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頁 製品コード 品 名 ・ 型 番 №（発行日）

7 12-7200-01 説明文：フィットスイッチ №3（09.3.20）

7・276 12-7200-03 スピードウォッシャーブラシ SW-2011 №4（09.4.20）

7・276 12-7200-08 スピードウォッシャー専用ブラシSW-2016 №2（09.3.20）

7・276 12-7200-09 スピードウォッシャー専用ブラシSW-2017 №2（09.3.20）

25・55 36-1090-34 タッグボックス０５N №4（09.4.20）

29 10-1301-20
スーパーアネックス薬品庫 / ANX-100MDL

【ボトルトレーの仕様変更】
№10（10.3.17）

30 10-1301-21 スーパーアネックス薬品庫 / ANX-701MDL №10（10.3.17）

35 10-1301-09,10
スーパーアネックス薬品庫

/ ANX-100M，ANX-100G
【ボトルトレーの仕様変更】

№10（10.3.17）

36 10-1301-11,17
スーパーアネックス薬品庫

/ ANX-200G，ANX-200M
№10（10.3.17）

37 10-1301-12 スーパーアネックス薬品庫 / ANX-300G №10（10.3.17）

37 10-1305-51 ステンレス製薬品庫SGM / SG型 №10（10.3.17）

39 10-1301-29 ステンレス安全保管庫 SUY-900 №18（11.5.20）

39 10-1305-61～63 卓上型ステンレス薬品庫DSミニ №14（10.8.20）

41 10-1399-10 ボトルガード No.5611 （10枚） №19（11.7.25）

41 10-1399-11 ボトルガード No.3611 （10枚） №19（11.7.25）

41 30-9905-01 安全ネット / N-1 №14（10.8.20）

41 30-9905-02 安全ネット / N-2 №14（10.8.20）

41 30-9905-03 安全ネット / N-3 №14（10.8.20）

価格改定： ¥6,600 ⇒ ¥7,300

価格改定： ¥4,600

廃番

付属品訂正： 可変式棚1枚付、カギ
⇒ 可変式棚1枚(DSﾜｺﾞﾝは棚2枚)付、カギ

仕様変更： 適用口径 10～30 ⇒ 15～25

仕様変更： 適用口径 30～50 ⇒ 25～40

仕様変更： 適用口径 50～70 ⇒ 40～65

⇒ ¥5,100

外形寸法（ﾎﾞﾄﾙﾄﾚｰ）： D430 ⇒ D434
仕切板枚数： 小3枚 ⇒ 小4枚
収納本数：500ml 16本/1ﾄﾚｰ ⇒ 20本/1ﾄﾚｰ

（合計160本） （合計200本）

表記訂正： 外径寸法 ⇒ 外形寸法
棚板寸法 W423 ⇒ W453

外形寸法（ﾎﾞﾄﾙﾄﾚｰ）： D430 ⇒ D434
仕切板枚数： 小3枚 ⇒ 小4枚
ﾄﾚｰ収納数： 1ﾄﾚｰあたり16本 ⇒ 20本
最大収納数： 160本 ⇒ 200本

外形寸法（ﾎﾞﾄﾙﾄﾚｰ）： H130 ⇒ H120
最大ボトル収納数に追記： 要追加仕切り板

外形寸法（ﾎﾞﾄﾙﾄﾚｰ）： D430 ⇒ D434
ボトル収納数： 500mlﾎﾞﾄﾙ 16本 ⇒ 20本
最大収納数： 500mlﾎﾞﾄﾙ 160本 ⇒ 200本

