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頁 製品コード 品　　　名　・　型　　　番
119 99-9999-20 リチウムイオン蓄電器 / NKC-DT1000

146
12-3301-01～05
12-3302-01～06

ベーパーシッパー・シリーズ（試料移動用）

146 12-3301-50～52 低温液化ガス容器LABシリーズ専用サイフォン

147 12-3301-20～27 生物試料保存用液体窒素容器XCシリーズ

147 12-3301-39～44 低温液化ガス容器LABシリーズ

148 12-3301-10～17 生物試料保存用液体窒素容器SCシリーズ

148 12-3399-30～33 液体窒素用台車

150 12-3303-24 サーモカットD-3001/6001用コルク栓

150 12-3303-32 ステンレス製真空断熱ウォーターバスD‐600用コルク栓

150 12-3303-33 ステンレス製真空断熱ウォーターバスD‐1500用コルク栓

169 12-0623-22 シャフトジェネレータ　S18N-10G

169 12-0623-23 シャフトジェネレータ　S18N-19G

169 12-0623-27 シャフトジェネレータ　S25N-25G

169 12-0623-28 シャフトジェネレータ　S25N-25F

231 12-8602-10 金属アスピレーターN

260 12-5711-08 スーパードライ　HEPAクリーン / SDH-1206-01

260 12-5711-09 スーパードライ　HEPAクリーン / SDH-1204-01

260 12-5711-10 スーパードライ　/ SD-1206-01

260 12-5711-11 スーパードライ　/ SD-1204-01

261 12-5711-13～16 スーパードライ（中型）

261 12-5711-15 スーパードライ（中型） / SD-502-01

271 12-2410-10 ピペット滅菌缶　P25

271 12-2410-11 ピペット滅菌缶　P30

271 12-2410-12 ピペット滅菌缶　P40

271 12-2410-13 ピペット滅菌缶　P45

271 12-2410-14 ピペット滅菌缶　P48

348 16-0301-01 ポケット糖度・濃度計（ワイドレンジ）　PAL-J

348 16-0301-02 ポケット糖度・濃度計（低・中濃度用）　PAL-1

348 16-0301-03 ポケット糖度・濃度計（高濃度用）　PAL-2

348 16-0301-04 ポケット屈折計　PAL-RI

350 16-0300-01～04 手持屈折計

350 16-0300-05～09 自動温度補正・防水機能付手持屈折計

350 16-0300-25～28 自動温度補正・防水機能付手持屈折計

393 14-1380-20 プレパラート標本箱（木製） / M-100

393 14-1380-21 プレパラート標本箱（木製） / M-50

393 14-1380-22 プレパラート標本箱（木製） / M-20

393 14-1380-24 プレパラート標本箱（木製） / 鉱物用

434 20-0790-61 白金線ホルダー（真鍮製）/ SH

434 20-0790-70 有柄針　アルミニウム柄

434 20-0790-71 有柄針　真鍮メッキ柄

463 20-3502-60 ﾀﾞｲｱﾓﾝﾄﾞﾁｯﾌﾟ　D10 Tipack（96×10ﾎﾞｯｸｽ）/ D10T

463 20-3502-61 ﾀﾞｲｱﾓﾝﾄﾞﾁｯﾌﾟ　D200 Tipack（96×10ﾎﾞｯｸｽ）/ D200T

