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頁 製品コード 品　　　名　・　型　　　番
63 10-1701-50～53 ワークベンチWAMシリーズ
159 12-4303-10 水加熱用投込みﾋｰﾀｰ A型ｽﾃﾝﾚｽｼｰｽﾀｲﾌﾟ　SWA1503
159 12-4303-11 水加熱用投込みﾋｰﾀｰ A型ｽﾃﾝﾚｽｼｰｽﾀｲﾌﾟ　SWA1505
159 12-4303-12 水加熱用投込みﾋｰﾀｰ A型ｽﾃﾝﾚｽｼｰｽﾀｲﾌﾟ　SWA1510
159 12-4303-20 水加熱用投込みﾋｰﾀｰ B型ｽﾃﾝﾚｽｼｰｽﾀｲﾌﾟ　SWB1106
160 12-4302-10 水加熱用投込みﾋｰﾀｰ A型銅ｼｰｽﾀｲﾌﾟ　AWA1503
160 12-4302-11 水加熱用投込みﾋｰﾀｰ A型銅ｼｰｽﾀｲﾌﾟ　AWA1505
160 12-4302-20 水加熱用投込みﾋｰﾀｰ B型銅ｼｰｽﾀｲﾌﾟ　BWA1106
160 12-4302-30 水加熱用投込みﾋｰﾀｰ B型銅ｼｰｽﾀｲﾌﾟ　BWA1111
160 12-4302-31 水加熱用投込みﾋｰﾀｰ B型銅ｼｰｽﾀｲﾌﾟ　BWA1115
160 12-4302-32 水加熱用投込みﾋｰﾀｰ B型銅ｼｰｽﾀｲﾌﾟ　BWA1120
160 12-4302-33 水加熱用投込みﾋｰﾀｰ B型銅ｼｰｽﾀｲﾌﾟ　BWA1130
160 12-4302-34 水加熱用投込みﾋｰﾀｰ B型銅ｼｰｽﾀｲﾌﾟ　BWA1210
160 12-4302-35 水加熱用投込みﾋｰﾀｰ B型銅ｼｰｽﾀｲﾌﾟ　BWA1215
160 12-4302-36 水加熱用投込みﾋｰﾀｰ B型銅ｼｰｽﾀｲﾌﾟ　BWA1220
160 12-4302-37 水加熱用投込みﾋｰﾀｰ B型銅ｼｰｽﾀｲﾌﾟ　BWA1230
160 12-4303-30 水加熱用投込みﾋｰﾀｰ B型ｽﾃﾝﾚｽｼｰｽﾀｲﾌﾟ　SWB1111
160 12-4303-31 水加熱用投込みﾋｰﾀｰ B型ｽﾃﾝﾚｽｼｰｽﾀｲﾌﾟ　SWB1115
160 12-4303-32 水加熱用投込みﾋｰﾀｰ B型ｽﾃﾝﾚｽｼｰｽﾀｲﾌﾟ　SWB1120
160 12-4303-33 水加熱用投込みﾋｰﾀｰ B型ｽﾃﾝﾚｽｼｰｽﾀｲﾌﾟ　SWB1210
160 12-4303-34 水加熱用投込みﾋｰﾀｰ B型ｽﾃﾝﾚｽｼｰｽﾀｲﾌﾟ　SWB1215
160 12-4303-35 水加熱用投込みﾋｰﾀｰ B型ｽﾃﾝﾚｽｼｰｽﾀｲﾌﾟ　SWB1220
160 12-4303-36 水加熱用投込みﾋｰﾀｰ B型ｽﾃﾝﾚｽｼｰｽﾀｲﾌﾟ　SWB1230
161 12-4301-01 水加熱/寸胴タンク用ヒーター　BCP3110
161 12-4301-02 水加熱/寸胴タンク用ヒーター　BCP3112
161 12-4301-08 水加熱/ペール用ヒーター　BCP1110
161 12-4301-12 水加熱/ペール用ヒーター　BCP1150
161 12-4304-10～18 水加熱用温調付投込みヒーター
162 12-4301-05 水加熱用バケツヒーター　YLB1104
162 12-4301-06 水加熱用バケツヒーター　YLB1105
162 12-4301-07 水加熱用バケツヒーター　YLB1110
162 12-4301-09 水加熱用温調付バケツヒーター銅シースタイプ　ACW1110

162 12-4301-15,16 水加熱用温調付バケツヒーター ステンレスシースタイプ
162 12-4302-40 油加熱用投込みﾋｰﾀｰ A型ｽﾃﾝﾚｽｼｰｽﾀｲﾌﾟ　SAA1103
162 12-4302-41 油加熱用投込みﾋｰﾀｰ A型ｽﾃﾝﾚｽｼｰｽﾀｲﾌﾟ　SAA1105
162 12-4302-42 油加熱用投込みﾋｰﾀｰ A型ｽﾃﾝﾚｽｼｰｽﾀｲﾌﾟ　SAA1110
162 12-4303-40 油加熱用投込みﾋｰﾀｰ B型鉄ｼｰｽﾀｲﾌﾟ　BAB1106
162 12-4303-41 油加熱用投込みﾋｰﾀｰ B型鉄ｼｰｽﾀｲﾌﾟ　BAB1111
162 12-4303-42 油加熱用投込みﾋｰﾀｰ B型鉄ｼｰｽﾀｲﾌﾟ　BAB1220
163 12-4332-10～35 水加熱用プラグヒーター
163 12-4331-30～35 水加熱用取付ヒーター　U2型銅シース
163 12-4331-50～54 水加熱用取付ヒーター　L2型銅シース
164 12-4315-11 シリコンコードヒーター　100V　30W　
164 12-4319-01 シリコンラバーヒーター（100V）　25×50　/　SBH2012
164 12-4319-02 シリコンラバーヒーター（100V）　25×100　/　SBH2113
164 12-4319-03 シリコンラバーヒーター（100V）　25×150　/　SBH2114
164 12-4319-04 シリコンラバーヒーター（100V）　25×200　/　SBH2115
164 12-4319-05 シリコンラバーヒーター（100V）　25×250　/　SBH2116
164 12-4319-06 シリコンラバーヒーター（100V）　25×300　/　SBH2117
164 12-4319-07 シリコンラバーヒーター（100V）　50×50　/　SBH2122
164 12-4319-08 シリコンラバーヒーター（100V）　50×100　/　SBH2123
164 12-4319-09 シリコンラバーヒーター（100V）　50×150　/　SBH2124
164 12-4319-10 シリコンラバーヒーター（100V）　50×200　/　SBH2125
164 12-4319-11 シリコンラバーヒーター（100V）　50×250　/　SBH2126
164 12-4319-12 シリコンラバーヒーター（100V）　50×300　/　SBH2127
164 12-4319-13 シリコンラバーヒーター（100V）　100×100　/　SBH2133
164 12-4319-14 シリコンラバーヒーター（100V）　100×150　/　SBH2134
164 12-4319-15 シリコンラバーヒーター（100V）　100×200　/　SBH2135
164 12-4319-16 シリコンラバーヒーター（100V）　100×250　/　SBH2136
164 12-4319-17 シリコンラバーヒーター（100V）　100×300　/　SBH2137
164 12-4319-18 シリコンラバーヒーター（100V）　150×150　/　SBH2144
164 12-4319-19 シリコンラバーヒーター（100V）　150×200　/　SBH2145
164 12-4319-20 シリコンラバーヒーター（100V）　150×250　/　SBH2146
164 12-4319-21 シリコンラバーヒーター（100V）　150×300　/　SBH2147
164 12-4319-22 シリコンラバーヒーター（100V）　200×200　/　SBH2155 価格改定： ¥12,200 ⇒ ¥11,500

価格改定： ¥12,000 ⇒ ¥11,350
価格改定： ¥10,900 ⇒ ¥12,200

価格改定： ¥10,300 ⇒ ¥9,650
価格改定： ¥11,400 ⇒ ¥10,400

価格改定： ¥10,500 ⇒ ¥9,900
価格改定： ¥11,400 ⇒ ¥10,400

価格改定： ¥9,700 ⇒ ¥9,200

価格改定： ¥9,300 ⇒ ¥8,800

価格改定： ¥9,300 ⇒ ¥8,800
価格改定： ¥8,500 ⇒ ¥8,050

価格改定： ¥8,300 ⇒ ¥7,850

価格改定： ¥9,100 ⇒ ¥8,650

価格改定： ¥7,900 ⇒ ¥7,450
価格改定： ¥8,100 ⇒ ¥7,650

価格改定： ¥8,200 ⇒ ¥7,800
価格改定： ¥8,300 ⇒ ¥7,850

価格改定： ¥8,000 ⇒ ¥7,600
価格改定： ¥8,100 ⇒ ¥7,650

価格改定： ¥7,900 ⇒ ¥7,400
価格改定： ¥7,900 ⇒ ¥7,450

価格改定： ¥20,900 ⇒ ¥21,300

価格改定： ¥10,700 ⇒ ¥10,900
価格改定： ¥11,800 ⇒ ¥12,000

価格改定： ¥9,900 ⇒ ¥10,100

¥19,350
価格改定： ¥26,800 ⇒ ¥27,850

取扱中止
取扱中止

取扱中止

取扱中止

■テラオカ総合カタログ№1000　改正表　38

変　更　箇　所
廃番

取扱中止

価格改定： ¥18,700 ⇒

取扱中止

価格改定： ¥24,000 ⇒ ¥24,700
価格改定： ¥23,100 ⇒ ¥24,000

価格改定： ¥17,400 ⇒ ¥17,800
価格改定： ¥25,600 ⇒ ¥26,700
価格改定： ¥31,600 ⇒ ¥32,700

価格改定： ¥9,700 ⇒ ¥10,000
価格改定： ¥10,000 ⇒ ¥10,500
価格改定： ¥11,900 ⇒ ¥12,300

価格改定： ¥17,900 ⇒ ¥18,600
価格改定： ¥18,800 ⇒ ¥19,600
価格改定： ¥24,200 ⇒ ¥25,200
価格改定： ¥18,700 ⇒ ¥19,400
価格改定： ¥24,700 ⇒ ¥25,500
価格改定： ¥27,200 ⇒ ¥28,100

価格改定： ¥2,100 ⇒ ¥2,200

価格改定： ¥8,600 ⇒ ¥8,050

価格改定： ¥36,000 ⇒ ¥37,200
価格改定： ¥21,600 ⇒ ¥22,400
価格改定： ¥23,800 ⇒ ¥24,600
価格改定： ¥36,300 ⇒ ¥37,600
価格改定： ¥46,900 ⇒ ¥48,500

価格改定： ¥7,600 ⇒ ¥7,700
価格改定： ¥8,300 ⇒ ¥8,400

価格改定： ¥15,200 ⇒ ¥15,250

価格改定： ¥14,300 ⇒ ¥14,500

価格改定： ¥34,700 ⇒ ¥36,000

価格改定： ¥17,200 ⇒ ¥17,300

価格改定： ¥51,100 ⇒ ¥53,000

価格改定： ¥32,800 ⇒ ¥33,950

価格改定： ¥55,500 ⇒ ¥57,400

価格改定： ¥35,100 ⇒ ¥36,400
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頁 製品コード 品　　　名　・　型　　　番