表記訂正： 棚板取付間隔 50mm ⇒ 115mm

毛幅110mm⇒100mm、全長255mm⇒240mm

寸法訂正：内寸法/W450ｘD305ｘH165→H245ｍｍ

■テラオカ総合カタログ№1000 改正表№1-No.41

変 更 箇 所

製造中止

全長270mm→150mm

フットスイッチ

41 30-9905-03 安全ネット / N-3 №14（10.8.20）

41 30-9905-04 安全ネット(ｶﾞﾗｽ容器保護ﾈｯﾄ) N-4 №11（10.4.15）

41 30-9905-04 安全ネット / N-4 №14（10.8.20）

41 30-9905-05 安全ネット(ｶﾞﾗｽ容器保護ﾈｯﾄ) N-5 №11（10.4.15）

41 30-9905-05 安全ネット / N-5 №14（10.8.20）

41 30-9905-06 安全ネット / N-6 №14（10.8.20）

44 10-1302-10 ステンレス薬品庫 RC-30 №37（14.2.25）

44 10-1302-11 ステンレス薬品庫 RC-55 №37（14.2.25）

44 10-1302-12 ステンレス薬品庫 RCB-30 №37（14.2.25）

44 10-1302-13 ステンレス薬品庫 RCB-55 №37（14.2.25）

44 10-1302-14 ステンレス薬品庫 RCY-30N №37（14.2.25）

44 10-1302-15 ステンレス薬品庫 RCY-12G №37（14.2.25）

46 10-1312-80 ステンレス保管庫 VDG-9045 №27（12.11.26）

46 10-1312-81 ステンレス保管庫 VDG-12045 №27（12.11.26）

46 10-1312-82 ステンレス保管庫 VDG-15045 №27（12.11.26）

46 10-1312-83 ステンレス保管庫 VDG-18045 №27（12.11.26）

46 10-1312-84 ステンレス保管庫 VDG-9060 №27（12.11.26）

46 10-1312-85 ステンレス保管庫 VDG-12060 №27（12.11.26）

46 10-1312-86 ステンレス保管庫 VDG-15060 №27（12.11.26）

46 10-1312-87 ステンレス保管庫 VDG-18060 №27（12.11.26）

48 36-3006-10 ステンレス壁面収納庫 両開型 SS-18H №35（13.12.25）

48 36-3006-11 ステンレス壁面収納庫 両開型 SS-09H №35（13.12.25）

48 36-3006-12 ステンレス壁面収納庫 引戸型 SS-09S №35（13.12.25）

48 36-3006-13 ステンレス壁面収納庫 オープン型 SS-09K №35（13.12.25）

48 36-3006-14 ステンレス壁面収納庫 ガラス引戸型 SS-09G №35（13.12.25）

48 36-3006-15 ステンレス壁面収納庫用ベース SS-B1 №35（13.12.25）

48 36-3006-16 ステンレス壁面収納庫用棚板 SS-DSB №35（13.12.25）

48 36-3006-17 ステンレス壁面収納庫用パンチング棚板 SS-DSW №35（13.12.25）

2014/4/1 より表記変更： ⇒

2014/4/1 より表記変更： ⇒

2014/4/1 より表記変更： ⇒

2014/4/1 より表記変更： ⇒

2014/4/1 より表記変更： ⇒

2014/4/1 より表記変更： ⇒

価格改定： ¥14,400 ⇒ ¥16,300
価格改定： ¥19,600 ⇒ ¥22,100

価格改定： ¥151,600 ⇒ ¥171,300
価格改定： ¥26,500 ⇒ ¥29,900

価格改定： ¥139,200 ⇒ ¥157,300
価格改定： ¥111,600 ⇒ ¥126,100

価格改定： ¥270,800 ⇒ ¥306,000
価格改定： ¥151,600 ⇒ ¥171,300

価格訂正： ¥287,800 ⇒ ¥275,000
価格訂正： ¥323,000 ⇒ ¥307,600

価格訂正： ¥207,500 ⇒ ¥199,900
価格訂正： ¥255,900 ⇒ ¥245,700

価格訂正： ¥240,600 ⇒ ¥227,800
価格訂正： ¥271,000 ⇒ ¥255,600

価格訂正： ¥219,300 ⇒ ¥209,100
価格訂正： ¥181,100 ¥173,500

価格改定： ¥2,000

⇒

仕様変更： 適用口径 140～170 ⇒ 125～160
折り径 165 ⇒ 170

¥2,100

¥3,200

仕様変更： 適用口径 50～70 ⇒ 40～65
折り径 55 ⇒ 60

仕様変更： 適用口径 70～100 ⇒ 65～100
折り径 100 ⇒ 95

仕様変更： 折り径 135 ⇒ 130

⇒

価格改定： ¥2,800 ⇒

12505 03505

12505 03505

02505 03505

02505 03505

02505 03505

02505 03505

48 36-3006-17 ステンレス壁面収納庫用パンチング棚板 SS-DSW №35（13.12.25）

50 36-3005-02 保管庫 No.332N №16（11.2.15）

価格改定： ¥19,600 ⇒ ¥22,100

廃番
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頁 製品コード 品 名 ・ 型 番 №（発行日）

■テラオカ総合カタログ№1000 改正表№1-No.41

変 更 箇 所

50 36-3005-10 保管庫 No.365N №16（11.2.15）

53 10-1342-01 塩ビ製薬品庫 CY-200 №35（13.12.25）

53 10-1342-03 塩ビ製薬品庫 EY-50 №35（13.12.25）

53 10-1342-04 塩ビ製薬品庫 EY-100 №35（13.12.25）

54 10-1342-10 塩ビ製薬品庫 TY-600セット №35（13.12.25）

54 10-1342-11 塩ビ製薬品庫 TY-600S （上段） №35（13.12.25）

54 10-1342-12 塩ビ製薬品庫 TY-600B （下段） №35（13.12.25）

54 10-1342-21 塩ビ製薬品庫 TY-900S上段 №12（10.5.20）

54 10-1342-30 塩ビ製薬品庫 TY-700S №35（13.12.25）

新規(55) 36-1090-39 タッグボックス L-20 №34（13.10.25）

新規(55) 36-1090-40 タッグボックス L-30 №34（13.10.25）

新規(55) 36-1090-41 タッグボックス L-40 №34（13.10.25）

57 10-1720-10 作業台ASN型（SUS304） / ASN-4545 №9（10.2.2）

57 10-1720-11 作業台ASN型（SUS304） / ASN-6045 №9（10.2.2）

57 10-1720-12 作業台ASN型（SUS304） / ASN-6060 №9（10.2.2）

57 10-1720-13 作業台ASN型（SUS304） / ASN-7545 №9（10.2.2）

57 10-1720-14 作業台ASN型（SUS304） / ASN-7560 №9（10.2.2）

57 10-1720-15 作業台ASN型（SUS304） / ASN-9045 №9（10.2.2）

57 10-1720-16 作業台ASN型（SUS304） / ASN-9060 №9（10.2.2）

57 10-1720-17 作業台ASN型（SUS304） / ASN-9075 №9（10.2.2）

57 10-1720-18 作業台ASN型（SUS304） / ASN-9090 №9（10.2.2）

57 10-1720-19 作業台ASN型（SUS304） / ASN-12045 №9（10.2.2）

57 10-1720-20 作業台ASN型（SUS304） / ASN-12060 №9（10.2.2）

57 10-1720-21 作業台ASN型（SUS304） / ASN-12075 №9（10.2.2）

57 10-1720-22 作業台ASN型（SUS304） / ASN-12090 №9（10.2.2）

57 10-1720-23 作業台ASN型（SUS304） / ASN-15045 №9（10.2.2）

57 10-1720-24 作業台ASN型（SUS304） / ASN-15060 №9（10.2.2）

57 10-1720-25 作業台ASN型（SUS304） / ASN-15075 №9（10.2.2）

価格改定： ¥68,000 ⇒ ¥74,000
外寸：W438×D232×H185mm 価格：￥2,200
外寸：W705×D360×H185mm 価格：￥4,100
外寸：W705×D360×H290mm 価格：￥6,200

