
防水インロー１００穴（1.5/2.0ml用） 防水インロー８１穴（1.5/2.0ml用）

1 \780/個  1,700円引 4 \720/個   800円引

2 \720/個  4,600円引 5 \630/個  3,400円引

3 \620/個 13,200円引 6 \550/個 10,000円引

防水インロー５０穴（1.5/2.0ml用） 防水インロー２５穴（1.5/2.0ml用）

7 \680/個  700円引 10 \630/個  700円引

8 \590/個 3,200円引 11 \550/個 3,000円引

9 \520/個 9,200円引 12 \480/個 8,800円引

防水インロー増量タイプ121穴（1.5/2.0ml用） 防水インロー増量タイプ100穴（1.5/2.0ml用）

13 \800/個  1,800円引 16 \780/個  1,700円引

14 \750/個  4,600円引 17 \720/個  4,600円引

15 \650/個 13,200円引 18 \620/個 13,200円引

10個入 CP100121N10 ¥9,800 \ 8,000 10個入 CP81100N10

¥38,000 \24,80040個入 CP100121N40 ¥39,200 \26,000 40個入 CP81100N40

¥9,500 \ 7,800
20個入 CP100121N20 ¥19,600 \15,000 20個入 CP81100N20 ¥19,000 \14,400

入数 品番 定価 ｷｬﾝﾍﾟｰﾝ特別価格 送料無料！！ 入数

40個入 CP50N40 ¥30,000 \20,800 40個入 CP25N40

品番 定価 ｷｬﾝﾍﾟｰﾝ特別価格 送料無料！！

20個入 CP50N20 ¥15,000 \11,800 20個入 CP25N20 ¥14,000 \11,000
¥28,000 \19,200

品番 定価 ｷｬﾝﾍﾟｰﾝ特別価格 送料無料！！

10個入 CP50N10 ¥7,500 \ 6,800 10個入 CP25N10
入数 品番 定価 ｷｬﾝﾍﾟｰﾝ特別価格 送料無料！！ 入数

¥7,000 \ 6,300

40個入 CP100N40 ¥38,000 \24,800 40個入 CP81N40 ¥32,000 \22,000
20個入 CP100N20 ¥19,000 \14,400 20個入 CP81N20

10個入 CP100N10 ¥9,500 \ 7,800 10個入 CP81N10 ¥8,000 \ 7,200
¥16,000 \12,600

3,600円OFF!!　\570/個

入数 品番 定価 ｷｬﾝﾍﾟｰﾝ特別価格 送料無料！！ 入数 品番 定価 ｷｬﾝﾍﾟｰﾝ特別価格 送料無料！！

送 料 無 料！!
一部対象外地域がございます

MICフリーズボックス(高品質な国内製造です)