■テラオカ総合カタログ№1000　改正表　38

変　更　箇　所
164 12-4319-23 シリコンラバーヒーター（100V）　200×250　/　SBH2156
164 12-4319-24 シリコンラバーヒーター（100V）　200×300　/　SBH2157
164 12-4319-25 シリコンラバーヒーター（100V）　250×250　/　SBH2166
164 12-4319-26 シリコンラバーヒーター（100V）　250×300　/　SBH2167
164 12-4319-27 シリコンラバーヒーター（100V）　300×300　/　SBH2177
238 12-8000-09 オールテフロン真空ポンプ　N820.3FT.40.18
238 12-8280-10,11 電磁式ダイアフロムブロア　TL-30/TL-40
281 12-7601-01 木柄付ビーカー用ブラシ　（大）
281 12-7601-02 木柄付ビーカー用ブラシ　（小）
281 12-7602-01 ビュレット用ブラシ
281 12-7603-01 ピペット用ブラシ　（中）
281 12-7603-02 ピペット用ブラシ　（小）
281 12-7604-01 細管用ブラシ　（小）
281 12-7605-01 試験管用ブラシ　（大）
281 12-7605-02 試験管用ブラシ　（中）
281 12-7606-01 注射器用ブラシ　5mL用
281 12-7606-04 注射器用ブラシ　30mL用
281 12-7606-05 注射器用ブラシ　50mL用
281 12-7606-06 注射器用ブラシ　100mL用
281 12-7607-01 両毛ブラシ　瓶洗1号
281 12-7607-02 両毛ブラシ　瓶洗2号
281 12-7607-03 両毛ブラシ　瓶洗3号
281 12-7607-04 両毛ブラシ　瓶洗5号
281 12-7607-05 両毛ブラシ　瓶洗10号
281 12-7609-03 竹ブラシ　直柄　235mm
282 12-7610-01 ブラシ（ビニール巻）　瓶洗用1号
282 12-7610-04 ブラシ（ビニール巻）　瓶洗用5号
282 12-7610-05 ブラシ（ビニール巻）　瓶洗用10号
282 12-7610-06 ブラシ（ビニール巻）　瓶洗用20号
282 12-7610-10 ゲルベル乳脂計用ブラシ
282 12-7611-01 ブラシ（ナイロン製糸巻）　小
282 12-7611-02 ブラシ（ナイロン製糸巻）　中
282 12-7611-03 ブラシ（ナイロン製糸巻）　大
282 12-7612-01 試験管用ブラシ（ビニール巻）　中
282 12-7612-02 試験管用ブラシ（ビニール巻）　大
282 12-7614-01 ワイヤーブラシ　12本入り
282 12-7614-02 真鍮ブラシ　12本入り
282 12-7615-02 小判型7行真鍮ブラシ
282 12-7615-03 角型手洗ブラシ
282 12-7615-04 角型ナイロンブラシ
284 12-7630-01 ハケ（やぎ毛）　小
284 12-7630-02 ハケ（やぎ毛）　中
284 12-7630-03 ハケ（やぎ毛）　大
284 12-7630-08 薬品ハケ（ナイロン毛）　小
284 12-7630-09 薬品ハケ（ナイロン毛）　中
284 12-7631-01 万能ハケ（豚毛）　小
284 12-7631-02 万能ハケ（豚毛）　中
284 12-7631-03 万能ハケ（豚毛）　大
314 14-1201-10 染色バット（横型）　No.351
314 14-1201-11 染色バット　No.353
314 14-1201-13 染色バット（縦型）　No.355
316 14-0104-35,36 小型生物顕微鏡　　KCL-LED/KCL-LED6
316 14-0104-37,38 小型生物顕微鏡　　MK/MK-6
325 14-0104-72,73 テレビルーペ　スタンド式
340 14-1550-44 LEDポケットライト　　LEDレーザーフォーカス
353 14-8001-10 ロバートショウサーモスタット　EA3-L
353 14-8001-11 ロバートショウサーモスタット　EA3-H
353 14-8001-12 ロバートショウサーモスタット　EA4-L
353 14-8001-13 ロバートショウサーモスタット　EA4-H
353 14-8001-14 ロバートショウサーモスタット　EA-5
353 14-8001-15 ロバートショウサーモスタット　EA-19P
353 14-8001-20 ロバートショウサーモスタット　D33-L
353 14-8001-21 ロバートショウサーモスタット　D33-H
353 14-8001-30～35 ロバートショウサーモスタット　Bシリーズ
354 14-8001-90～95 ロバートショウサーモスタット別売部品

廃番

価格改定： ¥7,400 ⇒ ¥8,600
価格改定： ¥7,400 ⇒ ¥8,600

価格改定： ¥21,100 ⇒ ¥19,950

価格改定： ¥7,400 ⇒ ¥8,600

価格改定： ¥15,200 ⇒ ¥14,350
価格改定： ¥16,600 ⇒ ¥15,700

価格改定： ¥13,500 ⇒ ¥12,700
価格改定： ¥14,600 ⇒ ¥13,850

価格改定： ¥17,000 ⇒ ¥16,000

価格改定： ¥24,200 ⇒ ¥26,200

価格改定： ¥7,400 ⇒ ¥8,600
価格改定： ¥18,800 ⇒ ¥16,600

価格改定： ¥7,400 ⇒ ¥8,600

価格改定： ¥23,600 ⇒ ¥25,500

価格改定： ¥660 ⇒ ¥940
価格改定： ¥820 ⇒ ¥1,000

価格改定： ¥2,100 ⇒ ¥2,160
価格改定： ¥700 ⇒ ¥800

価格改定： ¥200 ⇒ ¥180
価格改定： ¥1,200 ⇒ ¥1,680

価格改定： ¥410 ⇒ ¥500
価格改定： ¥160 ⇒ ¥170

価格改定： ¥650 ⇒ ¥630
価格改定： ¥1,000 ⇒ ¥920

価格改定： ¥540 ⇒ ¥480
価格改定： ¥640 ⇒ ¥560

価格改定： ¥360 ⇒ ¥450

価格改定： ¥500 ⇒ ¥450

価格改定： ¥330 ⇒ ¥410

価格改定： ¥550 ⇒ ¥630

価格改定： ¥860 ⇒ ¥880
価格改定： ¥1,140 ⇒ ¥1,150

価格改定： ¥530 ⇒ ¥580
価格改定： ¥980 ⇒ ¥1,000

価格改定： ¥200 ⇒ ¥240
価格改定： ¥460 ⇒ ¥490

価格改定： ¥450 ⇒ ¥510
価格改定： ¥80 ⇒ ¥90

価格改定： ¥330 ⇒ ¥340
価格改定： ¥370 ⇒ ¥430

価格改定： ¥170 ⇒ ¥200
価格改定： ¥300 ⇒ ¥310

価格改定： ¥1,260 ⇒ ¥1,500

価格改定： ¥340 ⇒ ¥380
価格改定： ¥400 ⇒ ¥430

価格改定： ¥150 ⇒ ¥180
価格改定： ¥300 ⇒ ¥310

価格改定： ¥120 ⇒ ¥130
価格改定： ¥120 ⇒ ¥130

価格改定： ¥140 ⇒ ¥170
価格改定： ¥120 ⇒ ¥130

価格改定： ¥270 ⇒ ¥290
¥210

価格改定： ¥900 ⇒ ¥1,300
¥1,100

価格改定： ¥200 ⇒

廃番

取扱中止

廃番
廃番

価格改定： ¥860 ⇒

廃番

価格改定： ¥265,000 ⇒ ¥288,000

価格改定： ¥1,600 ⇒ ¥1,700
価格改定： ¥2,300 ⇒ ¥2,200
価格改定： ¥1,300 ⇒ ¥1,400
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頁 製品コード 品　　　名　・　型　　　番

■テラオカ総合カタログ№1000　改正表　38

変　更　箇　所
354 14-8002-10,11 デジタルファインサーモ　DG2Nシリーズ
357 12-4333-02 汎用熱電対Kタイプ　HTK0220
357 12-4333-03 汎用熱電対Kタイプ　HTK0221
357 12-4333-04 汎用熱電対Kタイプ　HTK0222
357 12-4333-05 汎用熱電対Kタイプ　HTK0223
357 12-4333-06 汎用熱電対Kタイプ　HTK0224
357 12-4333-07 汎用熱電対Kタイプ　HTK0225
357 12-4333-08 汎用熱電対Kタイプ　HTK0226
357 12-4333-10 汎用熱電対Kタイプ　HTK0228
357 12-4333-11 汎用熱電対Kタイプ　HTK0229
357 12-4333-12 汎用熱電対Kタイプ　HTK0230
357 12-4333-13 汎用熱電対Kタイプ　HTK0231
357 12-4333-16 汎用熱電対Kタイプ　HTK0235
357 12-4333-17 汎用熱電対Kタイプ　HTK0236
357 12-4333-18 汎用熱電対Kタイプ　HTK0237
357 12-4333-19 汎用熱電対Kタイプ　HTK0238
357 12-4333-20 汎用熱電対Kタイプ　HTK0239
357 12-4333-21 汎用熱電対Kタイプ　HTK0240
357 12-4333-22 汎用熱電対Kタイプ　HTK0241
357 12-4333-23 汎用熱電対Kタイプ　HTK0242
357 12-4333-24 汎用熱電対Kタイプ　HTK0243
357 12-4333-25 汎用熱電対Kタイプ　HTK0244
357 12-4333-26 汎用熱電対Kタイプ　HTK0245
357 12-4333-27 汎用熱電対Kタイプ　HTK0233
357 12-4333-28 汎用熱電対Kタイプ　HTK0246
357 12-4333-29 汎用熱電対Kタイプ　HTK0247
357 12-4333-30 汎用熱電対Kタイプ　HTK0248
357 12-4333-31 汎用熱電対Kタイプ　HTK0249
357 12-4333-32 汎用熱電対Kタイプ　HTK0250
357 12-4333-33 汎用熱電対Kタイプ　HTK0251
363 14-3454-50～61 プリンタ付温度計測器　AP-310/320

364 14-3454-10～27 温度計測器　HDシリーズ

365 14-3453-50,51 静止表面用温度センサ　N-231

365 14-3453-52,53 静止表面用温度センサ　N-233

365 14-3453-58,59 高性能表面温度センサ　S-113

365 14-3453-62,63 高性能表面温度センサ　S-221

365 14-3453-66,67 移動/回転表面用温度センサ　U-211

365 14-3453-68,69 移動/回転表面用温度センサ　U-221

365 14-3453-74,75 半固形物・液体一般用温度センサ　BS-21

365 14-3453-76,77 半固形物・液体一般用温度センサ　BS-31

365 14-3453-86,87 マグネット内蔵温度センサ　MG-11

365 14-3453-90,91 水中投下形センサ　530

457 16-4121-01 ミニ水平型電気泳動システム　基本セット　/　MJ-105
457 16-4121-02 ミニ水平型電気泳動システム　シングルセット　/　MJ-110

457 16-4121-03 ミニ水平型電気泳動システム　実習セット　/　MJ-120
457 16-4121-04 ミニ水平型電気泳動システム　/　MJ-100
457 16-4121-05 ミニ水平型電気泳動システム　蓋　/　MJ-K01
457 16-4121-06 ミニ水平型電気泳動システム　/　MJ-C01
457 16-4121-07 ミニ水平型電気泳動システム　/　MJ-S01
457 16-4121-08 ミニ水平型電気泳動システム　/　MJ-P02
457 16-4121-09 ミニ水平型電気泳動システム　パワーサプライ　/　MP-100