価格改定： ¥64,000 ⇒ ¥70,000
価格改定： ¥68,000 ⇒ ¥74,000

価格改定： ¥40,000 ⇒ ¥43,000
価格改定： ¥130,000 ⇒ ¥143,000

価格改定： ¥55,000 ⇒ ¥57,300
価格改定： ¥35,000 ⇒ ¥38,000

外形寸法訂正： D450 ⇒ D350

価格改定： ¥116,300 ⇒ ¥96,300

価格改定： ¥102,200 ⇒ ¥85,000

価格改定： ¥84,000 ⇒ ¥71,200

価格改定： ¥110,000 ⇒ ¥91,400

価格改定： ¥99,000 ⇒ ¥82,500

価格改定： ¥84,000 ⇒ ¥70,600

価格改定： ¥72,300 ⇒ ¥62,000

価格改定： ¥89,800 ⇒ ¥75,800

価格改定： ¥69,000 ⇒ ¥59,100

¥80,900 ⇒

価格改定： ¥59,900 ⇒ ¥52,400

価格改定： ¥68,400

¥47,700

価格改定：

¥54,400価格改定：

¥48,000

価格改定：

⇒

⇒

⇒ ¥42,900

⇒

¥46,700

¥52,200

¥52,900

¥60,200価格改定：

¥42,600 ⇒価格改定：

本体内寸法訂正： W830×D310×H1812mm
⇒ W830×D310×H812mm

¥38,700

57 10-1720-25 作業台ASN型（SUS304） / ASN-15075 №9（10.2.2）

57 10-1720-26 作業台ASN型（SUS304） / ASN-15090 №9（10.2.2）

57 10-1720-27 作業台ASN型（SUS304） / ASN-18045 №9（10.2.2）

57 10-1720-28 作業台ASN型（SUS304） / ASN-18060 №9（10.2.2）

57 10-1720-29 作業台ASN型（SUS304） / ASN-18075 №9（10.2.2）

57 10-1720-30 作業台ASN型（SUS304） / ASN-18090 №9（10.2.2）

57 10-1721-10 作業台ABN型（SUS304） / ABN-4545 №9（10.2.2）

57 10-1721-11 作業台ABN型（SUS304） / ABN-6045 №9（10.2.2）

57 10-1721-12 作業台ABN型（SUS304） / ABN-6060 №9（10.2.2）

57 10-1721-13 作業台ABN型（SUS304） / ABN-7545 №9（10.2.2）

57 10-1721-14 作業台ABN型（SUS304） / ABN-7560 №9（10.2.2）

57 10-1721-15 作業台ABN型（SUS304） / ABN-9045 №9（10.2.2）

57 10-1721-16 作業台ABN型（SUS304） / ABN-9060 №9（10.2.2）

57 10-1721-17 作業台ABN型（SUS304） / ABN-9075 №9（10.2.2）

57 10-1721-18 作業台ABN型（SUS304） / ABN-9090 №9（10.2.2）

57 10-1721-19 作業台ABN型（SUS304） / ABN-12045 №9（10.2.2）

57 10-1721-20 作業台ABN型（SUS304） / ABN-12060 №9（10.2.2）

57 10-1721-21 作業台ABN型（SUS304） / ABN-12075 №9（10.2.2）

57 10-1721-22 作業台ABN型（SUS304） / ABN-12090 №9（10.2.2）

57 10-1721-23 作業台ABN型（SUS304） / ABN-15045 №9（10.2.2）

57 10-1721-24 作業台ABN型（SUS304） / ABN-15060 №9（10.2.2）

57 10-1721-25 作業台ABN型（SUS304） / ABN-15075 №9（10.2.2）

57 10-1721-26 作業台ABN型（SUS304） / ABN-15090 №9（10.2.2）

57 10-1721-27 作業台ABN型（SUS304） / ABN-18045 №9（10.2.2）

57 10-1721-28 作業台ABN型（SUS304） / ABN-18060 №9（10.2.2）

57 10-1721-29 作業台ABN型（SUS304） / ABN-18075 №9（10.2.2）

57 10-1721-30 作業台ABN型（SUS304） / ABN-18090 №9（10.2.2）

60 10-1722-10 作業台ATN型（SUS304） / ATN-4545 №9（10.2.2）

60 10-1722-11 作業台ATN型（SUS304） / ATN-6045 №9（10.2.2）

60 10-1722-12 作業台ATN型（SUS304） / ATN-6060 №9（10.2.2）

60 10-1722-13 作業台ATN型（SUS304） / ATN-7545 №9（10.2.2）価格改定： ¥48,700 ⇒ ¥43,500

価格改定： ¥49,700 ⇒ ¥44,100

価格改定： ¥44,800 ⇒ ¥40,400

価格改定： ¥40,800 ⇒ ¥37,400

価格改定： ¥147,700 ⇒ ¥121,200

価格改定： ¥132,700 ⇒ ¥109,100

価格改定： ¥116,500 ⇒ ¥96,200

価格改定： ¥95,400 ⇒ ¥80,200

価格改定： ¥129,400 ⇒ ¥106,900

価格改定： ¥116,300 ⇒ ¥96,300

価格改定： ¥102,200 ⇒ ¥85,000

価格改定： ¥84,000 ⇒ ¥71,200

価格改定： ¥110,000 ⇒ ¥91,400

価格改定： ¥99,000 ⇒ ¥82,500

価格改定： ¥84,000 ⇒ ¥70,600

価格改定： ¥72,300 ⇒ ¥62,000

価格改定： ¥89,800 ⇒ ¥75,800

価格改定： ¥80,900 ⇒ ¥68,400

価格改定： ¥69,000 ⇒ ¥59,100

価格改定： ¥59,900 ⇒ ¥52,400

価格改定： ¥60,200 ⇒ ¥52,200

価格改定： ¥52,900 ⇒ ¥46,700

価格改定： ¥54,400 ⇒ ¥47,700

価格改定： ¥48,000 ⇒ ¥42,900

価格改定： ¥42,600 ⇒ ¥38,700

価格改定： ¥147,700 ⇒ ¥121,200

価格改定： ¥132,700 ⇒ ¥109,100

価格改定： ¥116,500 ⇒ ¥96,200

価格改定： ¥95,400 ⇒ ¥80,200

価格改定： ¥129,400 ⇒ ¥106,900

価格改定： ¥116,300 ⇒ ¥96,300

60 10-1722-13 作業台ATN型（SUS304） / ATN-7545 №9（10.2.2）

60 10-1722-14 作業台ATN型（SUS304） / ATN-7560 №9（10.2.2）

60 10-1722-15 作業台ATN型（SUS304） / ATN-9045 №9（10.2.2）価格改定： ¥54,100 ⇒ ¥47,700

価格改定： ¥54,100 ⇒ ¥47,500

価格改定： ¥48,700 ⇒ ¥43,500
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頁 製品コード 品 名 ・ 型 番 №（発行日）

