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頁 製品コード 品　　　名　・　型　　　番
27 12-3011-20～24 フリーザー　LABシリーズ

27 12-3011-28 フリーザー　180L / SFS180A

28 12-3011-30～34 フリーザー　PROシリーズ

28 12-3011-30～32 フリーザー　PROシリーズ　PRO11/PRO21/PRO31

28 12-3011-33～34 フリーザー　PROシリーズ　PRO41/PRO60

55 36-3005-03～04 保管庫　No.336N/No.338N

89 10-1600-60 作業カート / FPC2-2

89 10-1600-61 作業ワゴン / WCLP-4-P

89 10-1600-62 作業カート / WCL-3-P

89 10-1600-63 作業ワゴン / WC-3-P

90 10-1600-70～76 作業ワゴン

90 10-1606-40 キャビトレーワゴン / TKC-4V5本体

90 10-1606-41～46 キャビトレーワゴン（トレー）

90 10-1606-50～53 キャビトレーワゴン（仕切板）

90 10-1606-54 キャビトレユニット / TKY-5TR
107 10-1408-30～56 スーパーエレクタープロ　PR18型/PR24型

169 12-0623-01 ホモジナイザー / T10ベーシック

199 12-0304-10～11 小型薬注タンク用撹拌機　HJP-8940A-6/HJP-8940B-6

199 12-0304-12 小型薬注タンク用撹拌機 / HJP-8940A-15

199 12-0304-13 小型薬注タンク用撹拌機 / HJP-8940B-15

199 12-0304-14 小型薬注タンク用撹拌機 / HJP-8940A-29

199 12-0304-15 小型薬注タンク用撹拌機 / HJP-8940B-29

199 12-0304-16 小型薬注タンク用撹拌機 / HJP-8940-6AV

199 12-0304-17～18 小型薬注タンク用撹拌機　HJP-8960A-6/HJP-8960B-6

199 12-0304-19～20 小型薬注タンク用撹拌機　HJP-8960A-15/HJP-8960B-15

199 12-0304-19 小型薬注タンク用撹拌機 / HJP-8960A-15

199 12-0304-20 小型薬注タンク用撹拌機 / HJP-8960B-15

199 12-0304-21～22 小型薬注タンク用撹拌機　HJP-8960A-29/HJP-8960B-29

取扱中止

¥108,000

価格改定：

取扱中止

¥109,000 ⇒ ¥108,000

価格改定： ¥189,800 ⇒

取扱中止

価格改定： ¥107,000 ⇒ ¥104,000

羽根訂正： 3枚ﾌﾟﾛﾍﾟﾗ×120　⇒　3枚ﾌﾟﾛﾍﾟﾗ×160
段数（翼）訂正：　2　⇒　1

羽根訂正： 2枚パドル×280　⇒　2枚パドル×250
段数（翼）訂正：　1　⇒　2

羽根訂正： 2枚パドル×320　⇒　2枚パドル×280
段数（翼）訂正：　1　⇒　2

取扱中止

取扱中止

価格改定： ¥107,000 ⇒ ¥104,000

価格改定： ¥109,000 ⇒

モデルチェンジ（仕様詳細はお問い合わせ下さい）
後継機種： フリーザー　168L / SFS176T ￥200,000

冷却性能訂正　⇒　-65℃（周囲温度30℃無負荷）

冷却性能訂正　⇒　-65℃（周囲温度28℃無負荷）

温度制御範囲訂正　⇒　-30℃～-65℃
温度表示訂正　⇒　デジタル表示　1℃単位

¥118,000

¥183,000

■テラオカ総合カタログ№1100　改正表　29

変　更　箇　所

価格改定： ¥123,000 ⇒ ¥118,000

段数（翼）訂正：　1　⇒　2

価格改定：

温度表示訂正　⇒　デジタル表示　1℃単位

廃番

取扱中止

取扱中止

取扱中止

取扱中止

改正表No.27の再訂正
貼付表の10-1408-41の価格表記訂正 ⇒ ￥4,000

¥124,000 ⇒ ¥118,000

価格改定： ¥124,000 ⇒
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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　29

