性が向上しました。・改良し、以前よりも使いやすく耐久性が向上しました。・改良し、以前よりも使いやすく耐久性が向上しました。

キャンペーン期間：平成キャンペーン期間：平成キャンペーン期間：平成キャンペーン期間：平成29292929年年年年11111111月月月月1111日～平成日～平成日～平成日～平成30303030年年年年3333月月月月31313131日日日日

①新型スラブ電気泳動装置①新型スラブ電気泳動装置①新型スラブ電気泳動装置①新型スラブ電気泳動装置20%off
・改良し、以前よりも使いやすく耐久性が向上しました。・改良し、以前よりも使いやすく耐久性が向上しました。・改良し、以前よりも使いやすく耐久性が向上しました。・改良し、以前よりも使いやすく耐久性が向上しました。

②スラブ電気泳動装置②スラブ電気泳動装置②スラブ電気泳動装置②スラブ電気泳動装置下取り下取り下取り下取り実施実施実施実施

・スラブ電気泳動装置購入時、弊社まで下取り品を送っていただくと定価より・スラブ電気泳動装置購入時、弊社まで下取り品を送っていただくと定価より・スラブ電気泳動装置購入時、弊社まで下取り品を送っていただくと定価より・スラブ電気泳動装置購入時、弊社まで下取り品を送っていただくと定価より6,0006,0006,0006,000円引き円引き円引き円引き致します。致します。致します。致します。

・下取り品の対象はスラブ電気泳動装置（縦型）に限ります。・下取り品の対象はスラブ電気泳動装置（縦型）に限ります。・下取り品の対象はスラブ電気泳動装置（縦型）に限ります。・下取り品の対象はスラブ電気泳動装置（縦型）に限ります。

・下取り品はメーカー、サイズ等は問いません。・下取り品はメーカー、サイズ等は問いません。・下取り品はメーカー、サイズ等は問いません。・下取り品はメーカー、サイズ等は問いません。 ・・・・1111台購入に対して台購入に対して台購入に対して台購入に対して1111台のみ対象です。台のみ対象です。台のみ対象です。台のみ対象です。・下取り品はメーカー、サイズ等は問いません。・下取り品はメーカー、サイズ等は問いません。・下取り品はメーカー、サイズ等は問いません。・下取り品はメーカー、サイズ等は問いません。 ・・・・1111台購入に対して台購入に対して台購入に対して台購入に対して1111台のみ対象です。台のみ対象です。台のみ対象です。台のみ対象です。



※ストッパー機能付き。どなたでも確実にセット出来ます。※ストッパー機能付き。どなたでも確実にセット出来ます。※ストッパー機能付き。どなたでも確実にセット出来ます。※ストッパー機能付き。どなたでも確実にセット出来ます。

ミニリアルスラブ電気泳動槽　ツインタイプ（リード線付）

ミニリアルスラブ電気泳動装置　ツインタイプミニリアルスラブ電気泳動装置　ツインタイプミニリアルスラブ電気泳動装置　ツインタイプミニリアルスラブ電気泳動装置　ツインタイプ

¥52,800

¥59,200¥59,200¥59,200¥59,200

♦PA-220G ¥66,000本体

セットセットセットセット ●BE-220G●BE-220G●BE-220G●BE-220G ¥74,000¥74,000¥74,000¥74,000

リアルスラブ電気泳動装置（くさび型セッティングバータイプ）リアルスラブ電気泳動装置（くさび型セッティングバータイプ）リアルスラブ電気泳動装置（くさび型セッティングバータイプ）リアルスラブ電気泳動装置（くさび型セッティングバータイプ）

ツインタイプツインタイプツインタイプツインタイプ

両両両両

面面面面

完完完完

ミニリアルスラブ電気泳動装置　ツインタイプミニリアルスラブ電気泳動装置　ツインタイプミニリアルスラブ電気泳動装置　ツインタイプミニリアルスラブ電気泳動装置　ツインタイプ