■テラオカ総合カタログ№1000 改正表№1-No.41

変 更 箇 所

60 10-1722-16 作業台ATN型（SUS304） / ATN-9060 №9（10.2.2）

60 10-1722-17 作業台ATN型（SUS304） / ATN-9075 №9（10.2.2）

60 10-1722-18 作業台ATN型（SUS304） / ATN-9090 №9（10.2.2）

60 10-1722-19 作業台ATN型（SUS304） / ATN-12045 №9（10.2.2）

60 10-1722-20 作業台ATN型（SUS304） / ATN-12060 №9（10.2.2）

60 10-1722-21 作業台ATN型（SUS304） / ATN-12075 №9（10.2.2）

60 10-1722-22 作業台ATN型（SUS304） / ATN-12090 №9（10.2.2）

60 10-1722-23 作業台ATN型（SUS304） / ATN-15045 №9（10.2.2）

60 10-1722-24 作業台ATN型（SUS304） / ATN-15060 №9（10.2.2）

60 10-1722-25 作業台ATN型（SUS304） / ATN-15075 №9（10.2.2）

60 10-1722-26 作業台ATN型（SUS304） / ATN-15090 №9（10.2.2）

60 10-1722-27 作業台ATN型（SUS304） / ATN-18045 №9（10.2.2）

60 10-1722-28 作業台ATN型（SUS304） / ATN-18060 №9（10.2.2）

60 10-1722-29 作業台ATN型（SUS304） / ATN-18075 №9（10.2.2）

60 10-1722-30 作業台ATN型（SUS304） / ATN-18090 №9（10.2.2）

60 10-1723-10 作業台AHN型（SUS304） / AHN-9045 №9（10.2.2）

60 10-1723-11 作業台AHN型（SUS304） / AHN-9060 №9（10.2.2）

60 10-1723-12 作業台AHN型（SUS304） / AHN-9075 №9（10.2.2）

60 10-1723-13 作業台AHN型（SUS304） / AHN-9090 №9（10.2.2）

60 10-1723-14 作業台AHN型（SUS304） / AHN-12045 №9（10.2.2）

60 10-1723-15 作業台AHN型（SUS304） / AHN-12060 №9（10.2.2）

60 10-1723-16 作業台AHN型（SUS304） / AHN-12075 №9（10.2.2）

60 10-1723-17 作業台AHN型（SUS304） / AHN-12090 №9（10.2.2）

60 10-1723-18～21 作業台AHN型 №8（09.11.20）

60 10-1723-18 作業台AHN型（SUS304） / AHN-15045 №9（10.2.2）

60 10-1723-19 作業台AHN型（SUS304） / AHN-15060 №9（10.2.2）

60 10-1723-20 作業台AHN型（SUS304） / AHN-15075 №9（10.2.2）

60 10-1723-21 作業台AHN型（SUS304） / AHN-15090 №9（10.2.2）

¥81,100

¥72,600 ⇒ ¥61,900

表記訂正：高さ 80 ⇒ 高さ 800

価格改定： ¥93,700 ⇒ ¥77,900

価格改定： ¥85,000 ⇒ ¥71,200

価格改定： ¥72,600 ⇒ ¥61,500

価格改定： ¥63,700 ⇒ ¥55,100

価格改定： ¥79,400 ⇒ ¥67,200

価格改定： ¥71,900 ⇒ ¥61,200

価格改定： ¥61,600 ⇒ ¥53,200

価格改定： ¥54,100 ⇒ ¥47,700

価格改定： ¥120,300 ⇒ ¥98,700

価格改定： ¥109,300 ⇒ ¥90,200

価格改定： ¥97,600 ⇒ ¥80,900

価格改定： ¥81,200 ⇒ ¥68,600

価格改定： ¥107,400 ⇒ ¥88,800

価格改定： ¥97,500 ⇒ ¥81,100

価格改定： ¥87,000 ⇒ ¥72,700

価格改定： ¥72,600 ⇒ ¥61,900

価格改定： ¥93,700 ⇒ ¥77,900

価格改定： ¥85,000 ⇒ ¥71,200

価格改定： ¥72,600 ⇒ ¥61,500

価格改定： ¥63,700 ⇒ ¥55,100

価格改定： ¥79,400 ⇒ ¥67,200

価格改定： ¥71,900 ⇒ ¥61,200

価格改定： ¥61,600 ⇒ ¥53,200

価格改定：

価格改定： ¥107,400 ⇒ ¥88,800

¥87,000

価格改定：

価格改定： ⇒ ¥72,700

¥97,500 ⇒

60 10-1723-21 作業台AHN型（SUS304） / AHN-15090

60 10-1723-22 作業台AHN型（SUS304） / AHN-18045 №9（10.2.2）