463 20-3502-62 ﾀﾞｲｱﾓﾝﾄﾞﾁｯﾌﾟ　D300 Tipack（96×10ﾎﾞｯｸｽ）/ D300T

463 20-3502-63 ﾀﾞｲｱﾓﾝﾄﾞﾁｯﾌﾟ　D1000 Tipack（96×10ﾎﾞｯｸｽ）/ D1000T

463 20-3502-64 ﾀﾞｲｱﾓﾝﾄﾞﾁｯﾌﾟ　D1200 Tipack（96×10ﾎﾞｯｸｽ）/ D1200T

463 20-3502-65 ﾀﾞｲｱﾓﾝﾄﾞﾁｯﾌﾟ　D5000 Tipack（50×12ﾎﾞｯｸｽ）/ D5000T

463 20-3502-66 ﾀﾞｲｱﾓﾝﾄﾞﾁｯﾌﾟ　D10mL Tipack（30×8ﾎﾞｯｸｽ）/ D10mLT

463 20-3502-70 ﾀﾞｲｱﾓﾝﾄﾞﾁｯﾌﾟ　D10 Eco Pack（1000×10袋）/ D10V

463 20-3502-71 ﾀﾞｲｱﾓﾝﾄﾞﾁｯﾌﾟ　D200 Eco Pack（1000×10袋）/ D200V

463 20-3502-72 ﾀﾞｲｱﾓﾝﾄﾞﾁｯﾌﾟ　D300 Eco Pack（1000×10袋）/ D300V

463 20-3502-73 ﾀﾞｲｱﾓﾝﾄﾞﾁｯﾌﾟ　D1000 Eco Pack（1000×10袋）/ D1000V

463 20-3502-74 ﾀﾞｲｱﾓﾝﾄﾞﾁｯﾌﾟ　D1200 Eco Pack（1000×10袋）/ D1200V

⇒ ¥580

価格改定： ¥450 ⇒ ¥590

価格改定： ¥1,600 ⇒ ¥1,900

価格改定： ¥3,000 ⇒ ¥3,300

価格改定： ¥2,700 ⇒ ¥2,850

価格改定： ¥450 ⇒ ¥560

価格改定： ¥3,800 ⇒ ¥4,800

価格改定： ¥450

価格改定： ¥5,600 ⇒ ¥6,200

表示訂正：　　　　　　 ⇒

型番変更：　SDH-1204-01　⇒　SDH-1204-1A
(庫内湿度) 1～50％ ⇒ (最低到達湿度) 0～1％RH
消費電力： 23.1 W/h　⇒　21.3 W/h

価格改定： ¥4,200 ⇒ ¥4,600

価格改定： ¥4,600 ⇒ ¥5,200

⇒ ¥5,300

(庫内湿度) 1～50％ ⇒ (最低到達湿度) 0～1％RH

¥17,000 ⇒ ¥15,000

価格改定：

価格改定：

¥19,000

価格改定： ¥5,700 ⇒ ¥5,300

⇒ ¥18,000

¥25,000

価格改定： ¥5,200 ⇒ ¥5,300

⇒ ¥6,000

⇒ ¥1,100

価格改定： ¥5,900 ⇒ ¥6,200

価格改定： ¥21,000 ⇒ ¥20,000

⇒ ¥98,000

2016/5/1より価格改定： ¥900

型番変更：　SD-502-01　⇒　SD-502-1A
消費電力： 16.1 W/h　⇒　14.8 W/h

¥5,000

価格改定： ¥5,300 ⇒ ¥5,000

価格改定： ¥5,300 ⇒

型番変更：　SD-1204-01　⇒　SD-1204-1A
 (庫内湿度) 1～50％ ⇒ (最低到達湿度) 0～1％RH
消費電力： 17.2 W/h　⇒　15.3 W/h

型番変更：　SDH-1206-01　⇒　SDH-1206-1A
 (庫内湿度) 1～50％ ⇒ (最低到達湿度) 0～1％RH
消費電力： 23.1 W/h　⇒　21.3 W/h

価格改定： ¥16,000 ⇒ ¥13,000

¥16,500

価格改定： ¥19,000 ⇒ ¥17,000

型番変更：　SD-1206-01　⇒　SD-1206-1A
 (庫内湿度) 1～50％ ⇒ (最低到達湿度) 0～1％RH
消費電力： 17.2 W/h　⇒　15.3 W/h