変　更　箇　所
199 12-0304-21 小型薬注タンク用撹拌機 / HJP-8960A-29

199 12-0304-22 小型薬注タンク用撹拌機 / HJP-8960B-29

199 12-0304-23 小型薬注タンク用撹拌機 / HJP-8960-6AV

199 12-0304-24 小型薬注タンク用撹拌機 / HJP-8990A-6

199 12-0304-25 小型薬注タンク用撹拌機 / HJP-8990B-6

199 12-0304-28 小型薬注タンク用撹拌機 / HJP-8990A-29

199 12-0304-29 小型薬注タンク用撹拌機 / HJP-8990B-29

199 12-0304-30 小型薬注タンク用撹拌機 / HJP-8990-6AV

200 12-0303-50 薬注タンク用可搬式撹拌機 / KP-4040A

200 12-0303-51 薬注タンク用可搬式撹拌機 / KP-4040B

200 12-0303-52～53 薬注タンク用可搬式撹拌機　KP-4060A/KP-4060B

200 12-0303-52 薬注タンク用可搬式撹拌機 / KP-4060A

200 12-0303-53 薬注タンク用可搬式撹拌機 / KP-4060B

200 12-0303-54 薬注タンク用可搬式撹拌機 / KP-4090A

200 12-0303-55 薬注タンク用可搬式撹拌機 / KP-4090B

200 12-0303-56 薬注タンク用可搬式撹拌機 / KP-4001A

200 12-0303-57 薬注タンク用可搬式撹拌機 / KP-4001B

200 12-0303-58 薬注タンク用可搬式撹拌機 / KP-4002A

200 12-0303-59 薬注タンク用可搬式撹拌機 / KP-4002B

200 12-0303-60 薬注タンク用可搬式撹拌機 / KP-4003

200 12-0303-61 薬注タンク用可搬式撹拌機 / KP-4004

231 12-8601-51 アスピレーター / SP20

231 12-8601-52 アスピレーター / SP30

231 12-8601-53 アスピレーター / SP40

232 12-8000-04 オールフッ素樹脂真空ポンプ / N810FT.18

232 12-8000-05 オールフッ素樹脂真空ポンプ / N820FT.18

232 12-8000-06 オールフッ素樹脂真空ポンプ / N840FT.18

236 12-8201-21 ケミカルハンディポンプ / MH-55N

236 12-8201-22 ケミカルハンディポンプ / MH-55NS

236 12-8201-24 ケミカルハンディポンプ / MH-105A

237 12-8201-31 ケミカルハンディポンプ（コードレス）/ MH-5TR

237 12-8201-32 ケミカルハンディポンプ（コードレス）/ MH-21NR

237 12-8201-33 ケミカルハンディポンプ（コードレス）/ MH-316MR

238 12-8201-41 ケミカルハンディポンプ / MH-107

238 12-8201-42 ケミカルハンディポンプ / MH-107A

238 12-8201-43 ケミカルハンディポンプ / MH-107D

238 12-8201-45 ケミカルハンディポンプ / MH-108A

238 12-8201-46 ケミカルハンディポンプ / MH-108D

239 12-8201-61 ケミカルハンディミニ / MH-21N

239 12-8201-62 ケミカルハンディミニ / MH-316M

239 12-8201-63 ケミカルハンディミニ / MH-316MF

264 12-2501-41 ファイバースコープ専用保管庫 / DM-FS-4

264 12-2501-46 殺菌器付ファイバースコープ専用保管庫 / DM-FSA-4

276 12-7801-01 ポシュリー・アルファー1　（4kg）

276 12-7801-04 ポシュリー・シェーター400　（4kg）

353 14-3300-84 電子天びん / TXB222L

353 14-3300-87 電子天びん / TXB621L

353 14-3300-88 電子天びん / TXB2201L

353 14-3300-91 電子天びん / TXB6200L

367 ー
水分計オプション　（P/N）　S321-62675
　　　　　　　 　　　　（品名）　プリンタEP-80

価格改定： ¥134,000 ⇒ ¥131,000

価格改定： ¥211,300 ⇒ ¥203,300

¥102,000 ⇒ ¥108,000

価格改定： ¥110,000

⇒ ¥162,800

価格改定： ¥215,500 ⇒

価格改定： ¥201,000 ⇒ ¥199,000

¥104,000