●サイズ

146×73×H52mm

（10穴×5穴）

●仕切カラー

ﾌﾞﾙｰ･ｲｴﾛｰ･ｸﾞﾘｰﾝ

ﾋﾟﾝｸ･ﾎﾜｲﾄ

●仕切穴径

14mm 直径13.5mmﾁｭｰﾌﾞ

まで収納可能

●サイズ

131×131×H52mm

（9穴×9穴）

●仕切カラー

ﾌﾞﾙｰ･ｲｴﾛｰ･ｸﾞﾘｰﾝ

ﾋﾟﾝｸ･ﾎﾜｲﾄ

●仕切穴径

14mm 直径13.5mmﾁｭｰﾌﾞ

まで収納可能

●サイズ

146×146×H52mm 

（10穴×10穴）

●仕切カラー

ﾌﾞﾙｰ･ｲｴﾛｰ･ｸﾞﾘｰﾝ

ﾋﾟﾝｸ･ﾎﾜｲﾄ

●仕切穴径

14mm 直径13.5mmﾁｭｰﾌﾞ

まで収納可能

2023年9月30日まで

●サイズ

73×73×H52mm

（5穴×5穴）

●仕切カラー

ﾌﾞﾙｰ･ｲｴﾛｰ･ｸﾞﾘｰﾝ

ﾋﾟﾝｸ･ﾎﾜｲﾄ

●仕切穴径

14mm 直径13.5mmﾁｭｰﾌﾞ

まで収納可能

●サイズ

146×146×H52mm

（11穴×11穴）

●仕切カラー

ﾌﾞﾙｰ･ｲｴﾛｰ･ｸﾞﾘｰﾝ

ﾋﾟﾝｸ･ﾎﾜｲﾄ

●仕切穴径

12.7mm 直径12.2mmﾁｭｰﾌﾞ

まで収納可能

●サイズ

131×131×H52mm

（10穴×10穴）

●仕切カラー

ﾌﾞﾙｰ･ｲｴﾛｰ･ｸﾞﾘｰﾝ

ﾋﾟﾝｸ･ﾎﾜｲﾄ

●仕切穴径

12.7mm 直径12.2mmﾁｭｰﾌﾞ

まで収納可能

インロー式ってなあに？

ふたの大きさを下箱にあわせました。

内寸はそのままで外寸がひとまわり

小さくなっています。

外寸は防水インロー100穴と同サイズですが121本収納できます！

※仕切間隔は若干狭くなっています(12.7×12.7mm）

外寸は防水インロー81穴と同サイズですが100本収納できます！

※仕切間隔は若干狭くなっています(12.7×12.7mm） 収納力UP !!

2個並べて通常の50穴とほぼ同ｻｲｽﾞです4個並べて通常の100穴とほぼ同ｻｲｽﾞです

仕切間隔は広めなのに外寸がひと回り小さいんです
※弊社通常商品の仕切間隔と同寸です(14×14mm) 増量タイプは除きます

●霜が付きにくい！

●高い撥水性、水分をよくはじきます！

●耐久性がよく長持ちします！

●鉛筆・油性ペンで書き込みができます！

30分後拭き取り

2個並べて通常の100穴とほぼ同ｻｲｽﾞです

弊社商品は貼り箱タイプの為、品質が良く、丈夫で長持ち！材質はボックス、仕切り共に全て紙製です。

インロー式 インロー式 インロー式 通常※通常※通常※ ※弊社の通常商品です

146

147

＊２個並べて100穴

用収納ラックにおさ

まります!!

合同会社MIC 〒661-0976 兵庫県尼崎市潮江1-4-2-1103 TEL06-6480-9490 FAX06-6480-5985 http://mic-bio.com/

収納力UP!!