価格改定：

⇒ ¥23,000

価格改定： ¥5,700

¥2,000

価格改定： ¥6,400

取扱中止

取扱中止

取扱中止

価格改定： ¥123,000 ⇒ ¥98,000

価格改定：

取扱中止

■テラオカ総合カタログ№1100　改正表　15

変　更　箇　所

2016/5/1より価格改定： ¥1,300 ⇒ ¥1,500

2016/5/1より価格改定： ¥1,200 ⇒ ¥1,400

価格改定： ¥148,000 ⇒ ¥130,000

廃番

価格改定： ¥148,000 ⇒ ¥124,000

取扱中止

取扱中止

¥123,000

2016/5/1より価格改定： ¥1,700 ⇒

価格改定： ¥19,000 ⇒

表示訂正：　　　　　　 ⇒

表示訂正：　　　　　　 ⇒

表示訂正：　　　　　　 ⇒

表示訂正：　　　　　　 ⇒

表示訂正：　　　　　　 ⇒

表示訂正：　　　　　　 ⇒

03505 御見積

03505 御見積

03505 御見積

03505 御見積

03505 御見積

03505 御見積

03505 御見積
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頁 製品コード 品　　　名　・　型　　　番

■テラオカ総合カタログ№1100　改正表　15

変　更　箇　所
463 20-3502-80 ﾀﾞｲｱﾓﾝﾄﾞﾁｯﾌﾟ　D10 Easy Pack（200×5袋）

463 20-3502-81 ﾀﾞｲｱﾓﾝﾄﾞﾁｯﾌﾟ　D200 Easy Pack（200×5袋）

463 20-3502-82 ﾀﾞｲｱﾓﾝﾄﾞﾁｯﾌﾟ　D300 Easy Pack（200×5袋）

463 20-3502-83 ﾀﾞｲｱﾓﾝﾄﾞﾁｯﾌﾟ　D1000 Easy Pack（200×5袋）

463 20-3502-84 ﾀﾞｲｱﾓﾝﾄﾞﾁｯﾌﾟ　D1200 Easy Pack（200×5袋）

463 20-3502-86 ﾀﾞｲｱﾓﾝﾄﾞﾁｯﾌﾟ　D10mL Easy Pack（200本）

482 20-3299-20 馬蹄ビュレット挟み

486 20-3380-86 ピッペⅢ型

504 20-3022-01 PPメスシリンダー　10mL

512 22-1202-10 ニッケルルツボ　30mL本体

512 22-1202-11 ニッケルルツボ　50mL本体

512 22-1202-12 ニッケルルツボ　100mL本体

515 20-4930-20 丸底フラスコ　0.5L / MFN-5

515 20-4930-21 丸底フラスコ　1L / MFN-10

515 20-4930-22 丸底フラスコ　2L / MFN-20

515 20-4930-23 丸底フラスコ　3L / MFN-30

515 20-4930-24 丸底フラスコ　5L / MFN-50

548 22-0202-40 角ムッフ / T-1

554 22-1006-02 ブンゼン テラバーナー No.2 (プロパンガス用)