ゲルサイズ 幅85×最大泳動距離70×厚1mm 泳動槽一式（外部槽、内部槽、リード線） 1式

プレートサイズ 幅106×高100mm 泳動プレート　106×100mm　切込　、1ｔ 各2枚

外寸 幅151×奥行102×高146mm ミニコウム12W1ｔ　、ミニプレートパッキン1t 各2枚

バッファー量 片面冷却時415/両面冷却時1,150ml くさび型セッティングバー 2本

重量 1,010g

ミニリアルスラブ電気泳動槽　シングルタイプ（リード線付）
本体 ♦PA-210G ¥44,000

セットセットセットセット

¥35,200

●BE-220G●BE-220G●BE-220G●BE-220G ¥74,000¥74,000¥74,000¥74,000

主な仕様 セット内容

両両両両

面面面面

完完完完

全全全全

ババババ

ッッッッ

フフフフ

ァァァァ

ーーーー

冷冷冷冷

却却却却

泳動槽断面図

ミニリアルスラブ電気泳動槽　シングルタイプ（リード線付）

ミニリアルスラブ電気泳動装置　シングルタイプミニリアルスラブ電気泳動装置　シングルタイプミニリアルスラブ電気泳動装置　シングルタイプミニリアルスラブ電気泳動装置　シングルタイプ

ゲルサイズ 幅85×最大泳動距離70×厚1mm 泳動槽一式（外部槽、内部槽、リード線） 1式

プレートサイズ 幅106×高100mm 泳動プレート　106×100mm　切込　、1ｔ 各1枚

外寸 幅151×奥73×高146mm ミニコウム12W1ｔ　、ミニプレートパッキン1t 各1枚

バッファー量 片面冷却時276/両面冷却時790ml くさび型セッティングバー 1本

本体

セットセットセットセット

♦PA-210G ¥44,000

¥40,000¥40,000¥40,000¥40,000

セット内容

●BE-210G●BE-210G●BE-210G●BE-210G ¥50,000¥50,000¥50,000¥50,000

主な仕様

冷冷冷冷

却却却却

泳動槽断面図

重量 810g

ワイドミニリアルスラブ電気泳動槽　ツインタイプ（リード線付）

ワイドミニリアルスラブ電気泳動装置　ツインタイプワイドミニリアルスラブ電気泳動装置　ツインタイプワイドミニリアルスラブ電気泳動装置　ツインタイプワイドミニリアルスラブ電気泳動装置　ツインタイプ

ゲルサイズ 幅140×最大泳動距離70×厚1mm 泳動槽一式（外部槽、内部槽、リード線） 1式

プレートサイズ 幅160×高100mm 泳動プレート　160×100mm　切込　、1ｔ 各2枚

¥64,000¥64,000¥64,000¥64,000

¥57,600

セットセットセットセット

♦PA-280G ¥72,000本体

主な仕様 セット内容

●BE-280G●BE-280G●BE-280G●BE-280G ¥80,000¥80,000¥80,000¥80,000

BE-220G

プレートサイズ 幅160×高100mm 泳動プレート　160×100mm　切込　、1ｔ 各2枚

外寸 幅205×奥行102×高146mm ワイドミニコウム28W1ｔ　、ワイドミニプレートパッキン1t 各2枚

バッファー量 片面冷却時710/両面冷却時1,690ml くさび型セッティングバー 2本

重量 1,350g

ワイドミニリアルスラブ電気泳動槽　シングルタイプ（リード線付）

ワイドミニリアルスラブ電気泳動装置　シングルタイプワイドミニリアルスラブ電気泳動装置　シングルタイプワイドミニリアルスラブ電気泳動装置　シングルタイプワイドミニリアルスラブ電気泳動装置　シングルタイプ