メリット

従来品

●使用できる収納ラックの種類がひろがります。

●フリーザー内の限られたスペースを有効に活用できます。

●仕切間隔は従来通りで外寸がひと回りコンパクトに！

防水撥水インロー式
• 各商品10個単位でお好きな仕切りカラーをお選びください。 ※箱外面のみ防水撥水対応となります。

• 仕切りカラーは同色10個単位となります。40個入りの場合、最大４色選べます。

内寸は同じ

2023年



19 \720/個　 1,600円引

20 \620/個　 5,200円引

21 \550/個　13,200円引

22 \670/個　 600円引

23 \590/個　2,800円引

24 \520/個　8,400円引

25 \630/個　 500円引

26 \550/個　2,600円引

27 \500/個　7,200円引

28 \630/個　 500円引

29 \550/個　2,600円引

30 \500/個　7,200円引

31 \580/個　  500円引

32 \520/個　 2,200円引

33 \460/個　 6,800円引

34 \580/個　  500円引

35 \520/個　 2,200円引

36 \460/個　 6,800円引

37 \340/個　 1,800円引

38 \280/個　 5,400円引

39 \250/個　12,600円引

40 \780/個　 1,500円引

41 \720/個　 4,200円引

42 \620/個　12,400円引

43 \730/個　 1,500円引

44 \680/個　 4,000円引

45 \590/個　11,600円引

入数

入数

入数

入数

入数

入数

入数

入数

入数

20個入

40個入

10個入

10個入

20個入

40個入

10個入

20個入

ｷｬﾝﾍﾟｰﾝ特別価格

ｷｬﾝﾍﾟｰﾝ特別価格

\ 5,800
\10,400
\18,400

\ 6,300
\11,000
\20,000

CP20.48.20

\23,600

\ 7,800
\14,400
\24,800

\ 5,100
\ 8,400
\15,000

\10,400
\18,400

\ 7,300
\13,600

¥35,200

防水１００穴増量タイプ

¥7,300

¥14,600

¥29,200

防水５０穴

防水４８穴 数量限定！

防水２５穴

40個入

防水９穴　在庫限り！

防水１２１穴増量タイプ

¥6,300

¥12,600

10個入

20個入

40個入

10個入

20個入

10個入

20個入

40個入

¥8,800

¥17,600

20個入

防水１００穴

防水８１穴

定価

定価

定価

15個入

30個入

60個入

¥25,200

¥6,900

¥13,800

¥27,600

¥8,800

¥17,600

¥35,200

防水２４穴 

定価

定価

¥6,300

¥12,600

¥25,200

40個入

40個入

10個入

ｷｬﾝﾍﾟｰﾝ特別価格

10個入

20個入

40個入

品番

ｷｬﾝﾍﾟｰﾝ特別価格定価

\ 7,200
\12,400
\22,000

CP20.100.10

CP20.100.20

CP20.100.40

品番

\ 6,700

ｷｬﾝﾍﾟｰﾝ特別価格

\11,800
\20,800

定価 ｷｬﾝﾍﾟｰﾝ特別価格

¥9,300

¥18,600

¥37,200

ｷｬﾝﾍﾟｰﾝ特別価格

定価 ｷｬﾝﾍﾟｰﾝ特別価格

定価 ｷｬﾝﾍﾟｰﾝ特別価格

¥6,800

¥13,600

¥27,200

¥6,800

¥13,600

¥27,200

\ 5,800

\ 6,300
\11,000
\20,000

CP20.81.10

CP20.81.20

CP20.81.40

CP20.48.10

品番

CP20.50.40

CP20.50.20

CP20.50.10

品番

CP20.24.40

CP20.24.20

CP20.24.10

品番

CP20.25.40

CP20.25.20

CP20.25.10

品番

CP20.48.40

CP20.9.30

CP20.9.15

品番

CP81100.40

CP81100.20

CP81100.10

品番

CP100121.40

CP100121.20

CP100121.10

品番

CP20.9.60

送料無料！！

送料無料！！

送料無料！！

送料無料！！

送料無料！！

送料無料！！

送料無料！！

送料無料！！

送料無料！！

●サイズ 149×76×H52mm （10穴×5穴）

●仕切カラー ﾌﾞﾙｰ･ｲｴﾛｰ･ｸﾞﾘｰﾝ･ﾋﾟﾝｸ･ﾎﾜｲﾄ

●仕切穴径 14mm 直径13.5mmチューブまで収納可能

●サイズ 122×93×H52mm （8穴×6穴）

●仕切カラー ﾌﾞﾙｰ･ｲｴﾛｰ･ｸﾞﾘｰﾝ･ﾋﾟﾝｸ･ﾎﾜｲﾄ

●仕切穴径 14mm 直径13.5mmチューブまで収納可能

• 各商品10個単位でお好きな仕切りカラーをお選びください。※箱外面のみ防水撥水対応となります。

• 仕切りカラーは同色10個単位となります。40個入りの場合、最大4色選べます。(37)(38)(39) 9穴商品は15個単位となります。防水撥水

●サイズ 76×76×H52mm （5穴×5穴）

●仕切カラー ﾌﾞﾙｰ･ｲｴﾛｰ･ｸﾞﾘｰﾝ･ﾋﾟﾝｸ･ﾎﾜｲﾄ

●仕切穴径 14mm 直径13.5mmチューブまで収納可能

●サイズ 94×66×H52mm （6穴×4穴）

●仕切カラー ﾌﾞﾙｰ･ｲｴﾛｰ･ｸﾞﾘｰﾝ･ﾋﾟﾝｸ･ﾎﾜｲﾄ

●仕切穴径 14mm 直径13.5mmチューブまで収納可能

●サイズ 49×49×H51mm （3穴×3穴）

●仕切カラー ﾌﾞﾙｰ･ｲｴﾛｰ･ｸﾞﾘｰﾝ･ﾋﾟﾝｸ･ﾎﾜｲﾄ

●仕切穴径 14mm 直径13.5mmチューブまで収納可能

●サイズ 149×149×H52mm (防水100穴ﾀｲﾌﾟを121穴へ増量 !!)