555 22-1011-15 卓上用バーナー　KSD-3 卓上

555 22-1012-15 ハンドバーナー　KSD-3 ハンド

565 20-6906-20 モスキート鉗子　直型・無鉤 / NX-51112

565 20-6906-21 モスキート鉗子　直型・有鉤 / NX-53112

565 20-6906-22 モスキート鉗子　反型・無鉤 / NX-51412

565 20-6906-23 モスキート鉗子　反型・有鉤 / NX-53412

571 20-6208-06 ピンセット(一般向) 240mm / SP-24

571 20-6208-07 ピンセット(一般向) 300mm / SP-30

571 20-6208-08 ピンセット(一般向) 360mm / SP-36

571 20-6208-09 ピンセット(一般向) 450mm / SP-45

656 30-0101-05 バイリーンマスク　X-3702　（10枚）

656 30-0101-06 バイリーンマスク　X-3762　（10枚）

711 20-4398-30 新型スピードボーラー　6本組

711 20-4398-31 新型スピードボーラー　12本組

711 20-4398-50 スピードホルダー（ガイドリング付き）

749 22-4352-06 ダクトホースN型　呼称φ45　ホース切売り（m）

750 22-4451-20 モールピンチコッククランプ / M小

750 22-4451-21 モールピンチコッククランプ / M中

750 22-4451-22 モールピンチコッククランプ / M大

754 22-4402-14 万能ホースカッター　KR-2-50

834 24-1502-30 硝子細口ねじ口瓶　白　100mL

834 24-1502-32 硝子細口ねじ口瓶　白　350mL

834 24-1502-33 硝子細口ねじ口瓶　白　500mL

834 24-1502-34 硝子細口ねじ口瓶　白　1100mL

834 24-1502-42 硝子細口ねじ口瓶　茶　350mL

834 24-1502-43 硝子細口ねじ口瓶　茶　500mL

834 24-1502-44 硝子細口ねじ口瓶　茶　1100mL

844 24-0140-28 ポリ角型瓶（ヘンペイ1ツ口）　20L

844 24-0140-29 ポリ角型瓶（ヘンペイ2ツ口）　20L

884 36-3017-01 レスキューボートベンチ / BC-309-118-5

887 35-0600-90 大判タオルぞうきん / CE-485-110

887 35-0600-94 タオルぞうきんⅡ / CE-485-010

887 35-0600-85～88 マルチファイバークロス

887 35-0600-96 MMシャインダスターL / CE-893-200

890 35-0601-24 アレルバスター　ロール3本入り / J5AB3P

891 35-0601-55 ライトダスター　NW-49 / CL-362-049

891 35-0601-56 ライトダスター　NW-69 / CL-362-069

891 35-0601-57 ライトダスター　NW-99 / CL-362-099

価格改定： ¥36,500 ⇒ ¥40,000

価格改定： ¥23,000 ⇒ ¥23,500

価格改定： ¥29,300 ⇒ ¥29,800

価格改定： ¥22,000 ⇒ ¥22,500

価格改定： ¥190 ⇒ ¥250

価格改定： ¥160 ⇒ ¥220

価格改定： ¥170 ⇒ ¥240

価格改定： ¥5,300 ⇒ ¥5,600

価格改定： ¥3,650 ⇒ ¥3,850

¥1,400

価格改定： ¥1,600 ⇒ ¥1,700

価格改定： ¥7,200 ⇒ ¥7,600

価格改定： ¥1,900 ⇒ ¥2,800

価格改定： ¥47,100 ⇒ ¥52,300

価格改定： ¥52,400 ⇒ ¥58,200

価格改定： ¥56,300 ⇒ ¥62,600

価格改定： ¥74,000 ⇒ ¥79,300

価格改定： ¥65,400 ⇒ ¥70,000

価格改定： ¥43,200 ⇒ ¥48,000

価格改定： ¥65,500 ⇒ ¥73,000

価格改定： ¥12,800 ⇒ ¥13,200

価格改定： ¥3,600 ⇒ ¥3,700

価格改定： ¥1,800 ⇒ ¥2,800

価格改定： ¥2,000 ⇒ ¥2,800

価格改定： ¥1,300 ⇒

価格改定： ¥4,400 ⇒ ¥4,800

価格改定： ¥6,700 ⇒ ¥7,100

価格改定： ¥12,000 ⇒ ¥12,400

価格改定： ¥1,800 ⇒ ¥2,800

価格改定： ¥3,500 ⇒

モデルチェンジ　※仕様詳細はお問い合わせ下さい
後継品：　X-1702 （10枚）　　￥3,400