本体 ♦PA-270G ¥50,000

¥40,000

¥44,000¥44,000¥44,000¥44,000

セットセットセットセット ●BE-270G●BE-270G●BE-270G●BE-270G ¥55,000¥55,000¥55,000¥55,000

シングルタイプシングルタイプシングルタイプシングルタイプ

BE-280G

ゲルサイズ 幅140×最大泳動距離70×厚1mm 泳動槽一式（外部槽、内部槽、リード線） 1式

プレートサイズ 幅160×高100mm 泳動プレート　160×100mm　切込　、1ｔ 各1枚

外寸 幅205×奥行73×高146mm ワイドミニコウム28W1ｔ　、ワイドミニプレートパッキン1t 各1枚

バッファー量 片面冷却時500/両面冷却時1,200ml くさび型セッティングバー 1本

重量 1,100g

リアルスラブ電気泳動槽　ツインタイプ（リード線付）

主な仕様 セット内容

本体 ♦PA-120G ¥77,000

¥61,600

シングルタイプシングルタイプシングルタイプシングルタイプ

両両両両

面面面面

完完完完

全全全全

ババババ

ッッッッ

フフフフ

ァァァァ

ーーーー

冷冷冷冷

リアルスラブ電気泳動装置　ツインタイプリアルスラブ電気泳動装置　ツインタイプリアルスラブ電気泳動装置　ツインタイプリアルスラブ電気泳動装置　ツインタイプ

ゲルサイズ 幅138×最大泳動距離120×厚1mm 泳動槽一式（外部槽、内部槽、リード線） 1式

プレートサイズ 幅160×高160mm 泳動プレート　160×160mm　切込　、1ｔ 各2枚

外寸 幅215×奥行120×高189mm スラブコウム12W1ｔ　、スラブプレートパッキン1t 各2枚

バッファー量 片面冷却時1,130/両面冷却時2,800ml くさび型セッティングバー 4本

重量 1,840g

¥69,600¥69,600¥69,600¥69,600

●BE-120G●BE-120G●BE-120G●BE-120G ¥87,000¥87,000¥87,000¥87,000

主な仕様

セットセットセットセット

セット内容

フフフフ

ァァァァ

ーーーー

冷冷冷冷

却却却却

泳動槽断面図

重量 1,840g

リアルスラブ電気泳動槽　シングルタイプ（リード線付）

リアルスラブ電気泳動装置　シングルタイプリアルスラブ電気泳動装置　シングルタイプリアルスラブ電気泳動装置　シングルタイプリアルスラブ電気泳動装置　シングルタイプ

ゲルサイズ 幅138×最大泳動距離120×厚1mm 泳動槽一式（外部槽、内部槽、リード線） 1式

プレートサイズ 幅160×高160mm 泳動プレート　160×160mm　切込　、1ｔ 各1枚

本体

セットセットセットセット

♦PA-110G ¥53,000

¥48,800¥48,800¥48,800¥48,800

¥42,400

●BE-110G●BE-110G●BE-110G●BE-110G ¥61,000¥61,000¥61,000¥61,000

主な仕様 セット内容

BE-110G

外寸 幅215×奥行81×高189mm スラブコウム12W1ｔ　、スラブプレートパッキン1t 各1枚

バッファー量 片面冷却時780/両面冷却時1,800ml くさび型セッティングバー 2本

重量 1,620g



ミニ冷却スラブ電気泳動槽　ツインタイプ（リード線、クリップ付）

ミニ冷却スラブ電気泳動装置　ツインタイプミニ冷却スラブ電気泳動装置　ツインタイプミニ冷却スラブ電気泳動装置　ツインタイプミニ冷却スラブ電気泳動装置　ツインタイプ

冷却スラブ電気泳動装置冷却スラブ電気泳動装置冷却スラブ電気泳動装置冷却スラブ電気泳動装置

¥65,000¥65,000¥65,000¥65,000●BE-240G●BE-240G●BE-240G●BE-240G

本体

セットセットセットセット

¥42,400