60 10-1723-23 作業台AHN型（SUS304） / AHN-18060 №9（10.2.2）

60 10-1723-24 作業台AHN型（SUS304） / AHN-18075 №9（10.2.2）

60 10-1723-25 作業台AHN型（SUS304） / AHN-18090 №9（10.2.2）

63 10-1701-50～53 ワークベンチWAMシリーズ №38（14.3.25）

64 10-1731-01 木製キャビネットワゴン（LC-O）付 / KKD-127LC №12（10.5.20）

64 10-1731-02 木製キャビネットワゴン（LC-O）付 / KKD-187LC №12（10.5.20）

64 10-1731-03 木製キャビネットワゴン（LB-2）付 / KKD-127LB №12（10.5.20）

64 10-1731-04 木製キャビネットワゴン（LB-2）付 / KKD-187LB №12（10.5.20）

64 10-1731-05 木製キャビネットワゴン（LA-3）付 / KKD-127LA №12（10.5.20）

64 10-1731-06 木製キャビネットワゴン（LA-3）付 / KKD-187LA №12（10.5.20）

65 10-1731-20 パールホワイト作業台 基本体 KF-38W №34（13.10.25）

65 10-1731-25 パールホワイト作業台 中板付 KF-38NW №34（13.10.25）

65 10-1731-30 パールホワイト作業台 中板付（固定式） KF-38KW №34（13.10.25）

65 10-1731-35 パールホワイト作業台 中板付（スライド式） KF-38SW №34（13.10.25）

66 10-1710-28 アクティカート / AC-7 №15（10.11.20）

66 10-1710-29 アクティカート / AC-8 №7（09.9.1）

66 10-1710-30 アクティカート / AC-9 №7（09.9.1）

67 10-1710-19 アクティカート / AC-2 №7（09.9.1）

67 10-1710-21 アクティカート / AC-2D №15（10.11.20）

68 10-1600-40～47 カラーラウンドカート ※モデルチェンジ №11（10.4.15）

68 10-1600-40～42 カラーラウンドカート（2段） №18（11.5.20）

68 10-1600-40
カラーラウンドカート(2段タイプ) ローズピンク

/ CR2A-RP
№11（10.4.15）

68 10-1600-41
カラーラウンドカート(2段タイプ) スカイブルー

/ CR2A-SB
№11（10.4.15）

68 10-1600-42
カラーラウンドカート(2段タイプ) ｼｬｰﾍﾞｯﾄｸﾞﾘｰﾝ

/ CR2A-SG
№11（10.4.15）

68 10-1600-45～47 カラーラウンドカート（3段） №18（11.5.20）

廃番

寸法訂正： H: 831mm ⇒ H: 819mm

寸法訂正： H: 831mm ⇒ H: 819mm

仕様訂正： [全体耐荷重] 50kg ⇒ 70kg

価格改定： ¥105,000 ⇒

廃番

価格改定：

価格改定：

¥101,000

¥49,000

¥31,000

¥87,000 ⇒

キャスター変更： ゴム製 ⇒ 双輪エラストマー製
耐荷重変更： 静荷重160kg 動荷重120kg

⇒ 棚1段あたり20kg (分散荷重)

⇒ ¥28,000

価格改定： ¥102,000 ⇒ ¥98,000

廃番

¥96,000 ⇒ ¥92,000

⇒

価格改定： ¥109,300

¥80,900

廃番

¥120,300

⇒ ¥74,000

価格改定： ¥93,000 ⇒

¥83,000

¥36,000

廃番
廃番

¥89,000

価格改定：

型番変更： CR2A-SG ⇒ CR2AN-SG
定価変更： ￥26,000 ⇒ ￥24,000

¥42,000 ⇒

型番変更： CR2A-SB ⇒ CR2AN-SB
定価変更： ￥26,000 ⇒ ￥24,000

¥68,600

⇒ ¥90,200

価格改定： ¥79,000

⇒ ¥98,700

価格改定：

¥81,200価格改定：

価格改定：

価格改定：

¥97,600 ⇒

⇒

価格改定：

型番変更： CR2A-RP ⇒ CR2AN-RP
定価変更： ￥26,000 ⇒ ￥24,000

¥27,000

68 10-1600-45～47 カラーラウンドカート（3段） №18（11.5.20）

68 10-1600-45
カラーラウンドカート(3段タイプ) ローズピンク

/ CR3A-RP
№11（10.4.15）

寸法訂正： H: 831mm ⇒ H: 819mm

型番変更： CR3A-RP ⇒ CR3AN-RP
定価変更： ￥32,000 ⇒ ￥30,000
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68 10-1600-46
カラーラウンドカート(3段タイプ) スカイブルー