¥128,000 ⇒ ¥120,000

価格改定： ¥128,000 ⇒ ¥120,000

¥255,500

プロペラ訂正：　120×2段　⇒　160×1段

価格改定： ¥108,000 ⇒ ¥113,000

価格改定：

価格改定：

型番訂正：　N810FT.18　⇒　N810FT.18EX

型番訂正：　N820FT.18　⇒　N820FT.18EX

型番訂正：　N840FT.18　⇒　N840FT.18EX

型番訂正：　MH-55N　⇒　MH-55N2

型番訂正：　MH-55NS　⇒　MH-55N2S

モデルチェンジ（仕様詳細はお問い合わせ下さい）
型番訂正：　MH-21N　⇒　MHM-21N

最大使用粘度訂正：　100cp　⇒　50cp
モーター定格訂正：　1時間　⇒　連続

¥294,000 ⇒ ¥334,000

価格改定：

価格改定：

価格改定： ¥98,000 ⇒ ¥96,000

最大使用粘度訂正：　100cp　⇒　50cp
価格改定：　￥227,900　⇒　￥232,900

価格改定： ¥124,000 ⇒ ¥122,000

価格改定： ¥124,000 ⇒ ¥122,000

価格改定： ¥134,000 ⇒ ¥131,000

モデルチェンジ（仕様詳細はお問い合わせ下さい）
型番訂正：　MH-5TR　⇒　MHM-5TR

モデルチェンジ（仕様詳細はお問い合わせ下さい）
型番訂正：　MH-21NR　⇒　MHM-21NR

モデルチェンジ（仕様詳細はお問い合わせ下さい）
型番訂正：　MH-316MR　⇒　MHM-316MR

価格改定： ¥184,300 ⇒ ¥189,300

モデルチェンジ（仕様詳細はお問い合わせ下さい）
型番訂正：　MH-316M　⇒　MHM-316M

¥157,800

モデルチェンジ（仕様詳細はお問い合わせ下さい）
型番訂正：　MH-316MF　⇒　MHM-316MF

消費電力訂正：　210　⇒　84

価格改定： ¥96,000 ⇒ ¥92,000

表記訂正　⇒　（P/N）　S321-73900-11
　　　　　　　⇒　（品名）　プリンタEP-100

廃番

廃番

廃番

廃番

価格改定： ¥102,000 ⇒ ¥109,000

価格改定： ¥99,000 ⇒

消費電力訂正：　110　⇒　101

消費電力訂正：　100　⇒　76

輸送費マーク追記（別途送料要）

輸送費マーク追記（別途送料要）

価格改定： ¥213,000 ⇒ ¥246,000

価格改定： ¥112,000 ⇒ ¥120,000

価格改定： ¥153,000 ⇒ ¥158,000

¥103,000 ⇒ ¥109,000

価格改定： ¥120,000

廃番

廃番

⇒ ¥125,000

価格改定：

⇒ ¥114,000
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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　29

変　更　箇　所

367 ー
水分計オプション　（P/N）　S321-62675-10
　　　　　　　　 　　　（品名）　プリンタEP-90

402 14-1511-30 高性能アイルーペ　20倍 / P-20

402 14-1511-31 高性能アイルーペ　30倍 / P-32

402 14-1514-10 デスクルーペ / P-35N

403 14-1513-18 手持ちルーペ　15倍 / RK-20

403 14-1513-19 手持ちルーペ　5倍 / RK-5

403 14-1513-20 手持ちルーペ　10倍 / RK-28

403 14-1513-21 手持ちルーペ　4倍 / RK-65

437 ー 遠心機アダプタ　（アダプタコード）　055-1280

439 19-0101-21 マイクロ遠心機 / 1-16

440 19-0110-05 小型遠心機 / CMF-1000

440 19-0110-06 小型遠心機 / CMF-2000

453 20-3465-51 テルモシリンジ　針付 / SS-02LZ2116V

460 20-3503-38 エッペンドルフ　コンビチップアドバンス　50mL （25本×4箱）

462 20-3504-07 エッペンドルフ　epTIPSｽﾀﾝﾀﾞｰﾄﾞ　0.5～2.5mL (500本)

462 20-3504-36 エッペンドルフ　epTIPSﾘﾛｰﾄﾞ　0.5～2.5mL (48本x10ﾄﾚ-)

462 20-3504-46 エッペンドルフ　epTIPSｾｯﾄ　0.5～2.5mL (BOX+48x5ﾄﾚ-)

462 20-3504-65 エッペンドルフ　epTIPSﾗｯｸ　0.5～2.5mL (48本x5ﾗｯｸ)

462 20-3504-77 エッペンドルフ　epTIPSﾎﾞｯｸｽ　0.5～2.5mL (BOX+48本)

