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頁 製品コード 品　　　名　・　型　　　番
53 36-3005-30～53 保管庫/№545N・540N、№555N・550N、№635N・630N

54 36-3005-07～23 保管庫/№565N、560N、№360MGN、№535N・530N

55 36-3005-01～10 保管庫/№330N、336N・338N、№360N、№365N

114 12-9001-01 クラスピュア / C-1P卓上型

114 12-9001-02 クラスピュア / C-2P卓上型

114 12-9001-05 クラスピュア / C-5P

114 12-9001-06 クラスピュア / C-10P

114 12-9001-07 クラスピュア / C-5S

114 12-9001-08 クラスピュア / C-10S

114 12-9001-09 クラスピュア / C-20S

114 12-9001-10 クラスピュア / C-30S

114 12-9001-11 クラスピュア / C-40S

114 12-9001-21 クラスピュアC-2P卓上型用交換内筒カートリッジ

114 12-9001-23 クラスピュアC-2P用交換内筒カートリッジ

114 12-9001-44 クラスピュアC-5Pカートリッジ

114 12-9001-45 クラスピュアC-10Pカートリッジ

114 12-9001-46 クラスピュアC-5S予備本体

114 12-9001-47 クラスピュアC-10S予備本体

114 12-9001-48 クラスピュアC-20S予備本体

114 12-9001-49 クラスピュアC-30S予備本体

114 12-9001-50 クラスピュアC-40S予備本体

246 12-8106-35 ベローズポンプ　GS12-P6TE-50/60

246 12-8106-40 ベローズポンプ　GS14-P6TE-50/60

268 12-2002-65 消臭機能付オートクレーブ　HVN-50

268 12-2002-66 消臭機能付オートクレーブ　HVN-85

269 12-2002-60 ハイクレーブ　HV-25

269 12-2002-61 ハイクレーブ　HV-50

269 12-2002-62 ハイクレーブ　HVE-25

269 12-2002-63 ハイクレーブ　HVE-50

270 12-2001-25 ハイクレーブ　HG-50

270 12-2001-26 ハイクレーブ　HG-80

331 16-2010-40～45 pH・水質分析計　F-70シリーズ

334 16-2812-26 防水厚膜ガラス形pH電極　9615-10D

334 16-2812-27 防水厚膜微量サンプル用pH電極　9618-10D

334 16-2812-28 防水厚膜試験管用pH電極　9680-10D

334 16-2812-29 防水厚膜高粘度サンプル用pH電極　9681-10D

412 14-1590-70 集光レンズ　/　HLL101

412 14-1590-71 集光レンズ　/　HLL201

452 20-3461-64 インターチェンジャブル注射器（外筒のみ　ロック先・横口10ｍL）

453 20-3465-34 テルモシリンジ　針なし 10mL (100本)/ SS-10SZ

453 20-3465-35 テルモシリンジ　針なし 10mL (100本)/ SS-10ESZ

453 20-3465-36 テルモシリンジ　針なし 20mL (50本)/ SS-20ESZ

453 20-3465-49 テルモシリンジ　針付 10mL (100本)/ SS-10SZ2138

453 20-3465-50 テルモシリンジ　針付 10mL (100本)/ SS-10SZ2232

509 24-1510-20 分解瓶　50mL

509 24-1510-21 分解瓶　100mL

509 24-1510-22 分解瓶　100mLロング

536 22-0155-01 テラプレート　H型

536 22-0155-02 テラプレート　Y型

544 22-0242-40 フリーアーム

552 22-1003-04（新規） オートバーナー　K-50EPF (ガス種：プロパン)

641 30-0698-10 ケミカルスーツ　CS-１LL

641 30-0698-11 ケミカルスーツ　CS-１L

641 30-0698-12 ケミカルスーツ　CS-１M

641 30-0698-15 ケミカルスーツ　CS-7LL

641 30-0698-16 ケミカルスーツ　CS-7L

641 30-0698-17 ケミカルスーツ　CS-7M

廃番

廃番

価格改定： ¥1,200 ⇒ ¥1,500

価格改定： ¥1,200 ⇒ ¥1,500

寸法訂正： W260×D420mm　⇒　W254×D410mm

価格改定： ¥240,000 ⇒ ¥207,000

価格改定： ¥294,000 ⇒ ¥253,000

価格改定： ¥476,000 ⇒ ¥496,000

¥680,000 ⇒ ¥700,000

価格改定： ¥965,000

価格改定： ¥105,000 ⇒ ¥92,000

価格改定： ¥170,000 ⇒ ¥152,000

価格改定： ¥66,000 ⇒ ¥53,000

価格改定： ¥74,000 ⇒ ¥67,000

価格改定： ¥39,000 ⇒ ¥32,000

価格改定： ¥339,000 ⇒ ¥299,000

価格改定： ¥19,000 ⇒ ¥18,900

価格改定： ¥285,000 ⇒ ¥251,000

価格改定： ¥19,000 ⇒ ¥18,900

価格改定： ¥152,000 ⇒ ¥139,000

価格改定： ¥186,000 ⇒

価格改定： ¥217,000 ⇒ ¥194,000

価格改定： ¥81,000 ⇒ ¥94,000

¥173,000

価格改定： ¥121,000 ⇒ ¥114,000

⇒ ¥540,000

価格改定： ¥590,000 ⇒

⇒ ¥985,000

価格改定： ¥580,000 ⇒ ¥600,000

仕様変更：本体/300mm→313mm（全長330mm）
画像訂正：フリーアームのナットは付属しません。
※止め金具がナット一体型になりました。（ネジ部17mm）