463 20-0202-20 遠沈管　15mL　（500本）　/　430052
463 20-0202-21 遠沈管　15mL　（500本）　/　430053
463 20-0202-22 遠沈管　15mL　（500本）　/　430055
463 20-0202-24 遠沈管　15mL　（500本）　/　430766
463 20-0202-27 遠沈管　15mL　（500本）　/　430790
463 20-0202-28 遠沈管　15mL　（500本）　/　430791
463 20-0202-30 遠沈管　50mL　（500本）　/　430290
463 20-0202-31 遠沈管　50mL　（500本）　/　430291
463 20-0202-32 遠沈管　50mL　（500本）　/　430304
463 20-0202-34 遠沈管　50mL　（500本）　/　430828
463 20-0202-35 遠沈管　50mL　（500本）　/　430829

価格改定： ¥14,700 ⇒ ¥14,500

価格改定： ¥12,700 ⇒ ¥12,500
価格改定： ¥12,300 ⇒ ¥12,100

価格改定： ¥10,600 ⇒ ¥10,500

価格改定： ¥5,600 ⇒ ¥5,500

価格改定： ¥17,300 ⇒ ¥17,100

価格改定： ¥5,500 ⇒ ¥5,400
価格改定： ¥5,700 ⇒ ¥5,600

価格改定： ¥6,100 ⇒ ¥6,000
価格改定： ¥5,200 ⇒ ¥5,100

価格改定： ¥8,800 ⇒ ¥8,600

価格改定： ¥5,700 ⇒ ¥5,600

価格改定： ¥7,200 ⇒ ¥7,100
価格改定： ¥8,000 ⇒ ¥7,900

価格改定： ¥7,000 ⇒ ¥6,900
価格改定： ¥8,100 ⇒ ¥8,000

価格改定： ¥6,500 ⇒ ¥6,300
価格改定： ¥6,700 ⇒ ¥6,600

価格改定： ¥25,300 ⇒ ¥25,100

表記変更：　　　　　　 ⇒

表記変更：　　　　　　 ⇒

表記変更：　　　　　　 ⇒

表記変更：　　　　　　 ⇒

表記変更：　　　　　　 ⇒

表記変更：　　　　　　 ⇒

表記変更：　　　　　　 ⇒

表記変更：　　　　　　 ⇒

廃番　※後継機種：AP-400　￥65,000

表記変更：　　　　　　 ⇒

表記変更：　　　　　　 ⇒

表記変更：　　　　　　 ⇒

価格改定： ¥36,000 ⇒ ¥37,100
価格改定： ¥28,000 ⇒ ¥28,800

¥32,000 ⇒ ¥33,000
価格改定： ¥29,000 ⇒ ¥29,900

価格改定：

価格改定： ¥36,000 ⇒ ¥37,100
価格改定： ¥29,000 ⇒ ¥29,900
価格改定： ¥40,000 ⇒ ¥41,200
価格改定： ¥35,500 ⇒ ¥36,600
価格改定： ¥43,500 ⇒ ¥44,800
価格改定： ¥40,000 ⇒ ¥41,200
価格改定： ¥35,500 ⇒ ¥36,600

価格改定： ¥29,500 ⇒ ¥31,800
価格改定： ¥39,000 ⇒ ¥42,500

価格改定： ¥21,000 ⇒ ¥22,500

価格改定： ¥111,000 ⇒ ¥122,500

価格改定： ¥9,800 ⇒ ¥10,600

価格改定： ¥3,900 ⇒ ¥4,250

価格改定： ¥1,700 ⇒ ¥1,750
価格改定： ¥3,100 ⇒ ¥3,400
価格改定： ¥6,000 ⇒ ¥6,500

価格改定： ¥10,400 ⇒ ¥10,200
価格改定： ¥6,200 ⇒ ¥6,100
価格改定： ¥9,600 ⇒ ¥9,400

価格改定： ¥5,400 ⇒ ¥5,250
価格改定： ¥5,500 ⇒ ¥5,400
価格改定： ¥5,700 ⇒ ¥5,600
価格改定： ¥5,100 ⇒ ¥5,000
価格改定： ¥5,300 ⇒ ¥5,250
価格改定： ¥5,500 ⇒ ¥5,400

価格改定： ¥5,800 ⇒ ¥5,700
価格改定： ¥6,100 ⇒ ¥6,000

13005 04005 
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13505 04005 

13505 04005 
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頁 製品コード 品　　　名　・　型　　　番

■テラオカ総合カタログ№1000　改正表　38

変　更　箇　所
463 20-0202-40 遠沈管　セルフスタンディング50mL　（500本）　/　430897

463 20-0202-41 遠沈管　セルフスタンディング50mL　（500本）　/　430921

463 20-0202-45 遠沈管　250mL　（102本）　/　430776
463 20-0202-46 250mL遠沈管用クッション　（6個）　/　430236
463 20-0202-48 遠沈管　500mL　（36本）　/　431123
463 20-0202-49 500mL遠沈管用クッション　（6個）　/　431124
466 20-0301-10 細胞培養ディッシュ　φ 35　/　430165
466 20-0301-11 細胞培養ディッシュ　φ 60　/　430166
466 20-0301-12 細胞培養ディッシュ　2mmグリッド付φ 60　/　430196
466 20-0301-13 細胞培養ディッシュ　φ 100　/　430167
466 20-0301-14 細胞培養ディッシュ　φ 100　/　430293
466 20-0301-15 細胞培養ディッシュ　φ 150　/　430599
467 20-0710-01 マルチプルウェルプレート　6ウェル　/　No.3516
467 20-0710-02 マルチプルウェルプレート　12ウェル　/　No.3513
467 20-0710-03 マルチプルウェルプレート　24ウェル　/　No.3526
467 20-0710-04 マルチプルウェルプレート　48ウェル　/　No.3548
467 20-0710-05 マルチプルウェルプレート　96ウェル　/　No.3595
467 20-0710-07 マルチプルウェルプレート　96ウェル　/　No.3799
467 20-0710-08 マルチプルウェルプレート　96ウェル　/　No.3894
468 20-0701-60 ストレージボトル　150mL　/　No.431175
468 20-0701-61 ストレージボトル　250mL　/　No.430281
468 20-0701-62 ストレージボトル　500mL　/　No.430282
468 20-0701-63 ストレージボトル　1000mL　/　No.430518
468 20-0702-50 組織培養フラスコ　70mL （プラグ）　/　No.430168
468 20-0702-51 組織培養フラスコ　70mL （フェノール）　/　No.430372
468 20-0702-52 組織培養フラスコ　70mL （ベント）　/　No.430639
468 20-0702-53 組織培養フラスコ　325mL （プラグ）　/　No.430720
468 20-0702-54 組織培養フラスコ　325mL （フェノール）　/　No.430725
468 20-0702-55 組織培養フラスコ　325mL （ベント）　/　No.430641
468 20-0702-57 組織培養フラスコ　600mL （プラグ）　/　No.430823
468 20-0702-58 組織培養フラスコ　600mL （フェノール）　/　No.430824
468 20-0702-59 組織培養フラスコ　600mL （ベント）　/　No.430825
468 20-0702-60 組織培養フラスコ　790mL （プラグ）　/　No.431079
468 20-0702-61 組織培養フラスコ　790mL （フェノール）　/　No.431085
468 20-0702-62 組織培養フラスコ　790mL （ベント）　/　No.431080
468 20-0702-63 組織培養フラスコ　1000mL （プラグ）　/　No.431081
468 20-0702-64 組織培養フラスコ　1000mL （ベント）　/　No.431082
468 20-0702-65 組織培養フラスコ　50mL （フェノール）　/　No.3055
468 20-0702-66 組織培養フラスコ　50mL （ベント）　/　No.3056
468 20-0702-67 組織培養フラスコ　300mL （フェノール）　/　No.3275
468 20-0702-68 組織培養フラスコ　300mL （ベント）　/　No.3276
468 20-0702-69 組織培養フラスコ　900mL （フェノール）　/　No.3000
468 20-0702-70 組織培養フラスコ　900mL （ベント）　/　No.3001
469 19-0230-01 3-ピースフィルタファネル　直径2.5cm　/　No.1950-002
469 19-0230-04 3-ピースフィルタファネル　直径4.7cm　/　No.1950-004
469 19-0230-06 交換用PTFEプレート 4.7cm　/　No.1950-114
469 19-0230-07 3-ピースフィルタファネル　直径7cm　/　No.1950-007
469 19-0230-09 交換用PTFEプレート 7cm　/　No.1950-117
469 19-0230-10 3-ピースフィルタファネル　直径7cm　/　No.1950-017
469 19-0230-11 3-ピースフィルタファネル　直径9cm　/　No.1950-009
469 19-0230-12 交換用ポリプロピレンプレート 9cm　/　No.1950-109
469 19-0230-14 3-ピースフィルタファネル　直径12.5cm　/　No.1950-012

469 19-0245-37 フィルターシステム　150mL （PES）　/　431153
469 19-0245-38 フィルターシステム　150mL （CA）　/　431154
469 19-0245-39 フィルターシステム　150mL （CA）　/　431155
469 19-0245-40 フィルターシステム　250mL （PES）　/　431096
469 19-0245-41 フィルターシステム　250mL （CA）　/　430767
469 19-0245-42 フィルターシステム　250mL （CA）　/　430768
469 19-0245-43 フィルターシステム　250mL （NY）　/　430771
469 19-0245-45 フィルターシステム　250mL （CN）　/　430756
469 19-0245-47 フィルターシステム　500mL （PES）　/　431097
469 19-0245-48 フィルターシステム　500mL （CA）　/　430769
469 19-0245-49 フィルターシステム　500mL （CA）　/　430770
469 19-0245-50 フィルターシステム　500mL （NY）　/　430773
469 19-0245-52 フィルターシステム　500mL （CN）　/　430758

価格改定： ¥80,640 ⇒ ¥83,100

価格改定： ¥82,300

価格改定：

価格改定： ¥37,200 ⇒ ¥39,100

価格改定： ¥25,000 ⇒ ¥26,300
価格改定： ¥27,800 ⇒ ¥29,200
価格改定： ¥10,300 ⇒ ¥10,900

¥32,800 ⇒ ¥34,500

価格改定： ¥6,200 ⇒ ¥6,600

価格改定： ¥12,900 ⇒ ¥13,600

価格改定： ¥37,000 ⇒ ¥38,900

⇒ ¥86,500

価格改定： ¥76,500 ⇒ ¥78,800

価格改定： ¥44,000 ⇒ ¥45,300

価格改定： ¥39,270 ⇒ ¥40,400

価格改定： ¥35,500 ⇒ ¥36,600

価格改定： ¥5,400 ⇒ ¥5,900
価格改定： ¥16,200 ⇒ ¥16,700
価格改定： ¥5,400 ⇒ ¥5,900
価格改定： ¥30,000 ⇒ ¥30,900
価格改定： ¥36,500 ⇒ ¥37,600
価格改定： ¥52,500 ⇒ ¥54,100

価格改定： ¥21,300 ⇒ ¥21,900
価格改定： ¥22,000 ⇒ ¥22,400
価格改定： ¥24,000 ⇒ ¥24,500
価格改定： ¥29,250 ⇒ ¥29,800

価格改定： ¥117,000 ⇒ ¥120,500
価格改定： ¥49,200 ⇒ ¥50,700
価格改定： ¥37,600 ⇒ ¥38,700

価格改定： ¥55,400 ⇒ ¥56,500
価格改定： ¥24,000 ⇒ ¥24,700
価格改定： ¥24,050 ⇒ ¥24,800
価格改定： ¥31,150 ⇒ ¥32,100
価格改定： ¥10,080 ⇒ ¥10,100
価格改定： ¥10,560 ⇒ ¥10,600
価格改定： ¥20,160 ⇒ ¥20,200
価格改定： ¥23,640 ⇒ ¥23,700
価格改定： ¥117,000 ⇒ ¥120,500