/ CR3A-SB
№11（10.4.15）

68 10-1600-47
カラーラウンドカート(3段タイプ) ｼｬｰﾍﾞｯﾄｸﾞﾘｰﾝ

/ CR3A-SG
№11（10.4.15）

72 10-1606-31 ステンレスワゴン CS-１Ａ №2（09.3.20）

72 10-1606-32 ステンレスワゴン CS-１Ｂ №2（09.3.20）

72 10-1606-33 ステンレスワゴン CS-１Ｃ №2（09.3.20）

72 10-1606-31～33 ステンレスワゴン /CS-１A・CS-１B・CS-１C №7（09.9.1）

75 10-1600-07 ステンレスワゴン Ｔ-4530Ｄ №2（09.3.20）

83 10-1801-47 プラスチックキャリー №4（09.4.20）

85 10-1780-10～18 テーブルリフトトラック（油圧式リフト） №9（10.2.2）

85 10-1802-16 RBジョイントキャリー №19（11.7.25）

88 10-2004-10,11 アルミ合金作業台FG型 1段 №24（12.5.25）

88 10-2004-10 アルミ合金作業台FG型 1段 / FG-153C №24（12.5.25）

88 10-2004-11 アルミ合金作業台FG型 1段 / FG-165C №24（12.5.25）

88 10-2004-20,21 アルミ合金作業台FG型 2段 №24（12.5.25）

88 10-2004-20 アルミ合金作業台FG型 2段 / FG-256C №24（12.5.25）

88 10-2004-21 アルミ合金作業台FG型 2段 / FG-257C №24（12.5.25）

88 10-2004-30 アルミ合金作業台FG型 3段 / FG-369C №24（12.5.25）

88 10-2005-10 アルミ合金製踏台 AG-B400 №24（12.5.25）

88 10-2005-11 アルミ合金製踏台 AG-B600 №24（12.5.25）

89 10-2003-01 アルミ合金製踏台 / DWD-K606A №10（10.3.17）

89 10-2003-01～03 アルミ合金製踏台 DWD型 №26（12.9.25）

89 10-2003-01 アルミ合金製踏台 DWD-K606B №24（12.5.25）

89 10-2003-02 アルミ合金製踏台 / DWD-K608A №10（10.3.17）

89 10-2003-02 アルミ合金製踏台 DWD-K608B №24（12.5.25）

89 10-2003-03 アルミ合金製踏台 / DWD-K808A №10（10.3.17）

⇒

価格改定： ¥14,900 ⇒ ¥17,200

輸送費マーク追加（別途送料要）

価格改定： ¥36,300 ⇒ ¥40,000

価格改定： ¥13,800

¥43,300¥39,300

¥15,900

表記変更： ⇒
価格改定： ￥75,600 ⇒ ￥83,200

価格改定： ¥33,500 ⇒ ¥36,900

¥56,300
価格改定： ¥52,300 ⇒ ¥57,600

価格改定： ¥13,000 ⇒ ¥14,300

価格改定： ¥30,000

価格改定：

表記変更： ⇒

⇒

⇒ ¥29,800価格改定： ¥22,800

¥33,000

価格改定：

型番変更： DWD-K608A ⇒ DWD-K608B

要輸送費

⇒

価格改定： ⇒

⇒

¥24,000 ¥31,500

⇒ ¥39,500価格改定： ¥31,200

型番変更： DWD-K606A ⇒ DWD-K606B

質量訂正： 13㎏ ⇒ 5㎏

型番訂正： BL54730 → BL541730

取扱中止

表記変更： ⇒

¥51,200

型番変更： CR3A-SB ⇒ CR3AN-SB
定価変更： ￥32,000 ⇒ ￥30,000

型番変更： CR3A-SG ⇒ CR3AN-SG
定価変更： ￥32,000 ⇒ ￥30,000

型番変更： DWD-K808A ⇒ DWD-K808B

12005 12505

12005 12505

12005 12505

89 10-2003-03 アルミ合金製踏台 / DWD-K808A №10（10.3.17）

89 10-2003-03 アルミ合金製踏台 DWD-K808B №24（12.5.25）

89 10-2003-10 アルミ合金製踏台 KWS-A60 №24（12.5.25）

89 10-2003-20 アルミ合金製踏台 KWS-A90 №24（12.5.25）

89 10-2003-29 アルミ合金製踏台 / PFC-57BL №10（10.3.17）

89 10-2003-29～32 アルミ合金製踏台 PFC型 №26（12.9.25）

89 10-2003-29 アルミ合金製踏台PFC型 2段 ﾗｲﾄﾌﾞﾛﾝｽﾞ / PFC-57BL2 №24（12.5.25）

89 10-2003-30 アルミ合金製踏台 / PFC-57B №10（10.3.17）

89 10-2003-30 アルミ合金製踏台PFC型 2段 ｼﾙﾊﾞｰ / PFC-57C №24（12.5.25）

89 10-2003-31 アルミ合金製足踏台 / PFC-79B №10（10.3.17）

89 10-2003-31 アルミ合金製踏台PFC型 3段 ｼﾙﾊﾞｰ / PFC-79C №24（12.5.25）

89 10-2003-32 アルミ合金製足踏台 / PFC-79BL №10（10.3.17）

89 10-2003-32 アルミ合金製踏台PFC型 3段 ﾗｲﾄﾌﾞﾛﾝｽﾞ / PFC-79BL2 №24（12.5.25）

90 10-2003-40,41 アルミ合金製薄型踏台 UF型 №26（12.9.25）

90 10-2003-40 アルミ合金製薄型踏台UF型 2段 / UF-2 №24（12.5.25）

90 10-2003-40 アルミ合金製薄型踏台 UF-2 №35（13.12.25）

90 10-2003-41 アルミ合金製薄型踏台UF型 3段 / UF-3 №24（12.5.25）

90 10-2003-41 アルミ合金製薄型踏台 UF-3 №35（13.12.25）

90 10-2020-10～12 アルミ合金製上わく付き踏台 CTB型 №26（12.9.25）

90 10-2020-10 アルミ合金製上わく付き踏台 3段 / CTB-3C №24（12.5.25）

90 10-2020-11 アルミ合金製上わく付き踏台 4段 / CTB-4C №24（12.5.25）

90 10-2020-12 アルミ合金製上わく付き踏台 5段 / CTB-5C №24（12.5.25）

90 10-2020-20 アルミ合金製はしご兼用脚立 JOB-90E №24（12.5.25）

90 10-2020-21 アルミ合金製はしご兼用脚立 JOB-120E №24（12.5.25）