♦PA-240G ¥53,000

¥52,000¥52,000¥52,000¥52,000

片片片片

面面面面

ツインタイプツインタイプツインタイプツインタイプ

ミニ冷却スラブ電気泳動装置　ツインタイプミニ冷却スラブ電気泳動装置　ツインタイプミニ冷却スラブ電気泳動装置　ツインタイプミニ冷却スラブ電気泳動装置　ツインタイプ

ゲルサイズ 幅85×最大泳動距離70×厚1mm 泳動槽一式（外部槽、内部槽、リード線） 1式

プレートサイズ 幅106×高100mm 泳動プレート　106×100mm　切込　、1ｔ 各2枚

外寸 幅145×奥行102×高112mm ミニコウム12W1ｔ　、ミニプレートパッキン1t 各2枚

バッファー量 425ml クリップ 4個

重量 530g

ミニ冷却スラブ電気泳動槽　シングルタイプ（リード線、クリップ付）

主な仕様 セット内容

¥65,000¥65,000¥65,000¥65,000●BE-240G●BE-240G●BE-240G●BE-240G

本体

¥30,400

♦PA-230G ¥38,000

セットセットセットセット

泳動槽断面図

片片片片

面面面面

ババババ

ッッッッ

フフフフ

ァァァァ

ーーーー

冷冷冷冷

却却却却

ミニ冷却スラブ電気泳動槽　シングルタイプ（リード線、クリップ付）

ミニ冷却スラブ電気泳動装置　シングルタイプミニ冷却スラブ電気泳動装置　シングルタイプミニ冷却スラブ電気泳動装置　シングルタイプミニ冷却スラブ電気泳動装置　シングルタイプ

ゲルサイズ 幅85×最大泳動距離70×厚1mm 泳動槽一式（外部槽、内部槽、リード線） 1式

プレートサイズ 幅106×高100mm 泳動プレート　106×100mm　切込　、1ｔ 各1枚

外寸 幅145×奥行62×高112mm ミニコウム12W1ｔ　、ミニプレートパッキン1t 各1枚

バッファー量 230ml クリップ 2個

¥44,000¥44,000¥44,000¥44,000

主な仕様 セット内容

●BE-230G●BE-230G●BE-230G●BE-230G

本体

セットセットセットセット

♦PA-230G ¥38,000

¥35,200¥35,200¥35,200¥35,200

泳動槽断面図

BE-240G
重量 320g

ワイドミニ冷却スラブ電気泳動槽　ツインタイプ（リード線、クリップ付）

ワイドミニ冷却スラブ電気泳動装置　ツインタイプワイドミニ冷却スラブ電気泳動装置　ツインタイプワイドミニ冷却スラブ電気泳動装置　ツインタイプワイドミニ冷却スラブ電気泳動装置　ツインタイプ

ゲルサイズ 幅140×最大泳動距離70×厚1mm 泳動槽一式（外部槽、内部槽、リード線） 1式

プレートサイズ 幅160×高100mm 泳動プレート　160×100mm　切込　、1ｔ 各2枚

¥70,000¥70,000¥70,000¥70,000

主な仕様 セット内容

本体

セットセットセットセット

¥48,800

♦PA-260G ¥61,000

¥56,000¥56,000¥56,000¥56,000

●BE-260G●BE-260G●BE-260G●BE-260G

BE-240G

プレートサイズ 幅160×高100mm 泳動プレート　160×100mm　切込　、1ｔ 各2枚

外寸 幅205×奥行118×高112mm ワイドミニコウム28W1ｔ　、ワイドミニプレートパッキン1t 各2枚

バッファー量 750ml クリップ 4個

重量 710g

ワイドミニ冷却スラブ電気泳動槽 シングルタイプ（リード線、クリップ付）

ワイドミニ冷却スラブ電気泳動装置　シングルタイプワイドミニ冷却スラブ電気泳動装置　シングルタイプワイドミニ冷却スラブ電気泳動装置　シングルタイプワイドミニ冷却スラブ電気泳動装置　シングルタイプ●BE-250G●BE-250G●BE-250G●BE-250G ¥52,000¥52,000¥52,000¥52,000