価格改定： ¥37,600 ⇒ ¥38,700
価格改定： ¥39,700 ⇒ ¥40,900
価格改定： ¥43,100 ⇒ ¥44,400
価格改定： ¥43,100 ⇒ ¥44,400
価格改定： ¥43,900 ⇒ ¥45,200
価格改定： ¥44,400 ⇒ ¥45,700
価格改定： ¥44,400 ⇒ ¥45,700
価格改定： ¥46,500 ⇒ ¥47,900
価格改定： ¥23,000 ⇒ ¥23,700
価格改定： ¥24,000 ⇒ ¥24,700
価格改定： ¥115,000 ⇒ ¥118,500
価格改定： ¥48,000 ⇒ ¥49,400
価格改定： ¥33,400 ⇒ ¥36,100
価格改定： ¥35,000 ⇒ ¥37,800
価格改定： ¥21,360 ⇒ ¥22,000
価格改定： ¥22,320 ⇒ ¥23,000

価格改定： ¥15,000 ⇒ ¥15,500
価格改定： ¥15,120 ⇒ ¥15,600
価格改定： ¥15,120 ⇒ ¥15,600

価格改定： ¥16,380 ⇒ ¥16,900
価格改定： ¥16,380 ⇒ ¥16,900
価格改定： ¥27,600 ⇒ ¥28,400

価格改定： ¥16,200 ⇒ ¥16,700
価格改定： ¥16,380 ⇒ ¥16,900
価格改定： ¥16,380 ⇒ ¥16,900

価格改定： ¥27,720 ⇒ ¥28,600
価格改定： ¥27,720 ⇒ ¥28,600
価格改定： ¥27,720 ⇒ ¥28,600
価格改定： ¥27,720 ⇒ ¥28,600
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頁 製品コード 品　　　名　・　型　　　番

■テラオカ総合カタログ№1000　改正表　38

変　更　箇　所
469 19-0245-54 フィルターシステム　1000mL （PES）　/　431098
469 19-0245-55 フィルターシステム　1000mL （CA）　/　430517
469 19-0245-56 フィルターシステム　1000mL （CA）　/　430516
469 19-0245-57 フィルターシステム　1000mL （NY）　/　430515
469 19-0245-59 フィルターシステム　1000mL （CN）　/　430186
481 20-3412-90 エッペンドルフ　ピペットスタンド　6本架
481 20-3503-30 コンビチップアドバンス　0.1mL　（100本）
481 20-3503-31 コンビチップアドバンス　0.2mL　（100本）
481 20-3503-32 コンビチップアドバンス　0.5mL　（100本）
481 20-3503-33 コンビチップアドバンス　1.0mL　（100本）
481 20-3503-34 コンビチップアドバンス　2.5mL　（100本）
481 20-3503-35 コンビチップアドバンス　5mL　（100本）
481 20-3503-36 コンビチップアドバンス　10mL　（100本）
481 20-3503-37 コンビチップアドバンス　25mL　（25本）
481 20-3503-38 コンビチップアドバンス　50mL　（25本）
482 20-3504-00 エッペンドルフチップ　スタンダード　0.1～20μ L　（1000本）

482 20-3504-01 エッペンドルフチップ　スタンダード　0.1～10μ L　（1000本）

482 20-3504-02 エッペンドルフチップ　スタンダード　0.5～20μ L　（1000本）

482 20-3504-03 エッペンドルフチップ　スタンダード　2～200μ L　（1000本）

482 20-3504-04 エッペンドルフチップ　スタンダード　20～300μ L　（1000本）

482 20-3504-05 エッペンドルフチップ　スタンダード　50～1000μ L　（1000本）

482 20-3504-06 エッペンドルフチップ　スタンダード　50～1250μ L　（1000本）

482 20-3504-07 エッペンドルフチップ　スタンダード　500～2500μ L　（500本）

482 20-3504-08 エッペンドルフチップ　スタンダード　100～5000μ L　（500本）

482 20-3504-09 エッペンドルフチップ　スタンダード　1～10mL　（200本）
482 20-3504-19 エッペンドルフチップ　スタンダード　1～10mL　L　（200本）

482 20-3504-30 エッペンドルフチップ　リロード　0.1～10μ L　（960本）
482 20-3504-31 エッペンドルフチップ　リロード　0.5～20μ L　（960本）
482 20-3504-32 エッペンドルフチップ　リロード　2.0～200μ L　（960本）
482 20-3504-33 エッペンドルフチップ　リロード　20～300μ L　（960本）
482 20-3504-34 エッペンドルフチップ　リロード　50～1000μ L　（960本）
482 20-3504-35 エッペンドルフチップ　リロード　50～1250μ L　（960本）
482 20-3504-36 エッペンドルフチップ　リロード　500～2500μ L　（480本）

482 20-3504-37 エッペンドルフチップ　リロード　0.1～20μ L　（960本）
482 20-3504-40 エッペンドルフチップ　セット　0.1～10μ L
482 20-3504-41 エッペンドルフチップ　セット　0.5～20μ L
482 20-3504-42 エッペンドルフチップ　セット　2～200μ L
482 20-3504-43 エッペンドルフチップ　セット　20～300μ L
482 20-3504-44 エッペンドルフチップ　セット　50～1000μ L
482 20-3504-45 エッペンドルフチップ　セット　50～1250μ L
482 20-3504-46 エッペンドルフチップ　セット　500～2500μ L
482 20-3504-47 エッペンドルフチップ　セット　0.1～20μ L
482 20-3504-60 エッペンドルフチップ　ラック　0.1～20μ L
482 20-3504-61 エッペンドルフチップ　ラック　2～200μ L
482 20-3504-62 エッペンドルフチップ　ラック　20～300μ L
482 20-3504-63 エッペンドルフチップ　ラック　50～1000μ L
482 20-3504-64 エッペンドルフチップ　ラック　50～1250μ L
482 20-3504-65 エッペンドルフチップ　ラック　500～2500μ L
482 20-3504-66 エッペンドルフチップ　ラック　1～10mL
482 20-3504-70 エッペンドルフチップ　ボックス　0.1～10μ L
482 20-3504-71 エッペンドルフチップ　ボックス　0.1～20μ L
482 20-3504-72 エッペンドルフチップ　ボックス　0.5～20μ L
482 20-3504-73 エッペンドルフチップ　ボックス　2～200μ L
482 20-3504-74 エッペンドルフチップ　ボックス　20～300μ L
482 20-3504-75 エッペンドルフチップ　ボックス　50～1000μ L
482 20-3504-76 エッペンドルフチップ　ボックス　50～1250μ L
482 20-3504-77 エッペンドルフチップ　ボックス　500～2500μ L
482 20-3504-78 エッペンドルフチップ　ボックス　100～5000μ L
482 20-3504-80 エッペンドルフ　ピペットチップ　シングル　0.1～20μ L
482 20-3504-81 エッペンドルフ　ピペットチップ　シングル　2～200μ L
482 20-3504-82 エッペンドルフ　ピペットチップ　シングル　50～1000μ L
483 20-3502-50～52 ディストリチップ　（50本入）
483 20-3502-53～55 ディストリチップ　滅菌済　（50本入）
488 20-3506-20～28 プロライン　フィルターチップ　滅菌済　（96本×10）
506 20-3100-20 個別包装ストリペット　1mL　/　No.4011

¥14,700

価格改定： ¥11,000

価格改定： ¥5,200 ⇒ ¥5,400
⇒ ¥11,500

価格改定： ¥14,000 ⇒

価格改定： ¥36,000 ⇒ ¥37,100
価格改定： ¥35,280 ⇒ ¥36,300
価格改定： ¥35,280 ⇒ ¥36,300

価格改定： ¥35,280 ⇒ ¥36,300

価格改定： ¥35,280 ⇒ ¥36,300

価格改定： ¥52,000 ⇒ ¥53,600

価格改定： ¥4,100 ⇒ ¥4,200

価格改定： ¥6,000

価格改定： ¥6,500

価格改定： ¥17,500 ⇒ ¥18,000
価格改定： ¥12,800 ⇒ ¥13,000
価格改定： ¥12,800 ⇒ ¥13,000
価格改定： ¥12,800 ⇒ ¥13,000
価格改定： ¥12,800 ⇒ ¥13,000
価格改定： ¥12,800 ⇒ ¥13,000
価格改定： ¥12,800 ⇒ ¥13,000
価格改定： ¥12,800 ⇒ ¥13,000
価格改定： ¥4,100 ⇒ ¥4,200

⇒ ¥6,700

価格改定： ¥6,800 ⇒ ¥7,000

価格改定： ¥4,900 ⇒ ¥5,100

価格改定： ¥7,000 ⇒ ¥7,200

価格改定： ¥7,400 ⇒ ¥7,600

価格改定： ¥4,800 ⇒ ¥5,000

価格改定： ¥3,300 ⇒ ¥3,400

価格改定： ¥5,000 ⇒ ¥5,200

価格改定： ¥9,000 ⇒ ¥9,200

価格改定： ¥3,800 ⇒ ¥4,000

⇒ ¥6,200
価格改定： ¥9,200 ⇒ ¥9,400
価格改定： ¥8,400 ⇒ ¥8,600
価格改定： ¥8,000 ⇒ ¥8,200
価格改定： ¥7,000 ⇒ ¥7,200

価格改定： ¥3,900 ⇒ ¥4,000
価格改定： ¥4,100 ⇒ ¥4,200

価格改定： ¥7,800 ⇒ ¥8,000
価格改定： ¥7,000 ⇒ ¥7,200
価格改定： ¥10,000 ⇒ ¥10,200
価格改定： ¥9,500 ⇒ ¥9,700
価格改定： ¥9,000 ⇒ ¥9,200
価格改定： ¥7,300 ⇒ ¥7,500
価格改定： ¥7,400 ⇒ ¥7,600
価格改定： ¥7,500 ⇒ ¥7,700

価格改定： ¥7,100 ⇒ ¥7,300

価格改定： ¥7,000 ⇒ ¥7,200
価格改定： ¥6,200 ⇒ ¥6,400
価格改定： ¥6,200 ⇒ ¥6,400

価格改定： ¥9,700 ⇒ ¥9,800
価格改定： ¥4,100 ⇒ ¥4,200
価格改定： ¥4,000 ⇒ ¥4,100
価格改定： ¥3,900 ⇒ ¥4,000
価格改定： ¥3,700 ⇒ ¥3,800
価格改定： ¥3,700 ⇒ ¥3,800
価格改定： ¥3,700 ⇒ ¥3,800

価格改定： ¥7,100 ⇒ ¥7,300
価格改定： ¥7,900 ⇒ ¥8,100
価格改定： ¥6,800 ⇒ ¥7,000
価格改定： ¥8,200 ⇒ ¥8,400

価格改定： ¥6,200 ⇒ ¥6,400
価格改定： ¥7,900 ⇒ ¥8,100
価格改定： ¥5,100 ⇒ ¥5,200

価格改定： ¥4,300 ⇒ ¥4,400
価格改定： ¥3,900 ⇒ ¥4,000
価格改定： ¥3,300 ⇒ ¥3,400
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頁 製品コード 品　　　名　・　型　　　番