●仕切カラー ﾌﾞﾙｰ･ｲｴﾛｰ･ｸﾞﾘｰﾝ･ﾋﾟﾝｸ･ﾎﾜｲﾄ

●仕切穴径 12.7mm 直径12.2mmチューブまで収納可能（11穴×11穴)

●サイズ 134×134×H52mm (防水81穴ﾀｲﾌﾟを100穴へ増量 !!)

●仕切カラー ﾌﾞﾙｰ･ｲｴﾛｰ･ｸﾞﾘｰﾝ･ﾋﾟﾝｸ･ﾎﾜｲﾄ

●仕切穴径 12.7mm 直径12.2mmチューブまで収納可能（10穴×10穴）

●サイズ 149×149×H52mm  （10穴×10穴）

●仕切カラー ﾌﾞﾙｰ･ｲｴﾛｰ･ｸﾞﾘｰﾝ･ﾋﾟﾝｸ･ﾎﾜｲﾄ

●仕切穴径 14mm 直径13.5mmチューブまで収納可能

●サイズ 134×134×H52mm （9穴×9穴）

●仕切カラー ﾌﾞﾙｰ･ｲｴﾛｰ･ｸﾞﾘｰﾝ･ﾋﾟﾝｸ･ﾎﾜｲﾄ

●仕切穴径 14mm 直径13.5mmチューブまで収納可能

1.5/2.0ml用

1.5/2.0ml用

1.5/2.0ml用

1.5/2.0ml用

1.5/2.0ml用

1.5/2.0ml用

1.5/2.0ml用

1.5/2.0ml用

1.5/2.0ml用



46 \720/個　 1,600円引

47 \620/個　 5,200円引

48 \550/個　13,200円引

49 \670/個　 600円引

50 \590/個　2,800円引

51 \520/個　8,400円引

52 \630/個　 500円引

53 \550/個　2,600円引

54 \500/個　7,200円引

55 \630/個　 500円引

56 \550/個　2,600円引

57 \500/個　7,200円引

58 \580/個　  500円引

59 \520/個　 2,200円引

60 \460/個　 6,800円引

61 \580/個　  500円引

62 \520/個　 2,200円引

63 \460/個　 6,800円引

64 \340/個　 1,800円引

65 \280/個　 5,400円引

66 \250/個　12,600円引

67 \780/個　 1,500円引

68 \720/個　 4,200円引

69 \620/個　12,400円引

70 \730/個　 1,500円引

71 \680/個　 4,000円引

72 \590/個　11,600円引

入数

\13,600
\23,600

\24,800
\14,400
\ 7,800

\20,000

\ 5,800
\10,400
\18,400

\ 7,300

\ 5,800
\10,400
\18,400

\ 5,100
\ 8,400
\15,000

ｷｬﾝﾍﾟｰﾝ特別価格

ｷｬﾝﾍﾟｰﾝ特別価格

ｷｬﾝﾍﾟｰﾝ特別価格

¥6,300

¥12,600

¥29,200

カラー５０穴　

定価

定価

定価

CP48.20A

CP48.40A

品番

CP50.10A

CP50.20A

CP50.40A

\11,000

\12,400
\22,000

\ 6,700
\11,800
\20,800

ｷｬﾝﾍﾟｰﾝ特別価格

ｷｬﾝﾍﾟｰﾝ特別価格

ｷｬﾝﾍﾟｰﾝ特別価格

\ 6,300
\11,000

\ 6,300

定価 ｷｬﾝﾍﾟｰﾝ特別価格

カラー９穴　在庫限り！

定価品番

CP24.10A

CP24.20A

CP24.40A

品番

10個入

20個入

40個入

入数

入数

定価 ｷｬﾝﾍﾟｰﾝ特別価格