価格改定： ￥2,000　⇒　￥2,250
（セット価格改定： ￥7,900　⇒　￥8,150）

廃番

寸法訂正　⇒　間口345/奥行190/全高420
表記削除　⇒　肩高380

寸法訂正　⇒　奥行195/全高410
表記削除　⇒　肩高380

価格改定： ¥250 ⇒ ¥260

価格改定： ¥4,100 ⇒ ¥4,200

モデルチェンジ　※仕様詳細はお問い合わせ下さい
後継品：　X-1762 （10枚）　　￥4,700

価格改定： ¥4,800 ⇒ ¥4,900

価格改定： ¥2,900 ⇒

¥3,800

追記　⇒　締付範囲： φ5～φ13mm

¥2,800

価格改定： ¥2,600 ⇒ ¥2,400

⇒

メーカー在庫限りで廃番

価格改定： ¥3,600 ⇒ ¥3,920

価格改定： ¥5,400 ⇒ ¥5,600

価格改定： ¥3,200 ⇒ ¥3,000

価格改定： ¥7,300

¥3,780

価格改定： ¥5,500 ⇒ ¥5,700

廃番

⇒ ¥7,000

価格改定： ¥4,000

廃番

価格改定： ¥2,700 ⇒ ¥2,500

表記削除　⇒　綿100％の

価格改定： ¥4,500 ⇒ ¥4,740

表記削除　⇒　綿100％使用の

表記削除　⇒　●素早く水分・・・優れています。

表記削除　⇒　吸着作用で・・・吸着します。

取扱中止
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頁 製品コード 品　　　名　・　型　　　番

■テラオカ総合カタログ№1100　改正表　15

変　更　箇　所
892 35-0602-21 キャッチハンドル　1535mm / CL-356-115

892 35-0602-40 モップ絞り器B型 / CE-441-400

893 35-0603-53 FXハンドル　アルミ伸縮柄　イエロー / CL374-1004

893 35-0603-54 FXハンドル　アルミ伸縮柄　ホワイト / CL374-1005

893 35-0603-58 FXハンドル　アルミ柄(約1380mm） イエロー / CL374-1104

893 35-0603-59 FXハンドル　アルミ柄(約1380mm） ホワイト / CL374-1105

893 35-0603-63 FXハンドル　アルミ柄(約1500mm） イエロー / CL374-1204

893 35-0603-64 FXハンドル　アルミ柄(約1500mm） ホワイト / CL374-1205

893 35-0603-73 FXハンドル用FXモップ替糸24cm イエロー / CL374-4214

893 35-0603-74 FXハンドル用FXモップ替糸24cm ホワイト / CL374-4215

894 35-0603-91 コアラコンパクトハンガー6本掛 / CE492-116

894 35-0603-92 コアラコンパクトハンガー3本掛 / CE492-013

895 35-0602-41 ニューシャークⅡモップ / CL-326-200

895 35-0602-42 ニューシャークⅡモップ　エコラーグ10枚 / CL-363-124

895 35-0602-48 吸水スポンジモップV型 / CL-844-600

895 35-0602-49 吸水スポンジモップV型　スペアスポンジ / CL-844-610

最新版の改正表は

次のところよりご確認下さい。

価格改定： ¥2,200 ⇒ ¥2,400

価格改定： ¥600 ⇒ ¥620

価格改定： ¥1,260 ⇒ ¥1,350

価格改定： ¥3,140 ⇒ ¥3,400

型番訂正： CL374-1105　⇒　CL374-1108

型番訂正： CL374-1204　⇒　CL374-1205

価格改定： ¥36,700 ⇒ ¥37,500

価格改定： ¥24,500 ⇒ ¥26,000

型番訂正： CL374-1004　⇒　CL374-1005

価格改定： ¥5,300 ⇒

廃番

¥6,000

　申し上げます。 URL 　http://www.teraoka-jp.com/user_data/revision.php

　　　　　　２０１６ 年　　４月  　２５ 日発行

　お手元のカタログに加筆修正の上、引き続きご活用の程お願い

　カタログ紙面に価格や仕様の訂正、メーカーによる価格改定があり

■弊社『総合カタログ№1100』をご利用いただき御礼申し上げます。

　ましたのでご案内いたします。
株式会社テラオカ

型番訂正： CL374-1005　⇒　CL374-1008

型番訂正： CL374-1104　⇒　CL374-1105

型番訂正： CL374-1205　⇒　CL374-1208

型番訂正： CL374-4214　⇒　CL374-4215

型番訂正： CL374-4215　⇒　CL374-4218


