
揃

　近年は、ホームページやデータベースの電子媒体での情報発信が増えています。データ

更新の容易さ、一度に多くの利用者へ情報を発信できることなど、電子媒体の利便性は疑

いようもありません。一方、本カタログのような紙媒体も、全体を簡単に把握できること、膨大

なデータを繰り返し参照、閲覧することが容易なこと等、情報発信の一翼を担っており、寄

託者の皆様、利用者の皆様を繋ぐ情報源であると考えております。 

平成 24 年 4 月
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ISO9001 認証取得、 品質管理に対する取り組みについて
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In publishing the research results to be obtained by use of the 
BIOLOGICAL RESOURCE, an acknowledgment to the 
DEPOSITOR is requested. 

In publishing the research results obtained by use of the 
BIOLOGICAL RESOURCE, a citation of the following 
literature(s) designated by the DEPOSITOR is requested. 

The availability of the BIOLOGICAL RESOURCE is limited 
to a RECIPIENT of a not-for profit organization for a 
not-for-profit research. 

Prior to requesting the BIOLOGICAL RESOURCE, the 
RECIPIENT must obtain approval from the DEPOSITOR 
using the Approval Form. 

For use of the BIOLOGICAL RESOURCE by a for-profit 
institution, the RECIPIENT must reach agreement on terms 
and conditions of use of it with DEPOSITOR and must obtain 
a prior written consent from the DEPOSITOR. 

RECIPIENT must contact the DEPOSITOR in the case of 
application for any patents or commercial use based on the 
results from the use of the BIOLOGICAL RESOURCE. 
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http://www.brc.riken.jp/lab/animal/info/method.shtml#2
http://www.brc.riken.jp/lab/epd/order/order.shtml
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細胞材料開発室 http://www.brc.riken.jp/lab/cell/distribution/cell_order.shtml
遺伝子材料開発室 http://dna.brc.riken.jp/ja/teikyo.html 

微生物材料開発室 http://www.jcm.riken.jp/JCM/Ordering_J.shtml 
ご不明な点は各開発室あてにお問い合わせ下さい。 

 

○提供手数料について 

当センターの事業は、我が国の知的基盤整備の重要性を踏まえて、収集、保存にかか

る費用は国からの運営費交付金によりまかなわれています。公開を前提とした研究開発に

バイオリソースを利用する皆様には、提供にかかる費用（提供依頼を受けてから発生する

費用：梱包費や送料など）のみを、手数料としてご負担していただいております。尚、提供

手数料の徴収により、当センターが利益を得ているものではないことを申し添えます。各リ

ソースの提供手数料については、以下のホームページをご覧下さい。 

提供手数料一覧 http://www.brc.riken.jp/inf/distribute/kakaku.shtml 
実験動物  http://www.brc.riken.jp/inf/distribute/kakaku.shtml#animal 
実験植物  http://www.brc.riken.jp/inf/distribute/kakaku.shtml#plant 
細胞材料  http://www.brc.riken.jp/inf/distribute/kakaku.shtml#cell 
遺伝子材料  http://www.brc.riken.jp/inf/distribute/kakaku.shtml#dna 

微生物材料  http://www.brc.riken.jp/inf/distribute/kakaku.shtml#JCM

5. バイオリソースの品質管理に対する取り組みについて 

バイオリソースご利用の皆様の実験の再現性を確保するために、当センターのバイオリ

ソースは、厳重な品質管理のもと、保存・維持し、高品質のバイオリソースの提供を行って

います。どうぞご安心してご利用のほどお願いいたします。当センターでは、各バイオリソ

ースに応じて品質検査等を定期的に実施しモニタリングを行っています。 

6. ISO9001 取得、品質管理に対する取り組みについて 

細胞材料と微生物材料につきましては、ISO 9001 の認証を 2007 年 8 月に取得し各開

発室では国際標準を遵守した品質マネジメントシステムを構築し、世界最高水準の材料を

提供しています。 

バイオリソースセンターが取り 

扱うバイオリソースの中で、 

「細胞材料」と「微生物材料」 

は基礎から応用研究へ繋ぐ 

橋渡し研究領域(トランスレー 

ショナルリサーチ領域) におい 
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技術研修参加ご希望の方は、 当センターのホームページ （http://www.brc.riken.jp/inf/

kensyu/） をご覧下さい。  

観点から ISO9001 認証を取得しました。
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RIKEN BRC 

Materials and Methods

was provided by 
the RIKEN BRC through the National Bio-Resource Project of the MEXT, Japan.
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