■テラオカ総合カタログ№1000　改正表　38

変　更　箇　所
506 20-3100-21 個別包装ストリペット　2mL　/　No.4021
506 20-3100-22 個別包装ストリペット　5mL　/　No.4051
506 20-3100-23 個別包装ストリペット　10mL　/　No.4101
506 20-3100-24 個別包装ストリペット　25mL　/　No.4251
506 20-3100-25 個別包装ストリペット　50mL　/　No.4501
506 20-3100-30 バルク包装ストリペット　1mL　/　No.4010
506 20-3100-31 バルク包装ストリペット　2mL　/　No.4020
506 20-3100-32 バルク包装ストリペット　5mL　/　No.4050
506 20-3100-33 バルク包装ストリペット　10mL　/　No.4100
506 20-3100-34 バルク包装ストリペット　25mL　/　No.4250
506 20-3100-35 バルク包装ストリペット　50mL　/　No.4500
517 20-4003-01 PP三角フラスコ　50mL　/　No.1460
517 20-4003-02 PP三角フラスコ　125mL　/　No.1461
517 20-4003-03 PP三角フラスコ　250mL　/　No.1462
517 20-4003-04 PP三角フラスコ　500mL　/　No.1463
517 20-4003-05 PP三角フラスコ　1000mL　/　No.1464
542 19-0200-10 定量濾紙（無灰） グレード40　直径42.5mm
542 19-0200-11 定量濾紙（無灰） グレード40　直径55mm
542 19-0200-12 定量濾紙（無灰） グレード40　直径70mm
542 19-0200-13 定量濾紙（無灰） グレード40　直径90mm
542 19-0200-14 定量濾紙（無灰） グレード40　直径110mm
542 19-0200-15 定量濾紙（無灰） グレード40　直径125mm
542 19-0200-16 定量濾紙（無灰） グレード40　直径150mm
542 19-0200-17 定量濾紙（無灰） グレード40　直径185mm
542 19-0200-18 定量濾紙（無灰） グレード40　直径240mm
542 19-0200-19 定量濾紙（無灰） グレード40　直径320mm
542 19-0200-20 定量濾紙（無灰） グレード40　角型460×570mm
542 19-0200-21 定量濾紙（無灰） グレード41　直径42.5mm
542 19-0200-22 定量濾紙（無灰） グレード41　直径55mm
542 19-0200-23 定量濾紙（無灰） グレード41　直径70mm
542 19-0200-24 定量濾紙（無灰） グレード41　直径90mm
542 19-0200-25 定量濾紙（無灰） グレード41　直径110mm
542 19-0200-26 定量濾紙（無灰） グレード41　直径125mm
542 19-0200-27 定量濾紙（無灰） グレード41　直径150mm
542 19-0200-28 定量濾紙（無灰） グレード41　直径185mm
542 19-0200-29 定量濾紙（無灰） グレード41　直径240mm
542 19-0200-30 定量濾紙（無灰） グレード41　直径320mm
542 19-0200-31 定量濾紙（無灰） グレード41　角型460×570mm
542 19-0200-32 定量濾紙（無灰） グレード42　直径42.5mm
542 19-0200-33 定量濾紙（無灰） グレード42　直径55mm
542 19-0200-34 定量濾紙（無灰） グレード42　直径70mm
542 19-0200-35 定量濾紙（無灰） グレード42　直径90mm
542 19-0200-36 定量濾紙（無灰） グレード42　直径110mm
542 19-0200-37 定量濾紙（無灰） グレード42　直径125mm
542 19-0200-38 定量濾紙（無灰） グレード42　直径150mm
542 19-0200-39 定量濾紙（無灰） グレード42　直径185mm
542 19-0200-40 定量濾紙（無灰） グレード42　直径240mm
542 19-0200-41 定量濾紙（無灰） グレード42　直径320mm
542 19-0200-42 定量濾紙（無灰） グレード42　角型460×570mm
542 19-0200-46 定量濾紙（無灰） グレード43　直径90mm
542 19-0200-47 定量濾紙（無灰） グレード43　直径110mm
542 19-0200-48 定量濾紙（無灰） グレード43　直径125mm
542 19-0200-49 定量濾紙（無灰） グレード43　直径150mm
542 19-0200-50 定量濾紙（無灰） グレード43　直径185mm
542 19-0200-56 定量濾紙（無灰） グレード44　直径70mm
542 19-0200-57 定量濾紙（無灰） グレード44　直径90mm
542 19-0200-58 定量濾紙（無灰） グレード44　直径110mm
542 19-0200-59 定量濾紙（無灰） グレード44　直径125mm
542 19-0200-60 定量濾紙（無灰） グレード44　直径150mm
542 19-0200-61 定量濾紙（無灰） グレード44　直径185mm
542 19-0200-62 定量濾紙（無灰） グレード44　直径240mm
542 19-0201-10 定性濾紙（円型） グレード1　直径42.5mm
542 19-0201-11 定性濾紙（円型） グレード1　直径55mm
542 19-0201-12 定性濾紙（円型） グレード1　直径70mm
542 19-0201-13 定性濾紙（円型） グレード1　直径90mm

価格改定： ¥1,400 ⇒ ¥1,600

⇒ ¥2,000

¥22,200

⇒ ¥2,600

価格改定： ¥1,400 ⇒ ¥1,600
価格改定： ¥1,800
価格改定： ¥1,900 ⇒ ¥2,100

価格改定： ¥3,100 ⇒

価格改定： ¥2,300
¥3,500

価格改定： ¥6,400 ⇒

価格改定： ¥4,300 ⇒ ¥4,800
¥7,100

価格改定： ¥9,900 ⇒ ¥10,900

¥12,000

価格改定： ¥660 ⇒ ¥730

価格改定： ¥10,900 ⇒
価格改定： ¥440 ⇒ ¥490

¥610価格改定： ¥550 ⇒
価格改定： ¥660 ⇒ ¥730

価格改定： ¥39,900 ⇒ ¥43,900

価格改定： ¥1,400
価格改定： ¥1,400 ⇒ ¥1,600

価格改定： ¥15,700 ⇒ ¥16,500

価格改定： ¥1,900 ⇒ ¥2,100

⇒ ¥1,600

価格改定： ¥4,300 ⇒ ¥4,800

価格改定： ¥1,800 ⇒ ¥2,000

価格改定： ¥2,300 ⇒ ¥2,600

価格改定： ¥3,100 ⇒ ¥3,500

価格改定： ¥4,300 ⇒ ¥4,800

価格改定： ¥6,400 ⇒ ¥7,100

価格改定： ¥9,900 ⇒ ¥10,900

価格改定： ¥3,100 ⇒ ¥3,500

価格改定： ¥39,900 ⇒ ¥41,900

価格改定： ¥6,400 ⇒ ¥7,100

価格改定： ¥2,300 ⇒ ¥2,600

価格改定： ¥15,700 ⇒ ¥16,500

価格改定： ¥4,200 ⇒ ¥4,700

価格改定： ¥1,900 ⇒ ¥2,100

価格改定： ¥1,800 ⇒ ¥2,000

価格改定： ¥3,000 ⇒ ¥3,300

価格改定： ¥2,300 ⇒ ¥2,600

価格改定： ¥6,300 ⇒ ¥7,000

価格改定： ¥1,400 ⇒ ¥1,600

価格改定： ¥1,900 ⇒ ¥2,100

価格改定： ¥1,900 ⇒ ¥2,100

価格改定： ¥1,400 ⇒ ¥1,500

価格改定： ¥3,100 ⇒ ¥3,500

価格改定： ¥1,800 ⇒ ¥2,000

価格改定： ¥6,400 ⇒ ¥7,100

価格改定： ¥2,300 ⇒ ¥2,600

価格改定： ¥17,100 ⇒ ¥18,000

価格改定： ¥4,300 ⇒ ¥4,800

価格改定： ¥9,900 ⇒ ¥10,900

価格改定： ¥39,900 ⇒ ¥43,900

価格改定： ¥24,800 ⇒ ¥25,500
価格改定： ¥33,000 ⇒ ¥34,000

価格改定： ¥18,600 ⇒ ¥19,200

価格改定： ¥57,000 ⇒ ¥58,700
価格改定： ¥17,600 ⇒ ¥18,100

価格改定： ¥52,000 ⇒ ¥53,600

価格改定： ¥28,800 ⇒ ¥29,700

価格改定： ¥38,500 ⇒ ¥39,700
価格改定： ¥41,000 ⇒ ¥42,200
価格改定：

価格改定： ¥260 ⇒ ¥280
価格改定： ¥320 ⇒ ¥360
価格改定： ¥380 ⇒ ¥410

価格改定： ¥1,000 ⇒ ¥1,130

価格改定： ¥600 ⇒ ¥670

¥21,600 ⇒

価格改定： ¥46,000 ⇒ ¥47,400
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頁 製品コード 品　　　名　・　型　　　番

■テラオカ総合カタログ№1000　改正表　38

変　更　箇　所
542 19-0201-14 定性濾紙（円型） グレード1　直径110mm
542 19-0201-15 定性濾紙（円型） グレード1　直径125mm
542 19-0201-16 定性濾紙（円型） グレード1　直径150mm
542 19-0201-17 定性濾紙（円型） グレード1　直径185mm
542 19-0201-18 定性濾紙（円型） グレード1　直径240mm
542 19-0201-19 定性濾紙（円型） グレード1　直径270mm
542 19-0201-20 定性濾紙（円型） グレード1　直径320mm
542 19-0201-21 定性濾紙（円型） グレード1　直径400mm
542 19-0201-22 定性濾紙（円型） グレード1　直径500mm
542 19-0201-23 定性濾紙（円型） グレード2　直径42.5mm
542 19-0201-24 定性濾紙（円型） グレード2　直径55mm
542 19-0201-25 定性濾紙（円型） グレード2　直径70mm
542 19-0201-26 定性濾紙（円型） グレード2　直径90mm　　※販売再開
542 19-0201-27 定性濾紙（円型） グレード2　直径110mm
542 19-0201-28 定性濾紙（円型） グレード2　直径125mm
542 19-0201-29 定性濾紙（円型） グレード2　直径150mm
542 19-0201-30 定性濾紙（円型） グレード2　直径185mm
542 19-0201-31 定性濾紙（円型） グレード2　直径240mm
542 19-0201-32 定性濾紙（円型） グレード2　直径270mm
542 19-0201-33 定性濾紙（円型） グレード2　直径320mm
542 19-0201-35 定性濾紙（円型） グレード2　直径500mm
542 19-0201-37 定性濾紙（円型） グレード3　直径55mm
542 19-0201-38 定性濾紙（円型） グレード3　直径70mm
542 19-0201-39 定性濾紙（円型） グレード3　直径90mm
542 19-0201-40 定性濾紙（円型） グレード3　直径110mm
542 19-0201-41 定性濾紙（円型） グレード3　直径125mm
542 19-0201-42 定性濾紙（円型） グレード3　直径150mm
542 19-0201-43 定性濾紙（円型） グレード3　直径185mm
542 19-0201-44 定性濾紙（円型） グレード3　直径240mm
542 19-0201-46 定性濾紙（円型） グレード3　直径320mm
542 19-0201-49 定性濾紙（円型） グレード4　直径42.5mm
542 19-0201-50 定性濾紙（円型） グレード4　直径55mm
542 19-0201-51 定性濾紙（円型） グレード4　直径70mm
542 19-0201-52 定性濾紙（円型） グレード4　直径90mm
542 19-0201-53 定性濾紙（円型） グレード4　直径110mm
542 19-0201-54 定性濾紙（円型） グレード4　直径125mm
542 19-0201-55 定性濾紙（円型） グレード4　直径150mm
542 19-0201-56 定性濾紙（円型） グレード4　直径185mm
542 19-0201-57 定性濾紙（円型） グレード4　直径240mm
542 19-0201-58 定性濾紙（円型） グレード4　直径270mm
542 19-0201-59 定性濾紙（円型） グレード4　直径320mm
542 19-0201-60 定性濾紙（円型） グレード4　直径400mm
542 19-0201-62 定性濾紙（円型） グレード5　直径42.5mm
542 19-0201-63 定性濾紙（円型） グレード5　直径55mm
542 19-0201-64 定性濾紙（円型） グレード5　直径70mm
542 19-0201-65 定性濾紙（円型） グレード5　直径90mm
542 19-0201-66 定性濾紙（円型） グレード5　直径110mm
542 19-0201-67 定性濾紙（円型） グレード5　直径125mm
542 19-0201-68 定性濾紙（円型） グレード5　直径150mm
542 19-0201-69 定性濾紙（円型） グレード5　直径185mm
542 19-0201-70 定性濾紙（円型） グレード5　直径240mm
542 19-0201-72 定性濾紙（円型） グレード5　直径320mm
542 19-0201-77 定性濾紙（円型） グレード6　直径70mm
542 19-0201-78 定性濾紙（円型） グレード6　直径90mm
542 19-0201-79 定性濾紙（円型） グレード6　直径110mm
542 19-0201-80 定性濾紙（円型） グレード6　直径125mm
542 19-0201-81 定性濾紙（円型） グレード6　直径150mm
542 19-0201-82 定性濾紙（円型） グレード6　直径185mm
542 19-0201-83 定性濾紙（円型） グレード6　直径240mm
542 19-0202-10 定性濾紙（角型） グレード1　26×31mm
542 19-0202-11 定性濾紙（角型） グレード1　75×100mm
542 19-0202-12 定性濾紙（角型） グレード1　460×570mm　（100枚）
542 19-0202-13 定性濾紙（角型） グレード1　460×570mm　（500枚）
542 19-0202-14 定性濾紙（角型） グレード1　580×680mm
542 19-0202-16 定性濾紙（角型） グレード1　600×600mm