90 10-2020-22 アルミ合金製はしご兼用脚立 JOB-150E №24（12.5.25）

90 10-2020-23 アルミ合金製はしご兼用脚立 JOB-180E №24（12.5.25）

90 10-2020-24 アルミ合金製はしご兼用脚立 JOB-210E №24（12.5.25）

91 10-1406-01 スチール製アイボリー中軽量棚MEWF型 / MEWF-8114 №12（10.5.20）

91 10-1406-02 スチール製アイボリー中軽量棚MEWF型 / MEWF-8114R №12（10.5.20）

91 10-1406-03 スチール製アイボリー中軽量棚MEWF型 / MEWF-8124 №12（10.5.20）

型番変更： UF-3 ⇒ UF-3A
保管収納寸法変更 ⇒ 430×55×1110mm

型番変更： UF-2 ⇒ UF-2A
保管収納寸法変更 ⇒ 430×55×800mm

⇒

¥21,700

価格改定： ¥24,500 ⇒

⇒

¥27,000

価格改定： ¥12,800 ⇒ ¥14,100

価格改定： ¥15,800

⇒

¥17,400

価格改定： ¥29,800 ⇒ ¥32,800

価格改定： ¥10,200

⇒

¥11,200

価格改定： ¥20,200 ⇒ ¥22,300

価格改定： ¥24,200

⇒

¥26,700

価格改定： ¥11,300 ⇒ ¥13,000

価格改定： ¥14,500

⇒

¥16,700

価格改定： ¥7,400 ⇒ ¥8,500

価格改定： ¥8,500

⇒

¥9,800

価格改定： ¥6,200 ⇒ ¥7,100

価格改定： ¥5,100

⇒

¥5,900

価格改定： ¥69,600 ⇒ ¥76,600
価格改定： ¥89,600 ¥98,600

価格改定： ¥15,800 ¥18,200

¥21,200

価格改定： ¥19,700 ⇒

¥28,400

価格改定： ⇒ ¥25,600

¥22,800

⇒

¥27,400

輸送費マーク追加（別途送料要）

輸送費マーク追加（別途送料要）

輸送費マーク追加（別途送料要）

価格改定： ¥30,400

⇒価格改定：

型番変更： PFC-79B ⇒ PFC-79C

型番変更： PFC-79BL ⇒ PFC-79BL2

型番変更： PFC-57B ⇒ PFC-57C

型番変更： PFC-57BL ⇒ PFC-57BL2

型番変更： DWD-K808A ⇒ DWD-K808B

91 10-1406-03 スチール製アイボリー中軽量棚MEWF型 / MEWF-8124 №12（10.5.20）

91 10-1406-04 スチール製アイボリー中軽量棚MEWF型 / MEWF-8124R №12（10.5.20）

¥28,400

¥23,800¥25,600

⇒価格改定： ¥30,400

⇒価格改定：
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91 10-1406-05 スチール製アイボリー中軽量棚MEWF型 / MEWF-8144 №12（10.5.20）

91 10-1406-06 スチール製アイボリー中軽量棚MEWF型 / MEWF-8144R №12（10.5.20）

91 10-1406-07 スチール製アイボリー中軽量棚MEWF型 / MEWF-8314 №12（10.5.20）

91 10-1406-08 スチール製アイボリー中軽量棚MEWF型 / MEWF-8314R №12（10.5.20）

91 10-1406-09 スチール製アイボリー中軽量棚MEWF型 / MEWF-8324 №12（10.5.20）

91 10-1406-10 スチール製アイボリー中軽量棚MEWF型 / MEWF-8324R №12（10.5.20）

91 10-1406-11 スチール製アイボリー中軽量棚MEWF型 / MEWF-8344 №12（10.5.20）

91 10-1406-12 スチール製アイボリー中軽量棚MEWF型 / MEWF-8344R №12（10.5.20）

91 10-1406-13 スチール製アイボリー中軽量棚MEWF型 / MEWF-8514 №12（10.5.20）

91 10-1406-14 スチール製アイボリー中軽量棚MEWF型 / MEWF-8514R №12（10.5.20）

91 10-1406-15 スチール製アイボリー中軽量棚MEWF型 / MEWF-8524 №12（10.5.20）

91 10-1406-16 スチール製アイボリー中軽量棚MEWF型 / MEWF-8524R №12（10.5.20）

91 10-1406-17 スチール製アイボリー中軽量棚MEWF型 / MEWF-8544 №12（10.5.20）

91 10-1406-18 スチール製アイボリー中軽量棚MEWF型 / MEWF-8544R №12（10.5.20）

91 10-1406-19 スチール製アイボリー中軽量棚MEWF型 / MEWF-8714 №12（10.5.20）

91 10-1406-20 スチール製アイボリー中軽量棚MEWF型 / MEWF-8714R №12（10.5.20）

91 10-1406-21 スチール製アイボリー中軽量棚MEWF型 / MEWF-8724 №12（10.5.20）

91 10-1406-22 スチール製アイボリー中軽量棚MEWF型 / MEWF-8724R №12（10.5.20）

91 10-1406-23 スチール製アイボリー中軽量棚MEWF型 / MEWF-8744 №12（10.5.20）

91 10-1406-24 スチール製アイボリー中軽量棚MEWF型 / MEWF-8744R №12（10.5.20）

91 10-1406-30 スチール製アイボリー中軽量棚MEWF型 / MEWF-1114 №12（10.5.20）

91 10-1406-31 スチール製アイボリー中軽量棚MEWF型 / MEWF-1114R №12（10.5.20）

91 10-1406-32 スチール製アイボリー中軽量棚MEWF型 / MEWF-1124 №12（10.5.20）

91 10-1406-33 スチール製アイボリー中軽量棚MEWF型 / MEWF-1124R №12（10.5.20）

91 10-1406-34 スチール製アイボリー中軽量棚MEWF型 / MEWF-1144 №12（10.5.20）

91 10-1406-35 スチール製アイボリー中軽量棚MEWF型 / MEWF-1144R №12（10.5.20）

91 10-1406-36 スチール製アイボリー中軽量棚MEWF型 / MEWF-1314 №12（10.5.20）

91 10-1406-37 スチール製アイボリー中軽量棚MEWF型 / MEWF-1314R №12（10.5.20）価格改定： ¥26,800 ⇒ ¥25,000