10個入 ¥8,800 \ 7,200

¥27,200

¥6,800

¥13,600

¥27,200

¥6,800

¥13,600

定価 ｷｬﾝﾍﾟｰﾝ特別価格

¥14,600

¥7,300

40個入

10個入

20個入

40個入

CP100.10A

カラー４８穴　数量限定

\20,000

20個入

40個入

10個入

20個入

40個入

ｶﾗｰ１００穴増量ﾀｲﾌﾟ

カラー１００ 穴

品番

15個入

30個入

60個入

ｶﾗｰ１２１穴増量ﾀｲﾌﾟ

品番

CP9.60A

品番

CP81100.10A

CP81100.20A

CP81100.40A

CP100121.10A

CP100121.20A

CP100121.40A

40個入 CP25.40A

20個入

品番

CP100.20A

CP100.40A

20個入

10個入

20個入

40個入

10個入

10個入

CP81.10A

CP81.20A

カラー２４穴

入数

入数

入数

CP25.20A

CP25.10A

品番

CP81.40A

品番

CP48.10A

入数

入数

入数

¥8,800

¥17,600

¥35,200

¥6,300

¥12,600

¥25,200

¥6,900

¥13,800

20個入 ¥17,600

40個入 ¥35,200

カラー８１穴

¥25,200

定価

CP9.30A

CP9.15A

¥9,300

¥18,600

¥37,200

定価

¥27,600

10個入

カラー２５穴　

送料無料！！

送料無料！！

送料無料！！

送料無料！！

送料無料！！

送料無料！！

送料無料！！

送料無料！！

送料無料！！

●サイズ 149×149×H52mm  （10穴×10穴）

●カラー ﾌﾞﾙｰ･ｲｴﾛｰ･ｸﾞﾘｰﾝ･ﾋﾟﾝｸ（各色仕切りﾎﾜｲﾄ選択可）

●仕切穴径 14mm 直径13.5mmチューブまで収納可能

●サイズ 134×134×H52mm （9穴×9穴）

●カラー ﾌﾞﾙｰ･ｲｴﾛｰ･ｸﾞﾘｰﾝ･ﾋﾟﾝｸ（各色仕切りﾎﾜｲﾄ選択可）

●仕切穴径 14mm 直径13.5mmチューブまで収納可能

●サイズ 149×76×H52mm （10穴×5穴）

●カラー ﾌﾞﾙｰ･ｲｴﾛｰ･ｸﾞﾘｰﾝ･ﾋﾟﾝｸ（各色仕切りﾎﾜｲﾄ選択可)

●仕切穴径 14mm 直径13.5mmチューブまで収納可能

●サイズ 122×93×H52mm  （8穴×6穴）

●カラー ﾌﾞﾙｰ･ｲｴﾛｰ･ｸﾞﾘｰﾝ･ﾋﾟﾝｸ（各色仕切りﾎﾜｲﾄ選択可）

●仕切穴径 14mm 直径13.5mmチューブまで収納可能

●サイズ 76×76×H52mm  （5穴×5穴）

●カラー ﾌﾞﾙｰ･ｲｴﾛｰ･ｸﾞﾘｰﾝ･ﾋﾟﾝｸ（各色仕切りﾎﾜｲﾄ選択可）

●仕切穴径 14mm 直径13.5mmチューブまで収納可能

●サイズ 94×66×H52mm （6穴×4穴）

●カラー ﾌﾞﾙｰ･ｲｴﾛｰ･ｸﾞﾘｰﾝ･ﾋﾟﾝｸ（各色仕切りﾎﾜｲﾄ選択可）

●仕切穴径 14mm 直径13.5mmチューブまで収納可能

●サイズ 49×49×H51mm  （3穴×3穴）

●カラー ﾌﾞﾙｰ･ｲｴﾛｰ･ｸﾞﾘｰﾝ･ﾋﾟﾝｸ（各色仕切りﾎﾜｲﾄ選択可）

●仕切穴径 14mm 直径13.5mmチューブまで収納可能

●サイズ 149×149×H52mm (カラー100穴ﾀｲﾌﾟを121穴へ増量 !!)