価格改定： ¥990 ⇒ ¥1,100

価格改定： ¥880 ⇒ ¥970

価格改定： ¥1,400 ⇒ ¥1,600
価格改定： ¥2,000 ⇒ ¥2,200

価格改定： ¥4,000 ⇒ ¥4,400

価格改定： ¥3,500 ⇒ ¥3,900

価格改定： ¥3,000 ⇒ ¥3,300

価格改定： ¥6,400 ⇒ ¥7,100

価格改定： ¥2,500 ⇒ ¥2,800

価格改定： ¥960 ⇒ ¥1,100

価格改定： ¥4,600 ⇒ ¥5,100

価格改定： ¥1,600 ⇒ ¥1,800

価格改定： ¥12,700 ⇒ ¥13,400

価格改定： ¥2,200 ⇒ ¥2,500

価格改定： ¥1,200 ⇒ ¥1,400

価格改定： ¥4,700 ⇒ ¥5,200

価格改定： ¥1,800 ⇒ ¥2,000

価格改定： ¥2,500 ⇒ ¥2,800

価格改定： ¥3,300 ⇒ ¥3,700

価格改定： ¥4,900 ⇒ ¥5,400

価格改定： ¥8,200 ⇒ ¥9,100

価格改定： ¥7,500 ⇒ ¥7,900

価格改定： ¥3,500 ⇒ ¥3,900

価格改定： ¥7,200 ⇒ ¥8,000

価格改定： ¥5,500 ⇒ ¥6,100

価格改定： ¥550 ⇒ ¥610

価格改定： ¥5,400 ⇒ ¥6,000

価格改定： ¥660 ⇒ ¥730

価格改定： ¥10,600 ⇒ ¥11,700

価格改定： ¥880 ⇒ ¥970

価格改定： ¥550 ⇒ ¥610

価格改定： ¥1,700 ⇒ ¥1,900

価格改定： ¥770 ⇒ ¥850

価格改定： ¥840 ⇒ ¥930

価格改定： ¥1,100 ⇒ ¥1,300

価格改定： ¥1,100 ⇒ ¥1,300

価格改定： ¥10,600 ⇒ ¥11,200

価格改定： ¥1,500 ⇒ ¥1,700

価格改定： ¥840 ⇒ ¥930

価格改定： ¥2,700 ⇒ ¥3,000

価格改定： ¥1,200 ⇒ ¥1,400

価格改定： ¥3,500 ⇒ ¥3,900

価格改定： ¥1,800 ⇒ ¥2,000

価格改定： ¥5,100 ⇒ ¥5,700

価格改定： ¥2,500 ⇒ ¥2,800

価格改定： ¥770 ⇒ ¥850

価格改定： ¥4,600 ⇒ ¥5,100

価格改定： ¥990 ⇒ ¥1,100

価格改定： ¥13,800 ⇒ ¥14,500

価格改定： ¥1,300 ⇒ ¥1,500

価格改定： ¥770 ⇒ ¥850

価格改定： ¥6,600 ⇒ ¥7,300

価格改定： ¥1,100 ⇒ ¥1,300

価格改定： ¥59,800 ⇒ ¥62,800

価格改定： ¥1,700 ⇒ ¥1,900

価格改定： ¥16,000 ⇒ ¥17,600

価格改定： ¥12,500 ⇒ ¥13,800

価格改定： ¥18,000 ⇒ ¥19,800

価格改定： ¥5,900 ⇒ ¥6,500

価格改定： ¥990 ⇒ ¥1,100

価格改定： ¥3,800 ⇒ ¥4,200

価格改定： ¥1,400 ⇒ ¥1,600

価格改定： ¥9,000 ⇒ ¥9,900

価格改定： ¥1,100 ⇒ ¥1,300

価格改定： ¥1,700 ⇒ ¥1,900
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頁 製品コード 品　　　名　・　型　　　番

■テラオカ総合カタログ№1000　改正表　38

変　更　箇　所
542 19-0202-23 定性濾紙（角型） グレード2　600×600mm
542 19-0202-26 定性濾紙（角型） グレード3　460×570mm
542 19-0202-33 定性濾紙（角型） グレード4　460×570mm
543 19-0225-01 ガラス繊維濾紙　GF/A　直径21mm
543 19-0225-02 ガラス繊維濾紙　GF/A　直径24mm
543 19-0225-03 ガラス繊維濾紙　GF/A　直径25mm
543 19-0225-05 ガラス繊維濾紙　GF/A　直径42.5mm
543 19-0225-06 ガラス繊維濾紙　GF/A　直径47mm
543 19-0225-07 ガラス繊維濾紙　GF/A　直径55mm
543 19-0225-09 ガラス繊維濾紙　GF/A　直径70mm
543 19-0225-10 ガラス繊維濾紙　GF/A　直径90mm
543 19-0225-11 ガラス繊維濾紙　GF/A　直径110mm
543 19-0225-12 ガラス繊維濾紙　GF/A　直径125mm
543 19-0225-13 ガラス繊維濾紙　GF/A　直径150mm
543 19-0225-14 ガラス繊維濾紙　GF/A　角型460×570mm
543 19-0225-15 ガラス繊維濾紙　GF/A　角型203×254mm
543 19-0225-17 ガラス繊維濾紙　GF/B　直径21mm
543 19-0225-18 ガラス繊維濾紙　GF/B　直径24mm
543 19-0225-19 ガラス繊維濾紙　GF/B　直径25mm
543 19-0225-21 ガラス繊維濾紙　GF/B　直径37mm
543 19-0225-22 ガラス繊維濾紙　GF/B　直径42.5mm
543 19-0225-23 ガラス繊維濾紙　GF/B　直径47mm
543 19-0225-24 ガラス繊維濾紙　GF/B　直径55mm
543 19-0225-25 ガラス繊維濾紙　GF/B　直径60mm
543 19-0225-26 ガラス繊維濾紙　GF/B　直径70mm
543 19-0225-27 ガラス繊維濾紙　GF/B　直径90mm
543 19-0225-28 ガラス繊維濾紙　GF/B　直径110mm
543 19-0225-29 ガラス繊維濾紙　GF/B　直径125mm
543 19-0225-30 ガラス繊維濾紙　GF/B　直径150mm
543 19-0225-31 ガラス繊維濾紙　GF/B　角型460×570mm
543 19-0225-32 ガラス繊維濾紙　GF/C　直径21mm
543 19-0225-33 ガラス繊維濾紙　GF/C　直径24mm
543 19-0225-34 ガラス繊維濾紙　GF/C　直径25mm
543 19-0225-35 ガラス繊維濾紙　GF/C　直径37mm
543 19-0225-36 ガラス繊維濾紙　GF/C　直径42.5mm
543 19-0225-37 ガラス繊維濾紙　GF/C　直径47mm
543 19-0225-38 ガラス繊維濾紙　GF/C　直径55mm
543 19-0225-39 ガラス繊維濾紙　GF/C　直径70mm
543 19-0225-40 ガラス繊維濾紙　GF/C　直径90mm
543 19-0225-41 ガラス繊維濾紙　GF/C　直径110mm
543 19-0225-42 ガラス繊維濾紙　GF/C　直径125mm
543 19-0225-43 ガラス繊維濾紙　GF/C　直径150mm
543 19-0225-44 ガラス繊維濾紙　GF/C　角型460×570mm
543 19-0225-45 ガラス繊維濾紙　GF/C　角型102×254mm
543 19-0225-46 ガラス繊維濾紙　GF/D　直径10mm
543 19-0225-48 ガラス繊維濾紙　GF/D　直径21mm
543 19-0225-50 ガラス繊維濾紙　GF/D　直径24mm
543 19-0225-51 ガラス繊維濾紙　GF/D　直径25mm
543 19-0225-54 ガラス繊維濾紙　GF/D　直径42.5mm
543 19-0225-55 ガラス繊維濾紙　GF/D　直径47mm
543 19-0225-56 ガラス繊維濾紙　GF/D　直径55mm
543 19-0225-57 ガラス繊維濾紙　GF/D　直径70mm
543 19-0225-58 ガラス繊維濾紙　GF/D　直径90mm
543 19-0225-59 ガラス繊維濾紙　GF/D　直径110mm
543 19-0225-60 ガラス繊維濾紙　GF/D　直径125mm
543 19-0225-61 ガラス繊維濾紙　GF/D　直径150mm
543 19-0225-62 ガラス繊維濾紙　GF/D　直径257mm
543 19-0225-64 ガラス繊維濾紙　GF/D　角型460×570mm
543 19-0225-65 ガラス繊維濾紙　GF/F　直径21mm
543 19-0225-66 ガラス繊維濾紙　GF/F　直径24mm
543 19-0225-67 ガラス繊維濾紙　GF/F　直径25mm
543 19-0225-68 ガラス繊維濾紙　GF/F　直径37mm
543 19-0225-69 ガラス繊維濾紙　GF/F　直径42.5mm
543 19-0225-70 ガラス繊維濾紙　GF/F　直径47mm
543 19-0225-71 ガラス繊維濾紙　GF/F　直径55mm