価格改定： ¥1,200 ⇒ ¥1,400

¥420,000 ⇒ ¥440,000

価格改定： ¥700,000 ⇒ ¥780,000

価格改定： ¥520,000

出荷時、転倒防止金具・ビス等は付属しておりません。

出荷時、転倒防止金具・ビス等は付属しておりません。

出荷時、転倒防止金具・ビス等は付属しておりません。

価格改定：

価格改定： ¥96,000 ⇒ ¥109,000

価格改定： ¥148,000 ⇒ ¥141,000

価格改定：

■テラオカ総合カタログ№1100　改正表　8

変　更　箇　所

¥665,000

¥16,500

型番変更：　SS-10SZ2232　⇒　SS-10SZ2232P

価格改定： ¥13,500 ⇒ ¥14,500

価格改定： ¥11,700 ⇒ ¥12,700

仕様：K-50EP本体+フットスイッチ（ケーブル付）\85,500

価格改定： ¥8,300 ⇒ ¥16,500

寸法訂正： W220×D420mm　⇒　W212×D410mm

価格改定： ¥10,090 ⇒ ¥8,710

付属pH電極型番変更：　9615-10D　⇒　9615S-10D

品名・型番変更 ⇒ ｽﾀﾝﾀﾞｰﾄﾞToupH電極　9615S-10D

品名・型番変更 ⇒ マイクロToupH電極　9618S-10D

品名・型番変更 ⇒ ロングToupH電極　9680S-10D

品名・型番変更 ⇒ スリーブToupH電極　9681S-10D

型番変更：　SS-10SZ2138　⇒　SS-10SZ2138P

型番変更：　SS-10SZ　⇒　SS-10SZP

型番変更：　SS-10ESZ　⇒　SS-10ESZP

型番変更：　SS-20ESZ　⇒　SS-20ESZP

価格改定： ¥8,300 ⇒

価格改定： ¥11,700 ⇒ ¥12,700

価格改定： ¥19,500 ⇒ ¥21,000

価格改定： ¥17,700 ⇒ ¥19,000

価格改定： ¥17,700 ⇒ ¥19,000
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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　8

変　更　箇　所

655 30-0105-08
3M使い捨て式防じんマスク　8577-DL2 (10枚)
※仕様変更

660 30-0151-04 電動ファン付き呼吸用保護具　BL‐1005

660 30-0151-05 電動ファン付き呼吸用保護具　BL-700HA-03

660 30-0151-07 電動ファン付き呼吸用保護具　BL-100S-05

660 30-0151-08 電動ファン付き呼吸用保護具　BL-100SC-05

662 30-0299-11 耳栓　№10 （入数：20組）

662 30-0299-14 耳栓　№50 （入数：20組）

796 24-0690-30～56 スチロール角型ケース

805 24-1500-22 万能つぼ　500mL　白

826 24-3050-11 アルミ角バット　中

826 24-3050-12 アルミ角バット　小

826 24-3050-20 アルミ大型バット　G

826 24-3050-21 アルミ大型バット　K

826 24-3050-23 アルミ大型バット　P

826 24-3050-24 アルミ大型バット　大

826 24-3050-30 アルミ標準バット　１号

826 24-3050-31 アルミ標準バット　２号

826 24-3050-34 アルミ標準バット　５号

831 24-1500-10 ガラス製噴霧器　白　30mL

831 24-1500-11 ガラス製噴霧器　白　60mL

831 24-1500-12 ガラス製噴霧器　白　120mL

831 24-1500-13 ガラス製噴霧器　茶　30mL

831 24-1500-14 ガラス製噴霧器　茶　60mL

831 24-1500-15 ガラス製噴霧器　茶　120mL

844 24-0140-28 ポリ角型瓶　ヘンペイ1ッ口　20L

908 10-1890-60～65 スチール缶スタンド

909 10-1890-70～82 ステンレス製缶スタンド

最新版の改正表は

次のところよりご確認下さい。

板厚1.25mm ⇒ 1.3mm
寸法訂正：W418×D307×H55・板厚0.8⇒W414×D308×H57・板厚1.0mm

寸法訂正： 板厚0.95mm ⇒ 1.0mm

寸法訂正： W323×D234×H18⇒W322×D235×H18mm

寸法訂正： W291×D207×H17⇒W291×D206×H17mm

寸法訂正：W625×D423×H70・板厚1.2⇒W631×D429×H73・板厚1.3mm

価格改定： ¥5,300 ⇒ ¥5,800

¥4,700

価格改定： ¥4,600 ⇒ ¥5,000

価格改定： ¥4,300 ⇒

寸法訂正：W370×D306×H45⇒W370×D307×H45mm

寸法訂正：W345×D270×H38⇒W348×D273×H38mm

寸法訂正：W241×D180×H30⇒W242×D181×H30mm

寸法訂正：

価格改定： ¥5,400 ⇒ ¥6,150

価格改定： ¥4,400 ⇒ ¥5,600

価格改定： ¥4,700 ⇒ ¥5,800

　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

　　　　　　２０１５ 年　　７月  　２７ 日発行

表示訂正：　　　　　　　 ⇒

廃番

廃番

粒子捕集効率：　99.6%　⇒　99.7%
吸気抵抗：　55Pa　⇒　64Pa
排気抵抗：　29Pa　⇒　41Pa
重量：　20.5ｇ　⇒　20.4ｇ
使用限度時間：　23時間　⇒　16時間

写真変更：　在庫限りでキャップヒモ無しに変更

廃番

⇒ BL-700HA

BL-100S

BL-100SC

価格改定： ¥3,500 ⇒ ¥3,800

価格改定： ¥5,500 ⇒ ¥6,000

型番訂正：

型番訂正：

BL-700HA-03

BL-100S-05

BL-100SC-05

⇒

⇒

価格改定： ¥35,000 ⇒ ¥33,000

型番訂正：

02505 03005 


