
バイオメディカル部行    注文 見積依頼

 FAX番号　06-6266-5011
　  

納品先 ご利用代理店をご記入ください

所属 代理店名

お名前 担当者名

住所 住所

TEL FAX TEL FAX

E-mail E-mail

※RNA抽出サービスをご利用時には、別途「RNA抽出サービス　発注内容確認書」への署名が必要となります。

■アレイタイプ ■生物種

解析を希望されるアレイの種類をお選びください。　　　 　サンプルの生物種をお選びください。

■オプションサービス

GeneChip®

ジェノパール®　　　　　

 微量解析 
受託解析同意事項

・サンプル名には、漢字・ひらがなはご利用いただけません。

・RNA抽出サービスは、解析に必要なRNA量の回収を保証するものではありません。解析に必要なRNAが確保できない場合は、追加サンプルのご提供を

お願いすることがあります。またRNA抽出サービスをご利用いただく場合、RNA回収の如何に関わらず、作業実施回数分をご請求させていただきます。

・本解析サービスは研究用にご利用下さい。医療品の製造、品質管理および各種診断に使用しないで下さい。

・ご提供・ご指示頂くサンプル（DNA・RNA・細胞・組織など）から生じる問題（工業所有権・安全性・インフォームドコンセント等）については、一切責任を負いません。 

・ご提供いただくサンプルは返却いたしません。

・サンプルの取り扱いには細心の注意を払いますが、万一破損した場合でも弊社ではその責を負いかねます。

・弊社側のサンプルチェックにて問題が見受けられた場合には、解析を一時中断し、サンプルの再提出をお願いすることがあります。

・再解析の実施は1回のみとします。また再解析を行った場合は、解析結果に関わらず標準解析費用をご請求いたします。

・再解析を実施する場合は、サンプルの再提出をお願いすることがあります。

・解析が難しい場合などは、標準納期より遅れる場合があります。

・解析結果がお客様の予想される結果と異なる場合でも、弊社ではその責を負いかねます。

・サンプルがヒト臨床検体由来の場合は、その使用に関するインフォームドコンセントを被験者から得た上で、サンプル名は匿名化された状態でお申込みください。

・HCV・HBV等、感染性のあるサンプルはお受けできません。

・本解析サービスから得られたデータを第三者に販売することはできません。

上記内容を確認・同意した上で、本受託解析サービスを発注します。

平成　　　　年　　　　月　　　　日 ご署名

サンプル送付先 〒572-0823 大阪府寝屋川市下木田町14-41　クラボウ寝屋川ビル5F

クラボウ バイオメディカル部　DNAマイクロアレイ解析チーム

TEL ： 072-820-8027

   DNAマイクロアレイ解析サービス注文書 

　パスウェイ解析

受託解析同意事項をお読みいただき、必要事項をご記入の上、サンプルとあわせて弊社までお送りください。

ご連絡先

ご注文内容

　RNAカラム精製　RNA抽出 アジレントアレイ

MitsujiMaruhashi
テキストボックス
〒

MitsujiMaruhashi
テキストボックス
-

MitsujiMaruhashi
テキストボックス
〒

MitsujiMaruhashi
テキストボックス
-



□ 必要total RNA量

・ GeneChip®

・ ジェノパール®　マイクロRNAチップ以外

・ ジェノパール®　マイクロRNAチップ　　  
・ アジレントアレイ　　　　　　　　　　

・・・・ 1 μg            ・ A260/A280 = 1.8～2.1

・・・・ 2 μg     　　  ・ RNase-free水に溶解（DEPC処理水は使用しないでください）  
・・・・ 30 μg　　     　・ -80℃以下で保存

・・・・ 1 μg　　    　  ・ total RNA量が規定に満たない場合は、お気軽にご相談ください。

RNA量

(μg)
濃度

(μg/μL)
液量

(μL) A260/A280
 組織量

*

細胞数
組織名等

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

□ その他（比較組み合わせなどアレイ解析上のご要望）

サンプルに関する
特記事項

番号

サンプル情報

*重量もしくは組織片の大きさの目安をご記入ください（例：5㎜角）

RNA情報 組織・細胞情報
ｺﾝﾄﾛｰﾙ/比較

サンプル
サンプル名
(英数文字で記入)



 

   別 紙   「個人情報の取扱いに関する重要事項」    

お客様の情報の取扱いについて下記の事項をご確認のうえお申し込みください。 

１．個人情報の収集、保有、利用 

当社は、当社の商品・サービス等に関してお取引の申込により提供されたお客様の個人情報を必

要な保護措置を行ったうえで、以下の利用目的のために取り扱います。 

 ①お取引に関する商品・サービス等のお届け・ご提供 

 ②当社バイオメディカル事業における商品・サービス等に関する情報のお知らせ 

 ③当社バイオメディカル事業におけるマーケティング活動、新商品開発 

 ④その他、上記に関する業務の実施 

２．個人情報の提供をいただけない場合の対応 

お取引の申込において、個人情報を記載し、提供されることは、お客様の任意により行われること

です。ただし、お取引の申込において必要な事項の記載を希望されない場合や、当社の定める個

人情報の取扱いについてご承諾いただけない場合は、お取引の申込をお断りすることがあります。 

３．お問合せ窓口 

お客様の個人情報の開示、訂正、削除等、個人情報に関するお問合せは、次のお問合せ窓口まで

ご連絡ください。 

お問合せ窓口： 倉敷紡績株式会社 バイオメディカル部 

〒541-8581 大阪市中央区久太郎町 2-4-31 

TEL 06-6266-5010 

当社の個人情報の取扱いに関するお知らせは次のホームページに掲載しております。 

http://www.kurabo.co.jp/site/privacy.html 
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