価格改定： ¥9,700 ⇒ ¥10,200

価格改定： ¥5,700 ⇒ ¥6,000

価格改定： ¥84,500 ⇒ ¥88,800

価格改定： ¥14,800

価格改定： ¥5,700 ⇒ ¥6,000

⇒ ¥5,500価格改定： ¥5,200

⇒ ¥8,600
⇒ ¥6,300

⇒ ¥15,600

¥14,500
⇒ ¥12,800

価格改定： ¥6,000

¥4,400⇒価格改定： ¥4,100

¥13,800 ⇒

価格改定： ¥12,100

⇒ ¥5,200

価格改定：

価格改定： ¥4,900

価格改定： ¥3,000 ⇒ ¥3,200

価格改定： ¥3,700 ⇒ ¥3,900

価格改定： ¥3,100 ⇒ ¥3,300

価格改定： ¥9,000 ⇒

価格改定： ¥7,300

価格改定： ¥28,600 ⇒

価格改定： ¥8,100

¥30,100
価格改定： ¥36,800

⇒ ¥7,700
¥9,500

価格改定： ¥2,500 ⇒ ¥2,700

価格改定： ¥12,100 ⇒ ¥12,800

価格改定： ¥2,900 ⇒ ¥3,100

⇒ ¥38,700

価格改定： ¥4,800 ⇒ ¥5,100

価格改定： ¥2,900 ⇒ ¥3,100

価格改定： ¥5,100 ⇒ ¥5,400

価格改定： ¥4,600 ⇒ ¥4,900

価格改定： ¥6,900 ⇒ ¥7,300

価格改定： ¥3,100 ⇒ ¥3,300

価格改定： ¥3,500 ⇒ ¥3,700

価格改定： ¥5,300 ⇒ ¥5,600

価格改定： ¥10,400 ⇒ ¥11,000

価格改定： ¥10,200 ⇒ ¥10,800

価格改定： ¥4,700 ⇒ ¥5,000

価格改定： ¥26,800 ⇒ ¥29,500

価格改定： ¥1,700 ⇒ ¥1,800

価格改定： ¥17,100 ⇒ ¥18,900

価格改定： ¥1,900 ⇒ ¥2,000

価格改定： ¥18,500 ⇒ ¥20,400

価格改定： ¥1,900 ⇒ ¥2,000

価格改定： ¥4,900 ⇒ ¥5,200

価格改定： ¥8,100 ⇒ ¥8,600

価格改定： ¥3,100 ⇒ ¥3,300

価格改定： ¥6,500 ⇒ ¥6,900

価格改定： ¥5,700 ⇒ ¥6,000

価格改定： ¥9,300 ⇒ ¥9,800

価格改定： ¥69,800 ⇒ ¥73,300

価格改定： ¥4,100 ⇒ ¥4,400

価格改定： ¥2,900 ⇒ ¥3,100

価格改定： ¥7,600 ⇒ ¥8,000

価格改定： ¥4,900 ⇒ ¥5,200

価格改定： ¥2,700 ⇒ ¥2,900

価格改定： ¥22,000 ⇒ ¥23,100

価格改定： ¥3,100 ⇒ ¥3,300

価格改定： ¥2,700 ⇒ ¥2,900

価格改定： ¥70,800 ⇒ ¥74,400

価格改定： ¥2,900 ⇒ ¥3,100

価格改定： ¥2,700 ⇒ ¥2,900

価格改定： ¥5,100 ⇒ ¥5,400
価格改定： ¥5,300 ⇒ ¥5,600
価格改定： ¥6,900 ⇒ ¥7,300
価格改定： ¥10,200 ⇒ ¥10,800
価格改定： ¥10,800 ⇒ ¥11,400
価格改定： ¥15,000 ⇒ ¥15,800
価格改定： ¥19,200 ⇒ ¥20,200
価格改定： ¥26,400 ⇒ ¥27,800
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頁 製品コード 品　　　名　・　型　　　番

■テラオカ総合カタログ№1000　改正表　38

変　更　箇　所
543 19-0225-72 ガラス繊維濾紙　GF/F　直径70mm
543 19-0225-73 ガラス繊維濾紙　GF/F　直径90mm
543 19-0225-74 ガラス繊維濾紙　GF/F　直径110mm
543 19-0225-75 ガラス繊維濾紙　GF/F　直径125mm
543 19-0225-76 ガラス繊維濾紙　GF/F　直径150mm
543 19-0225-77 ガラス繊維濾紙　GF/F　直径257mm
543 19-0225-78 ガラス繊維濾紙　GF/F　直径293mm
543 19-0225-79 ガラス繊維濾紙　GF/F　角型460×570mm
543 19-0237-05 セルロース円筒濾紙　φ 28×100　/　No.2800-280
543 19-0237-06 セルロース円筒濾紙　φ 25×100　/　No.10350219
544 19-0236-10 石英繊維濾紙（円型）　QM-A　32mm　/　No.1851-032
544 19-0236-11 石英繊維濾紙（円型）　QM-A　37mm　/　No.1851-037
544 19-0236-12 石英繊維濾紙（円型）　QM-A　47mm　/　No.1851-047
544 19-0236-13 石英繊維濾紙（円型）　QM-A　55mm　/　No.1851-055
544 19-0236-14 石英繊維濾紙（角型）　QM-A　/　No.1851-865
544 19-0236-20 石英繊維濾紙（円型）　QM-B　42mm　/　No.1852-042
544 19-0238-01 ガラス円筒濾紙　No.2814-259
544 19-0239-01 シリカ円筒濾紙　No.2812-259
545 19-0240-01 液相分離濾紙1PS　直径70mm　/　No.2200-070
545 19-0240-02 液相分離濾紙1PS　直径90mm　/　No.2200-090
545 19-0240-03 液相分離濾紙1PS　直径110mm　/　No.2200-110
545 19-0240-04 液相分離濾紙1PS　直径125mm　/　No.2200-125
545 19-0240-05 液相分離濾紙1PS　直径150mm　/　No.2200-150
545 19-0240-06 液相分離濾紙1PS　直径185mm　/　No.2200-185
545 19-0240-07 液相分離濾紙1PS　直径240mm　/　No.2200-240
545 19-0240-08 液相分離濾紙1PS　直径270mm　/　No.2200-270
545 19-0242-02 ベンチコート表面保護紙　46cm×50ｍ　/　No.2300-731

545 19-0242-03 ベンチコート表面保護紙　92cm×50ｍ　/　No.2300-772

546 19-0250-10～15 GD/Xシリンジフィルター　滅菌済　25mm
546 19-0250-20～25 GD/Xシリンジフィルター　非滅菌　25mm
546 19-0250-30～35 GD/Xシリンジフィルター　非滅菌　13mm
583 22-1030-11 シュアプラジェット　PJ-214A
583 22-1030-20 シュアプラジェット用オプション　AT-11
583 22-1030-21 シュアプラジェット用オプション　AT-21
583 22-1030-22 シュアプラジェット用オプション　AT-31
607 20-6215-02 コンポーネントピンセット　ID30
607 20-6215-03 コンポーネントピンセット　ID29
607 20-6215-05 パール・ボールベアリング用ピンセット　IDPB
607 20-6215-06 コンポーネントピンセット　ID30D
607 20-6215-07 コンポーネントピンセット　ID29D
607 20-6215-10 コンポーネントピンセット　571
607 20-6215-11 コンポーネントピンセット　577
607 20-6215-12 コンポーネントピンセット　581
607 20-6215-13 コンポーネントピンセット　572
607 20-6215-14 コンポーネントピンセット　578
607 20-6215-15 コンポーネントピンセット　582
607 20-6215-16 コンポーネントピンセット　573
607 20-6215-17 コンポーネントピンセット　579
607 20-6215-18 コンポーネントピンセット　583
608 20-6216-10 ウェハー用フラットピンセット　2W
608 20-6216-11 ウェハー用フラットピンセット　3W
608 20-6216-12 ウェハー用フラットピンセット　4W
608 20-6216-15 ウェハー用フラットピンセット　2WL
608 20-6216-16 ウェハー用フラットピンセット　3WL
608 20-6216-17 ウェハー用フラットピンセット　4WL
608 20-6216-18 ウェハー用フラットピンセット　5WL
608 20-6216-19 ウェハー用フラットピンセット　6WL
608 20-6216-20 ウェハー用フラットピンセット　2WF
608 20-6216-21 ウェハー用フラットピンセット　3WF
608 20-6216-22 ウェハー用フラットピンセット　4WF
608 20-6216-23 ウェハー用フラットピンセット　5WF
608 20-6216-24 ウェハー用フラットピンセット　6WF
608 20-6216-25 ウェハー用フラットピンセット　2WFG
608 20-6216-26 ウェハー用フラットピンセット　3WFG
608 20-6216-27 ウェハー用フラットピンセット　4WFG

価格改定： ¥3,800 ⇒ ¥4,200

価格改定： ¥2,100 ⇒ ¥2,300

価格改定： ¥25,200 ⇒ ¥26,000
価格改定： ¥2,100 ⇒ ¥2,300

価格改定： ⇒ ¥42,000

¥127,000 ⇒ ¥134,000

⇒ ¥10,800

価格改定： ¥7,700 ⇒ ¥8,500

価格改定：

価格改定： ¥58,900 ⇒ ¥61,900

価格改定： ¥15,700 ⇒ ¥16,500

価格改定：

⇒ ¥48,200

価格改定： ¥8,800 ⇒ ¥9,300
¥11,000 ⇒ ¥11,600

¥16,800
価格改定： ⇒ ¥7,400

価格改定：

価格改定： ¥16,000 ⇒

¥19,600
価格改定： ¥10,200
価格改定： ¥1,600 ⇒ ¥1,800

¥7,000

価格改定： ¥45,900

¥40,000

⇒ ¥20,600

価格改定： ¥15,000

価格改定： ¥2,300 ⇒ ¥2,600
価格改定： ¥3,300 ⇒ ¥3,700
価格改定： ¥4,100 ⇒ ¥4,600
価格改定： ¥5,600 ⇒ ¥6,200
価格改定： ¥8,800 ⇒ ¥9,700
価格改定： ¥13,200 ⇒ ¥14,600
価格改定： ¥16,100 ⇒ ¥17,800
価格改定： ¥19,300 ⇒ ¥21,300
価格改定： ¥36,500 ⇒ ¥40,200
価格改定： ¥20,000 ⇒ ¥22,000
価格改定： ¥45,000 ⇒ ¥47,300

価格改定： ¥7,800 ⇒ ¥8,600
⇒ ¥15,800

価格改定： ¥17,400 ⇒ ¥18,300
価格改定： ¥19,700 ⇒ ¥20,700

¥24,200 ⇒ ¥25,500
価格改定： ¥43,300 ⇒ ¥45,500

¥16,200 ⇒ ¥17,100

価格改定：

価格改定：

価格改定：

価格改定： ¥3,400 ⇒ ¥4,000

¥3,000

価格改定： ¥3,400 ⇒ ¥4,000

価格改定： ¥3,000 ⇒ ¥3,500

価格改定： ¥3,000 ⇒ ¥3,500

価格改定： ¥3,000 ⇒ ¥3,500

価格改定： ¥3,000 ⇒ ¥3,500
価格改定： ¥3,000 ⇒ ¥3,500

価格改定： ¥3,000 ⇒ ¥3,500

⇒ ¥3,500
価格改定： ¥3,000 ⇒ ¥3,500
価格改定： ¥3,000 ⇒ ¥3,500

価格改定： ¥4,000 ⇒ ¥4,800

価格改定： ¥3,300 ⇒ ¥4,000
価格改定： ¥3,200 ⇒ ¥4,000

価格改定： ¥4,000 ⇒ ¥4,800

価格改定： ¥3,500 ⇒ ¥4,000

価格改定： ¥3,400 ⇒ ¥4,000
価格改定： ¥4,100 ⇒ ¥4,800

価格改定： ¥4,100 ⇒ ¥4,800

価格改定： ¥3,400 ⇒ ¥4,000

価格改定： ¥3,400 ⇒ ¥4,000

価格改定： ¥3,400 ⇒ ¥4,000

価格改定： ¥3,400 ⇒ ¥4,000

価格改定： ¥4,100 ⇒ ¥4,800

価格改定： ¥3,400 ⇒ ¥4,000

価格改定： ¥3,400 ⇒ ¥4,000

価格改定： ¥3,400 ⇒ ¥4,000

価格改定： ¥4,100 ⇒ ¥4,800

価格改定： ¥3,400 ⇒ ¥4,000

価格改定： ¥3,400 ⇒ ¥4,000
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頁 製品コード 品　　　名　・　型　　　番