本体

セットセットセットセット

¥37,600

♦PA-250G ¥47,000

¥41,600¥41,600¥41,600¥41,600

シングルタイプシングルタイプシングルタイプシングルタイプ

BE-140G

ゲルサイズ 幅140×最大泳動距離70×厚1mm 泳動槽一式（外部槽、内部槽、リード線） 1式

プレートサイズ 幅160×高100mm 泳動プレート　160×100mm　切込　、1ｔ 各1枚

外寸 幅205×奥行87×高112mm ワイドミニコウム28W1ｔ　、ワイドミニプレートパッキン1t 各1枚

バッファー量 435ml クリップ 2個

重量 470g

冷却スラブ電気泳動槽　ツインタイプ（リード線、クリップ付）

主な仕様 セット内容

本体

¥52,000

♦PA-140G ¥65,000

片片片片

面面面面

ババババ

ッッッッ

フフフフ

ァァァァ

ーーーー

冷冷冷冷

却却却却

シングルタイプシングルタイプシングルタイプシングルタイプ

冷却スラブ電気泳動装置　ツインタイプ冷却スラブ電気泳動装置　ツインタイプ冷却スラブ電気泳動装置　ツインタイプ冷却スラブ電気泳動装置　ツインタイプ

ゲルサイズ 幅138×最大泳動距離120×厚1mm 泳動槽一式（外部槽、内部槽、リード線） 1式

プレートサイズ 幅160×高160mm 泳動プレート　160×160mm　切込　、1ｔ 各2枚

外寸 幅208×奥行120×高173mm スラブコウム12W1ｔ　、スラブプレートパッキン1t 各2枚

バッファー量 1150ml クリップ 8個

重量 980g

主な仕様 セット内容

セットセットセットセット

¥60,000¥60,000¥60,000¥60,000

●BE-140G●BE-140G●BE-140G●BE-140G ¥75,000¥75,000¥75,000¥75,000

泳動槽断面図

ァァァァ

ーーーー

冷冷冷冷

却却却却

重量 980g

冷却スラブ電気泳動槽　シングルタイプ（リード線、クリップ付）

冷却スラブ電気泳動装置　シングルタイプ冷却スラブ電気泳動装置　シングルタイプ冷却スラブ電気泳動装置　シングルタイプ冷却スラブ電気泳動装置　シングルタイプ

ゲルサイズ 幅138×最大泳動距離120×厚1mm 泳動槽一式（外部槽、内部槽、リード線） 1式

プレートサイズ 幅160×高160mm 泳動プレート　160×160mm　切込　、1ｔ 各1枚

¥54,000¥54,000¥54,000¥54,000

主な仕様 セット内容

●BE-130G●BE-130G●BE-130G●BE-130G

本体

セットセットセットセット

♦PA-130G ¥49,000

¥39,200

¥43,200¥43,200¥43,200¥43,200

BE-250G

外寸 幅208×奥行87×高173mm スラブコウム12W1ｔ　、スラブプレートパッキン1t 各1枚

バッファー量 630ml クリップ 4個

重量 655g



ミニスラブ電気泳動槽　ツインタイプ（リード線、クリップ付）

ミニスラブ電気泳動装置　ツインタイプミニスラブ電気泳動装置　ツインタイプミニスラブ電気泳動装置　ツインタイプミニスラブ電気泳動装置　ツインタイプ●BE-222G●BE-222G●BE-222G●BE-222G ¥58,000¥58,000¥58,000¥58,000

スラブ電気泳動装置スラブ電気泳動装置スラブ電気泳動装置スラブ電気泳動装置

本体

セットセットセットセット

¥36,800

♦PA-222G ¥46,000

¥46,400¥46,400¥46,400¥46,400
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スススス