476 20-3402-01～04 電動ピペッター　ピペットコントローラー

476 20-3403-20～24 ピペットボーイアキュ2

476 20-3403-23 ピペットボーイアキュ2　ブルー / 21000-20

476 20-3403-24 ピペットボーイアキュ2　クリア / 21000-30

485 20-3301-54
20-3302-10～11

ポリスポイト

545 20-4980-20 ステンレスボールクランプ / B-12

545 20-4980-21 ステンレスボールクランプ / B-18

545 20-4980-22 ステンレスボールクランプ / B-22

545 20-4980-23 ステンレスボールクランプ / B-28

551 22-1003-30 電子着火式バーナー / フェーゴSCS　ベーシック

551 22-1003-31 電子着火式バーナー / フェーゴSCS

551 22-1003-32 電子着火式バーナー / フェーゴSCS　プロ

551 22-1003-33 ガスカートリッジアダプターCV360用

551 22-1003-34 ガスカートリッジアダプターCP250用

551 22-1003-35 ガスカートリッジ　CV360　（10本）

551 22-1003-40 電子着火式バーナー / フレーム100

551 22-1003-41 フレーム100用ガスカートリッジアダプター

551 22-1003-42 ガスカートリッジ　CV360　（10本）

551 22-1003-44 プラスチック製フットペダル

788 24-0202-60～64 ピストン缶

788 24-0204-70～75 丸底プラツボ

798 12-3510-10～11 ポリシーラー　P-200/PC-200

798 12-3510-20～21 ポリシーラー　P-300/PC-300

798
12-3510-13
12-3510-23

フッ素樹脂シート　20本入

798 12-3504-20～33 フッ素樹脂シート

831 24-0201-40～41 B点容器

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： ¥3,800 ⇒ ¥3,980

価格改定： ¥2,600 ⇒ ¥2,700

価格改定： ¥3,800 ⇒ ¥3,980

価格改定： ¥8,500 ⇒ ¥9,000

取扱中止

2017/9/21より価格改定：

⇒ ¥7,000

価格改定： ¥20,000 ⇒ ¥22,000

¥22,000

型番訂正：　CMF-1000　⇒　CFM-1000

容量範囲変更： 0.5～2.5mL　⇒　0.25～2.5mL

容量範囲変更： 0.5～2.5mL　⇒　0.25～2.5mL

価格改定： ¥17,800 ⇒ ¥17,900

¥20,000 ⇒

¥720 ⇒ ¥1,050
2017/9/21より価格改定： ¥920 ⇒ ¥1,100
2017/9/21より価格改定： ¥1,100 ⇒ ¥1,450

輸送費マーク追記（別途送料要）

輸送費マーク追記（別途送料要）

輸送費マーク追記（別途送料要）

輸送費マーク追記（別途送料要）

本体寸法訂正　⇒　W310×D72×H180mm

本体寸法訂正　⇒　W430×D82×H240mm

型番訂正：　CMF-2000　⇒　CFM-2000

価格改定：

品名訂正：　フッ素樹脂シート　20本入
　　　　　⇒　フローガラスシート　20枚入

¥6,000

価格改定：

価格改定：

容量範囲変更： 0.5～2.5mL　⇒　0.25～2.5mL

容量範囲変更： 0.5～2.5mL　⇒　0.25～2.5mL

容量範囲変更： 0.5～2.5mL　⇒　0.25～2.5mL

¥30,000 ⇒ ¥32,000

価格改定： ¥12,000 ⇒ ¥13,000

価格改定：

　　　　　　２０１７ 年　　８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

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

価格改定：

¥87,000 ⇒ ¥92,000

品名訂正　⇒　フローガラスシート

⇒ ¥52,000

製品コード変更：　22-1003-42　⇒　22-1003-35
※22-1003-35と同一の為、統合。￥13,000

¥49,000

表記削除　⇒　●1回の充電・・・・可能です。
表記削除　⇒　●ニッケル水素・・・・が可能。
表記訂正： ●1～50mLの・・ ⇒ ●1～100mLの・・
電池変更　⇒　ﾘﾁｳﾑｲｵﾝﾊﾞｯﾃﾘｰ 7.4V / 550mAh

廃番

型番訂正：　21000-20　⇒　21000-30

型番訂正：　21000-30　⇒　21000-50

価格改定： ¥119,000 ⇒ ¥125,000

価格改定：

価格改定： ¥7,600 ⇒ ¥7,980

2017/9/21より価格改定： ¥1,350 ⇒ ¥1,650

¥104,000 ⇒ ¥110,000

型番訂正：　P-20　⇒　P-20N
価格改定：　￥18,000　⇒　￥19,800

型番訂正：　P-32　⇒　P-32N
価格改定：　￥28,000　⇒　￥29,800

表記訂正　⇒　（P/N）　S321-73900-12
　　　　　　　⇒　（品名）　プリンタEP-110
価格改定：　￥85,000　⇒　￥89,000

表記訂正：　￥21,200/4コ　⇒　￥10,600/2コ

最高回転数訂正：　15000rpm　⇒　20000rpm