■テラオカ総合カタログ№1000　改正表　38

変　更　箇　所
608 20-6216-29 ウェハー用フラットピンセット　41W
608 20-6216-30 ウェハー用フラットピンセット　45W
608 20-6216-31 ウェハー用フラットピンセット　46W
609 20-6216-04 ウェハー用フラットピンセット　34A
609 20-6216-05 ウェハー用フラットピンセット　35A
609 20-6216-06 ウェハー用フラットピンセット　36A
609 20-6216-35 ウェハー用フラットピンセット　45WF
609 20-6216-36 ウェハー用フラットピンセット　46WF
609 20-6216-37 ウェハー用フラットピンセット　48WF
609 20-6216-40 ウェハー用フラットピンセット　45WFG
609 20-6216-41 ウェハー用フラットピンセット　46WFG
609 20-6216-43 ウェハー用フラットピンセット　33A
610 20-6217-70 カーボンピンセット　ID251CF
610 20-6217-71 カーボンピンセット　ID252CF
610 20-6217-72 カーボンピンセット　ID253CF
610 20-6217-73 カーボンピンセット　ID254CF
610 20-6217-74 カーボンピンセット　ID255CF
610 20-6217-75 カーボンピンセット　ID256CF
610 20-6217-76 カーボンピンセット　ID257CF
611 20-6217-77 カーボンピンセット　ID248CF
611 20-6217-78 カーボンピンセット　ID249CF
611 20-6217-79 カーボンピンセット　ID250CF
611 20-6217-80 カーボンピンセット　ID259CF
611 20-6217-81 カーボンピンセット　ID269CF
620 20-6905-16 3号型メスホルダー
633 20-4099-20 フラスコ台　No.271
639 30-0688-01～03 ジャンパー　670　ライトベージュ　　M/L/LL
639 30-0688-04,05 ジャンパー　670　ライトベージュ　　3L/4L
639 30-0688-06～08 ジャンパー　670　アースグリーン　　M/L/LL
639 30-0688-09,10 ジャンパー　670　アースグリーン　　3L/4L
639 30-0688-11～13 ジャンパー　670　ネイビー　　M/L/LL
639 30-0688-14,15 ジャンパー　670　ネイビー　　3L/4L
639 30-0688-16～18 ジャンパー　670　ラベンダーブルー　　M/L/LL
639 30-0688-19,20 ジャンパー　670　ラベンダーブルー　　3L/4L
639 30-0688-21～23 ジャンパー　670　ライトグレー　　M/L/LL
639 30-0688-24,25 ジャンパー　670　ライトグレー　　3L/4L
639 30-0688-30～36 ツータックスラックス　675　ライトベージュ　70cm～88cm

639 30-0688-37,38 ツータックスラックス　675　ライトベージュ　91/95cm
639 30-0688-39～41 ツータックスラックス　675　ライトベージュ　100/105/110cm

639 30-0688-42～48 ツータックスラックス　675　ライトグレー　70cm～88cm
639 30-0688-49,50 ツータックスラックス　675　ライトグレー　91/95cm
639 30-0688-51～53 ツータックスラックス　675　ライトグレー　100/105/110cm

639 30-0688-54～60 ツータックスラックス　675　ラベンダーブルー　70cm～88cm

639 30-0688-61,62 ツータックスラックス　675　ラベンダーブルー　91/95cm
639 30-0688-63～65 ツータックスラックス　675　ラベンダーブルー　100/105/110cm

639 30-0688-66～72 ツータックスラックス　675　アースグリーン　70cm～88cm

639 30-0688-73,74 ツータックスラックス　675　アースグリーン　91/95cm
639 30-0688-75～77 ツータックスラックス　675　アースグリーン　100/105/110cm

639 30-0688-78～84 ツータックスラックス　675　ネイビー　70cm～88cm
639 30-0688-85,86 ツータックスラックス　675　ネイビー　91/95cm
639 30-0688-87～89 ツータックスラックス　675　ネイビー　100/105/110cm
639 30-0691-10～12 長袖ジャンパー　A26000　ベージュ　　M/L/LL
639 30-0691-13 長袖ジャンパー　A26000　ベージュ　　3L
639 30-0691-20～22 長袖ジャンパー　A26000　ブルー　　M/L/LL
639 30-0691-23 長袖ジャンパー　A26000　ブルー　　3L
639 30-0691-30～32 長袖ジャンパー　A26000　アースグリーン　　M/L/LL
639 30-0691-33 長袖ジャンパー　A26000　アースグリーン　　3L
639 30-0691-40～42 長袖ジャンパー　A26000　グレー　　M/L/LL
639 30-0691-43 長袖ジャンパー　A26000　グレー　　3L
666 10-0302-17 ドラフト用フィルター　活性炭フィルター
666 10-0302-18 ドラフト用フィルター　防塵フィルター
710 30-0599-10～12 巻指サック
735 30-0654-01～10 安全靴　SS11黒（帯電防止）
735 30-0654-11～20 安全靴　SS11茶（帯電防止）
735 30-0654-21～30 安全靴　SS11紺（帯電防止）

価格改定： ¥3,800 ⇒ ¥5,600

価格改定： ¥4,500 ⇒

（帯電防止）　の表記削除

¥5,000

寸法訂正：　全長130mm　⇒　全長120mm

廃番
（帯電防止）　の表記削除
（帯電防止）　の表記削除

価格改定： ¥6,100

価格改定： ¥7,300

価格改定：

価格改定： ¥5,350 ⇒ ¥5,850

価格改定： ¥5,000 ⇒ ¥5,500

価格改定： ¥7,300 ⇒ ¥8,000

価格改定： ¥5,000 ⇒ ¥5,500

価格改定： ¥5,350 ⇒ ¥5,850

価格改定： ¥5,350 ⇒ ¥5,850

価格改定： ¥7,650 ⇒ ¥8,350
価格改定： ¥7,300 ⇒ ¥8,000

価格改定： ¥5,600 ⇒ ¥6,300

価格改定： ¥5,000 ⇒ ¥5,500

⇒ ¥6,800

¥5,850

¥6,300

¥6,800

価格改定： ¥5,950 ⇒ ¥6,650

¥7,650 ⇒

価格改定： ¥5,600 ⇒

価格改定： ¥5,950 ⇒ ¥6,650

¥7,300 ⇒ ¥8,000

¥8,000

価格改定：

価格改定： ¥7,650 ⇒ ¥8,350

価格改定： ¥7,650 ⇒ ¥8,350
⇒ ¥8,000

価格改定： ¥6,100 ⇒ ¥6,800

¥8,350
価格改定： ¥7,300 ⇒

価格改定： ¥5,600 ⇒ ¥6,300

価格改定： ¥7,650 ⇒ ¥8,350

価格改定： ¥5,600 ⇒ ¥6,300

¥6,800

価格改定： ¥5,950 ⇒ ¥6,650
価格改定： ¥6,100 ⇒

¥6,650

価格改定： ¥5,950 ⇒ ¥6,650
価格改定： ¥6,100 ⇒

¥6,800

価格改定： ¥5,350 ⇒
価格改定： ¥5,000 ⇒ ¥5,500

価格改定： ¥5,950 ⇒
価格改定： ¥6,100 ⇒

価格改定： ¥5,600 ⇒ ¥6,300

価格改定： ¥2,000 ⇒ ¥900

価格改定： ¥5,100 ⇒ ¥5,800

価格改定： ¥4,100 ⇒ ¥4,800

価格改定： ¥4,200 ⇒ ¥4,800

価格改定： ¥4,100 ⇒ ¥4,800

価格改定： ¥4,200 ⇒ ¥4,800

価格改定： ¥4,200 ⇒ ¥4,800

価格改定： ¥4,000 ⇒ ¥4,600

価格改定： ¥4,200 ⇒ ¥4,800

価格改定： ¥6,000 ⇒ ¥6,900

価格改定： ¥4,100 ⇒ ¥4,800

価格改定： ¥4,100 ⇒ ¥4,800

価格改定： ¥4,100 ⇒ ¥4,800

価格改定： ¥2,800 ⇒ ¥3,400

価格改定： ¥4,100 ⇒ ¥4,800

価格改定： ¥2,800 ⇒ ¥3,400

価格改定： ¥4,100 ⇒ ¥4,800

価格改定： ¥4,200 ⇒ ¥4,800

価格改定： ¥2,800 ⇒ ¥3,400

価格改定： ¥4,200 ⇒ ¥4,800

価格改定： ¥2,800 ⇒ ¥3,400

価格改定： ¥4,000 ⇒ ¥4,800

価格改定： ¥4,200 ⇒ ¥4,800

価格改定： ¥6,000 ⇒ ¥6,900

価格改定： ¥4,000 ⇒ ¥4,600
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頁 製品コード 品　　　名　・　型　　　番

■テラオカ総合カタログ№1000　改正表　38

変　更　箇　所
735 30-0654-70～76 安全靴　アイリス
735 30-0654-80～86 安全靴　サフラン
736 30-0652-60～69 安全靴　No.8611黒（帯電防止）
736 30-0652-70～79 安全靴　No.8611白/ブルー（帯電防止）
736 30-0652-80～89 安全靴　No.8611ダークグレー（帯電防止）
858 24-0699-30 アクリル製水槽　90L　/　AS-90
858 24-0699-31 アクリル製水槽　120L　/　AS-120
858 24-0699-32 アクリル製水槽　180L　/　AS-180
858 24-0699-33 アクリル製水槽　240L　/　AS-240
858 24-0699-34 アクリル製水槽　320L　/　AS-320
858 24-0699-35 アクリル製水槽　430L　/　AS-430
858 24-0699-36 アクリル製水槽　540L　/　AS-540
858 24-0699-37 アクリル製水槽　645L　/　AS-645
858 24-0699-38 アクリル製水槽　970L　/　AS-970
989 35-0602-78,79 ウェット＆ドライ強力バキュームクリーナー　AS-59

989 35-0602-85 AS-10M用ペーパーフィルター（10枚組）

最新版の改正表は

次のところよりご確認下さい。

¥262,000

¥193,000

¥381,000

¥175,000
価格改定： ¥236,000 ⇒ ¥205,000
価格改定：

¥76,000

⇒

¥73,000
価格改定： ¥121,000 ⇒ ¥121,500
価格改定：

価格改定：

⇒

⇒

価格改定： ¥47,000 ⇒ ¥45,000
価格改定：

（帯電防止）　の表記削除

⇒

廃番　※代替品はお問合わせ下さい。

価格改定： ¥36,000 ¥33,800

（帯電防止）　の表記削除

¥431,000

¥28,000
⇒

¥31,200

価格改定： ¥396,000 ⇒

廃番　※代替品はお問合わせ下さい。

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

　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

　　　　　　２０１４ 年　　３ 月  　２５ 日発行

株式会社テラオカ
　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№1000』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。

表記追記：　-85

廃番

（帯電防止）　の表記削除

03005 