ツインタイプツインタイプツインタイプツインタイプ

ミニスラブ電気泳動装置　ツインタイプミニスラブ電気泳動装置　ツインタイプミニスラブ電気泳動装置　ツインタイプミニスラブ電気泳動装置　ツインタイプ

ゲルサイズ 幅85×最大泳動距離70×厚1mm 泳動槽一式（外部槽、内部槽、リード線） 1式

プレートサイズ 幅106×高100mm 泳動プレート　106×100mm　切込　、1ｔ 各2枚

外寸 幅151×奥行102×高146mm ミニコウム12W1ｔ　、ミニプレートパッキン1t 各2枚

バッファー量 335ml クリップ 4個

重量 480g

ミニスラブ電気泳動槽　シングルタイプ（リード線、クリップ付）

●BE-222G●BE-222G●BE-222G●BE-222G ¥58,000¥58,000¥58,000¥58,000

主な仕様 セット内容

セットセットセットセット

本体

¥25,600

♦PA-211G ¥32,000

泳動槽断面図
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設設設設

計計計計

ミニスラブ電気泳動槽　シングルタイプ（リード線、クリップ付）

ミニスラブ電気泳動装置　シングルタイプミニスラブ電気泳動装置　シングルタイプミニスラブ電気泳動装置　シングルタイプミニスラブ電気泳動装置　シングルタイプ

ゲルサイズ 幅85×最大泳動距離70×厚1mm 泳動槽一式（外部槽、内部槽、リード線） 1式

プレートサイズ 幅106×高100mm 泳動プレート　106×100mm　切込　、1ｔ 各1枚

外寸 幅151×奥行73×高146mm ミニコウム12W1ｔ　、ミニプレートパッキン1t 各1枚

バッファー量 230ml クリップ 2個

●BE-211G●BE-211G●BE-211G●BE-211G ¥38,000¥38,000¥38,000¥38,000

主な仕様 セット内容

¥30,400¥30,400¥30,400¥30,400

本体

セットセットセットセット

♦PA-211G ¥32,000

泳動槽断面図

BE-222G
重量 310g

スラブ電気泳動槽　ツインタイプ（リード線、クリップ付）

スラブ電気泳動装置　ツインタイプスラブ電気泳動装置　ツインタイプスラブ電気泳動装置　ツインタイプスラブ電気泳動装置　ツインタイプ

ゲルサイズ 幅138×最大泳動距離120×厚1mm 泳動槽一式（外部槽、内部槽、リード線） 1式

プレートサイズ 幅160×高160mm 泳動プレート　160×160mm　切込　、1ｔ 各2枚

●BE-122G●BE-122G●BE-122G●BE-122G ¥70,000¥70,000¥70,000¥70,000

主な仕様 セット内容

本体

セットセットセットセット

¥44,800

♦PA-122G ¥56,000

¥56,000¥56,000¥56,000¥56,000
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シングルタイプシングルタイプシングルタイプシングルタイプ

BE-222G

プレートサイズ 幅160×高160mm 泳動プレート　160×160mm　切込　、1ｔ 各2枚

外寸 幅178×奥行153×高175mm スラブコウム12W1ｔ　、スラブプレートパッキン1t 各2枚

バッファー量 820ml クリップ 8個

重量 910g

スラブ電気泳動槽　シングルタイプ（リード線、クリップ付）

スラブ電気泳動装置　シングルタイプスラブ電気泳動装置　シングルタイプスラブ電気泳動装置　シングルタイプスラブ電気泳動装置　シングルタイプ●BE-111G●BE-111G●BE-111G●BE-111G ¥49,000¥49,000¥49,000¥49,000

本体

セットセットセットセット

¥32,800

♦PA-111G ¥41,000

¥39,200¥39,200¥39,200¥39,200

泳動槽断面図
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設設設設

計計計計

ゲルサイズ 幅138×最大泳動距離120×厚1mm 泳動槽一式（外部槽、内部槽、リード線） 1式

プレートサイズ 幅160×高160mm 泳動プレート　106×100mm　切込　、1ｔ 各1枚

外寸 幅178×奥行118×高175mm ミニコウム12W1ｔ　、ミニプレートパッキン1t 各1枚

バッファー量 626ml クリップ 4個

重量 670g

主な仕様 セット内容

BE-111G

コウム、泳動プレート、プレートパッキン、ダミープレート等の単品販売も御座います。コウム、泳動プレート、プレートパッキン、ダミープレート等の単品販売も御座います。コウム、泳動プレート、プレートパッキン、ダミープレート等の単品販売も御座います。コウム、泳動プレート、プレートパッキン、ダミープレート等の単品販売も御座います。

詳しくは弊社ホームページをご覧下さい。詳しくは弊社ホームページをご覧下さい。詳しくは弊社ホームページをご覧下さい。詳しくは弊社ホームページをご覧下さい。

●この内容は2017年11月現在のものです。

株式会社バイオクラフト

〒173-0004 東京都板橋区板橋2-14-9 フジビル3F

TEL：03-3964-6561 FAX：03-3964-6443

E-mail：info@bio-craft.co.jp

●表記の価格はすべて税抜きです。

●価格、仕様はお断りなく変更する場合がございます。


