
  
 

2023年 2月吉日 

代理店各位 

 

ユーロフィンジェノミクス株式会社 

マーケティング課 

 

オリゴ DNA合成 価格改定のお知らせ 
 

拝啓 

 

 

平素は格別のご高配を賜り厚くお礼申し上げます。 

昨今、世界的に原材料が高騰し、今後も厳しい状況が続く見込みとなっております。 

 

弊社といたしましても、コストの高騰を吸収すべく様々な努力を重ねてまいりましたが、これ以上企業努

力のみで現行価格を維持することが困難な状況となりました。 

 

つきましては、まことに不本意ではございますが、2023年 3月 1日より、弊社のオリゴ関連製品の価格

改定を実施させていただくことになりました。 

また、個別のお客様の価格についても見直させていただく予定です。こちらについては別途ご連絡申し

上げます。 

今後も品質の維持に努めてまいりますので何卒ご理解賜りますようお願い申し上げます。 

 

詳細につきましては弊社営業担当者までお問い合わせください。 

今後ともユーロフィンジェノミクス株式会社のお引き立てをよろしくお願いいたします。 

                                       敬具 

 

記 

 

価格改定日:  2023年 3月 1日より (2/28 20:00以降のオーダーより適用) 

 

対象製品：   オリゴ DNA合成関連サービス 

PCReady, スタンダードオリゴ、HTSオリゴ、ラージスケールオリゴ合成、 

オリゴ修飾料金およびリアルタイム PCR用プローブ 

以上 
 

 



  
 

価格改定サービスの一例 
 

オリゴ合成 

 

・スタンダード 

 
 

・精製料金 

 
 

・ラージスケール 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

製品名 スケール(精製) 現行価格 改定後価格 単位
PCReady ¥880 ¥980 /本

スタンダードオリゴ 10 nmol (Salt Free) ¥40 ¥50 /base

スタンダードオリゴ 10 nmol (OPC) ¥40 ¥50 /base

スタンダードオリゴ 50 nmol (Salt Free) ¥60 ¥70 /base

スタンダードオリゴ 50 nmol (OPC) ¥60 ¥70 /base

スタンダードオリゴ 50 nmol (HPLC) ¥60 ¥70 /base

HTSオリゴ 10 nmol (Salt Free) ¥10 ¥12 /base

HTSオリゴ 10 nmol (OPC) ¥12 ¥15 /base

HTSオリゴ 50 nmol (Salt Free) ¥18 ¥20 /base

HTSオリゴ 50 nmol (OPC) ¥20 ¥23 /base

精製料金 現行価格 改定後価格
Salt Free ¥0 ¥0

OPC 10 nmol ¥500 ¥600

OPC 50 nmol ¥800 ¥1,000

HPLC 50 nmol ¥4,000 ¥5,000

PAGE ¥6,000 ¥10,000

5 mg ¥16,000 ¥20,000 ¥45,000 ¥52,000

10 mg ¥28,000 ¥32,000 ¥48,000 ¥56,000

30 mg ¥38,000 ¥45,000 ¥60,000 ¥70,000

50 mg ¥43,000 ¥50,000 ¥92,000 ¥110,000

100 mg ¥78,000 ¥90,000 ¥148,000 ¥180,000

精製方法

OPC(10-100mer)

Salt-Free (10-49mer)
保証収量 HPLC (10-100mer)



  
 

オリゴ修飾料金 

 

 
 

 

リアルタイム用プローブ 

・MGB プローブ 

5, 20 nmolに関しては今回の価格変更はありません 

 

 
 

・その他標識プローブ 

 

 

名称 (部位) 現行価格 改定後価格 名称 (部位) 現行価格 改定後価格

混合塩基 (any) 通常DNA合成と同価格 通常DNA合成と同価格 BHQ1 (3') ¥10,000 ¥12,000

Deoxyinosine (5'/3'/Int) ¥1,500 ¥1,800 BHQ2 (3') ¥10,000 ¥12,000

Deoxyuridine (5'/3'/Int) ¥3,000 ¥3,000 BHQ3 (3') ¥15,000 ¥18,000

アミノ化 (5') ¥4,000 ¥5,000  Rox (5') ¥20,000 ¥23,000

アミノ化 (3') ¥4,000 ¥5,000  Rox (3') ¥20,000 ¥23,000

リン酸化 (5') ¥5,000 ¥6,000  TexasRed (5') ¥15,000 ¥18,000

リン酸化 (3') ¥5,000 ¥6,000  TexasRed (3') ¥15,000 ¥18,000

ビオチン化 (5'/Int) ¥7,000 ¥8,000  JOE (5') ¥20,000 ¥23,000

ビオチン化 (3') ¥7,000 ¥8,000  JOE (3') ¥20,000 ¥23,000

ジゴキシゲニン ※ (5') ¥15,000 ¥20,000  TAMRA (5') ¥10,000 ¥12,000

チオール(C6) (5') ¥15,000 ¥15,000  Dabcyl (5') ¥15,000 ¥18,000

S-oligo (Internal) ¥300 ¥400  Azido (5') ¥15,000 ¥18,000

6-FAM (3') ¥8,000 ¥9,000  Azido (3') ¥15,000 ¥18,000

6-FAM (5') ¥8,000 ¥9,000  DBCO (5') ¥20,000 ¥23,000

HEX (5') ¥8,000 ¥9,000  DBCO (3') ¥20,000 ¥23,000

TET (5') ¥8,000 ¥9,000  Alkyne (5') ¥20,000 ¥23,000

Cy3 (5') ¥13,000 ¥15,000  Alkyne (3') ¥20,000 ¥23,000

Cy5 (5') ¥13,000 ¥15,000  FITC (5') ¥20,000 ¥23,000

TAMRA (3') ¥8,000 ¥9,000  FITC (3') ¥20,000 ¥23,000

MGBプローブ 現行価格 改定後価格
5’/3’標識蛍光色素 5 nmole 20 nmole

5' FAM - 3' MGB-Eclipse ¥30,000 ¥40,000 ¥67,500 ¥75,000

5' HEX - 3' MGB-Eclipse ¥30,000 ¥40,000 ¥67,500 ¥75,000

5' Yakima Yellow - 3' MGB-Eclipse ¥30,000 ¥40,000 ¥67,500 ¥75,000

40 nmole

価格改定無し

Quick LCダブル標識プローブ

(OPC精製)

5’/3’標識蛍光色素 現行価格 改定後価格
5' FAM - 3' TAMRA ¥16,800 ¥17,000

5' HEX - 3' TAMRA ¥16,800 ¥17,000

5' TET - 3' TAMRA ¥16,800 ¥17,000

ダブル標識プローブ
(HPLC精製)

5' FAM - 3' TAMRA ¥20,000 ¥22,000

5' HEX - 3' TAMRA ¥20,000 ¥22,000

5' TET - 3' TAMRA ¥20,000 ¥22,000

5' FAM - 3' BHQ1 ¥20,000 ¥22,000

5' HEX - 3' BHQ1 ¥20,000 ¥22,000

5' TET - 3' BHQ1 ¥20,000 ¥22,000

5' HEX - 3' BHQ2 ¥20,000 ¥22,000

5' Cy3 - 3' BHQ2 ¥30,000 ¥33,000

5' Cy5 - 3' BHQ2 ¥30,000 ¥33,000

5' Cy5 - 3' BHQ3 * ¥30,000 ¥33,000