●カラー ﾌﾞﾙｰ･ｲｴﾛｰ･ｸﾞﾘｰﾝ･ﾋﾟﾝｸ（各色仕切りﾎﾜｲﾄ選択可）

●仕切穴径 12.7mm 直径12.2mmチューブまで収納可能（11穴×11穴）

●サイズ 134×134×H52mm (カラー81穴ﾀｲﾌﾟを100穴へ増量 !!)

●カラー ﾌﾞﾙｰ･ｲｴﾛｰ･ｸﾞﾘｰﾝ･ﾋﾟﾝｸ（各色仕切りﾎﾜｲﾄ選択可）

●仕切穴径 12.7mm 直径12.2mmチューブまで収納可能（10穴×10穴）

1.5/2.0ml用

1.5/2.0ml用

1.5/2.0ml用

1.5/2.0ml用

1.5/2.0ml用

1.5/2.0ml用

1.5/2.0ml用

1.5/2.0ml用

1.5/2.0ml用

• 各商品10個単位でお好きな色をお選びください。同色10個単位となります。40個入りの場合、最大４色選べます。

• 仕切りホワイトをご注文のお客様は外箱のカラーをお選び下さい。

• ※注 (64)(65)(66) 9穴商品は15個単位となります。 ※カラータイプは防水撥水効果はございません（耐冷紙を使用）
カラータイプ



防水９６穴（1.5/2.0ml用） 防水１０穴（1.5/2.0ml用） ※15個、30個、60個入りです

73 \780/個　 1,200円引 76 \480/個　 1,050円引

74 \690/個　 4,200円引 77 \400/個　 4,500円引

75 \590/個 12,400円引 78 \350/個 12,000円引

防水９６穴（0.2ml PCRチューブ用） 防水１００穴（0.5/0.6mlサンプリングチューブ用）

・仕切りカラーは同色10個単位です。
・10個単位でお好きな色をお選び下さい。
・8連、12連PCRチューブはキャップをセットした状態で収納できます。

79 \630/個　  500円引 82 \700/個　  500円引

80 \520/個　3,200円引 83 \570/個　 3,600円引

81 \450/個　9,200円引 84 \490/個 10,400円引

防水1６穴（50ml遠心・自立型チューブ用） 防水３６穴（15ml遠心チューブ用）

※8個､16個､32個入りです ※8個､16個､32個入りです

85 \900/個　 2,400円引 88 \920/個　 2,440円引

86 \820/個　 6,080円引 89 \840/個　 6,160円引

87 \720/個 15,360円引 90 \740/個 15,520円引

※ご注文は必ずお取引されている業者様へお問い合わせ下さいませ。

ユーザー名のご記入にご協力下さいますようお願い致します。
●北海道・沖縄本島は送料1,000円、離島等は別途送料のご負担がございます。お問い合わせ下さい。

●キャンペーン商品のため、ご購入後の返品はお受け致しかねます。

●表示サイズは目安です。実寸と異なる場合がございます。

●表示価格に消費税は含まれておりません。

●キャンペーンは予告なく終了する場合がございます。

●製品の仕様等は予告なく変更する場合がございます。

32個入 CP500.16.32 ¥38,400 \23,040 32個入 CP150.36.32 ¥39,200 \23,680

8個入 CP500.16.8 ¥9,600 \ 7,200 8個入 CP150.36.8 ¥9,800 \ 7,360
16個入 CP500.16.16 ¥19,200 \13,120 16個入 CP150.36.16 ¥19,600 \13,440

¥30,000 \19,600

持ち易く、作業し易いサイズです! 持ち易く、作業し易いサイズです!

入数 品番 定価 ｷｬﾝﾍﾟｰﾝ特別価格 送料無料！！

40個入 CP2.96.40 ¥27,200 \18,000 40個入 CP5.100.40

入数 品番 定価 ｷｬﾝﾍﾟｰﾝ特別価格 送料無料！！

10個入 CP2.96.10 ¥6,800 ¥6,300 10個入 CP5.100.10 ¥7,500 \ 7,000
20個入 CP2.96.20 ¥13,600 \10,400 20個入 CP5.100.20 ¥15,000 \11,400

整理しやすいコンパクトなサイズです

入数 品番 定価 ｷｬﾝﾍﾟｰﾝ特別価格 送料無料！！ 入数 品番

40個入 CP20.96.40 ¥36,000 \23,600 60個入 CP20.10.60

定価 ｷｬﾝﾍﾟｰﾝ特別価格 送料無料！！

20個入 CP20.96.20 ¥18,000 \13,800 30個入 CP20.10.30 ¥16,500 \12,000
¥33,000 \21,000

品番 定価 ｷｬﾝﾍﾟｰﾝ特別価格 送料無料！！

10個入 CP20.96.10 ¥9,000 \ 7,800 15個入 CP20.10.15

入数 品番 定価 ｷｬﾝﾍﾟｰﾝ特別価格 送料無料！！ 入数

¥8,250 \ 7,200

合同会社MIC(エムアイシー)

兵庫県尼崎市潮江1-4-2-1103

TEL:06-6480-9490

お気軽にご相談くださいませ。

たくさんの特注品のお問い合わせをいただき

ありがとうございます。

これからも皆様のおちからになれるよう企業努

力に努めます。今後とも宜しくお願い致します。

●サイズ 176×120×H51mm（12穴×8穴）

●仕切カラー グレー

●仕切穴径 14mm 直径13.5mmチューブまで収納可能

●サイズ 79×45×H51mm（5穴×2穴）

●仕切カラー ライム

●仕切穴径 14mm 直径13.5mmチューブまで収納可能

●サイズ 118×118×H38mm（10穴×10穴）

●仕切カラー ｵﾚﾝｼﾞ

●仕切穴径 11mm 直径10.5mmチューブまで収納可能

●サイズ 147×147×H127mm

●仕切タイプ 紙製・二重折（4穴×4穴）

●仕切カラー ホワイト

●仕切穴径 34mm

●サイズ 147×147×H127mm

●仕切タイプ 紙製・二重折（6穴×6穴）

●仕切カラー ホワイト

●仕切穴径 23mm

06-6480-5985
E-mail：mic@mic-bio.com

http://mic-bio.com/

○当社の全商品は貼り箱タイプなので品質も良く耐久性に優れています。

○仕切り穴寸広め！比較的ゆったりとチューブを収納できます。(一部対象外あり)

○材質はボックス、仕切りともに全て紙製です。

○全ての商品は国内で製造しております。

○全商品送料無料です。
※北海道・沖縄本島は送料1,000円、離島は別途ご負担がございます。

その他商品も多数揃えております。

詳しくはホームページにてご確認ください。http://mic-bio.com/

特注品承っております

両サイドに隙間がありチューブの出し入れ

も簡単です。コンパクトサイズ!!

フリーザー内の空きスペースに最適!!

フタが大きめのサンプリングチューブに!

ご注文はFAXでのみお受け致しております

小輸送に

便利!!

両サイドに

フチあり

●サイズ

128×91×H30mm

（12穴×8穴）

●仕切

タイプ：紙製二重折

カラー：ピンク・イエロー

●仕切穴径 7mm

F
A
X

在庫限り!!

・防水撥水対応(箱外面のみ）の特殊な貼り紙を使用し耐久性に優れています。

・鉛筆・油性ペンでの書き込みが可能です（防水撥水効果のため水性ペンは使用できません）防水撥水

※定価は2023年1月からの新定価で掲載しております。