価格改定： ¥31,600 ⇒ ¥29,400

価格改定： ¥29,000 ⇒ ¥27,000

価格改定： ¥32,600 ⇒ ¥30,400

価格改定： ¥25,600 ⇒ ¥23,800

価格改定： ¥30,400 ⇒ ¥28,400

価格改定： ¥22,800 ⇒ ¥21,200

価格改定： ¥27,400 ⇒ ¥25,600

価格改定： ¥51,000 ⇒ ¥47,800

価格改定： ¥56,000 ⇒ ¥52,000

価格改定： ¥41,600 ⇒ ¥38,800

価格改定： ¥46,400 ⇒ ¥43,200

価格改定： ¥35,600 ⇒ ¥33,200

価格改定： ¥40,600 ⇒ ¥37,800

価格改定： ¥41,800 ⇒ ¥39,000

価格改定： ¥46,800 ⇒ ¥43,600

価格改定： ¥35,000 ⇒ ¥32,600

価格改定： ¥39,400 ⇒ ¥36,800

価格改定： ¥30,800 ⇒ ¥28,600

価格改定： ¥35,400 ⇒ ¥33,000

価格改定： ¥34,600 ⇒ ¥32,200

価格改定： ¥39,000 ⇒ ¥36,400

価格改定： ¥30,400 ⇒ ¥28,400

価格改定： ¥35,200 ⇒ ¥32,800

価格改定： ¥26,800

⇒ ¥29,400

価格改定：

価格改定：

⇒ ¥25,000

¥29,000 ⇒

価格改定： ¥32,600 ¥30,400

¥31,600

¥27,000

⇒

91 10-1406-37

91 10-1406-38 スチール製アイボリー中軽量棚MEWF型 / MEWF-1324 №12（10.5.20）

91 10-1406-39 スチール製アイボリー中軽量棚MEWF型 / MEWF-1324R №12（10.5.20）

91 10-1406-40 スチール製アイボリー中軽量棚MEWF型 / MEWF-1344 №12（10.5.20）

91 10-1406-41 スチール製アイボリー中軽量棚MEWF型 / MEWF-1344R №12（10.5.20）

91 10-1406-42 スチール製アイボリー中軽量棚MEWF型 / MEWF-1514 №12（10.5.20）

91 10-1406-43 スチール製アイボリー中軽量棚MEWF型 / MEWF-1514R №12（10.5.20）

91 10-1406-44 スチール製アイボリー中軽量棚MEWF型 / MEWF-1524 №12（10.5.20）

91 10-1406-45 スチール製アイボリー中軽量棚MEWF型 / MEWF-1524R №12（10.5.20）

91 10-1406-46 スチール製アイボリー中軽量棚MEWF型 / MEWF-1544 №12（10.5.20）

91 10-1406-47 スチール製アイボリー中軽量棚MEWF型 / MEWF-1544R №12（10.5.20）

91 10-1406-48 スチール製アイボリー中軽量棚MEWF型 / MEWF-1714 №12（10.5.20）

91 10-1406-49 スチール製アイボリー中軽量棚MEWF型 / MEWF-1714R №12（10.5.20）

91 10-1406-50 スチール製アイボリー中軽量棚MEWF型 / MEWF-1724 №12（10.5.20）

91 10-1406-51 スチール製アイボリー中軽量棚MEWF型 / MEWF-1724R №12（10.5.20）

91 10-1406-52 スチール製アイボリー中軽量棚MEWF型 / MEWF-1744 №12（10.5.20）

91 10-1406-53 スチール製アイボリー中軽量棚MEWF型 / MEWF-1744R №12（10.5.20）

91 10-1406-60 スチール製アイボリー中軽量棚MEWF型 / MEWF-1115 №12（10.5.20）

91 10-1406-61 スチール製アイボリー中軽量棚MEWF型 / MEWF-1115R №12（10.5.20）

91 10-1406-62 スチール製アイボリー中軽量棚MEWF型 / MEWF-1125 №12（10.5.20）

91 10-1406-63 スチール製アイボリー中軽量棚MEWF型 / MEWF-1125R №12（10.5.20）

91 10-1406-64 スチール製アイボリー中軽量棚MEWF型 / MEWF-1145 №12（10.5.20）

91 10-1406-65 スチール製アイボリー中軽量棚MEWF型 / MEWF-1145R №12（10.5.20）

91 10-1406-66 スチール製アイボリー中軽量棚MEWF型 / MEWF-1315 №12（10.5.20）

91 10-1406-67 スチール製アイボリー中軽量棚MEWF型 / MEWF-1315R №12（10.5.20）

91 10-1406-68 スチール製アイボリー中軽量棚MEWF型 / MEWF-1325 №12（10.5.20）

91 10-1406-69 スチール製アイボリー中軽量棚MEWF型 / MEWF-1325R №12（10.5.20）

91 10-1406-70 スチール製アイボリー中軽量棚MEWF型 / MEWF-1345 №12（10.5.20）

91 10-1406-71 スチール製アイボリー中軽量棚MEWF型 / MEWF-1345R №12（10.5.20）

91 10-1406-72 スチール製アイボリー中軽量棚MEWF型 / MEWF-1515 №12（10.5.20）

91 10-1406-73 スチール製アイボリー中軽量棚MEWF型 / MEWF-1515R №12（10.5.20）価格改定： ¥35,400 ⇒ ¥33,000

価格改定： ¥40,000 ⇒ ¥37,200

価格改定： ¥40,400 ⇒ ¥37,600

価格改定： ¥45,000 ⇒ ¥42,000

価格改定： ¥35,200 ⇒ ¥32,800

価格改定： ¥40,000 ⇒ ¥37,200

価格改定： ¥31,000 ⇒ ¥28,800

価格改定： ¥35,600 ⇒ ¥33,200

価格改定： ¥34,000 ⇒ ¥31,600

価格改定： ¥38,600 ⇒ ¥36,000

価格改定： ¥29,600 ⇒ ¥27,600

価格改定： ¥34,600 ⇒ ¥32,200

価格改定： ¥26,000 ⇒ ¥24,200

価格改定： ¥31,000 ⇒ ¥28,800

価格改定： ¥51,000 ⇒ ¥47,800

価格改定： ¥56,000 ⇒ ¥52,000

価格改定： ¥41,600 ⇒ ¥38,800

価格改定： ¥46,400 ⇒ ¥43,200

価格改定： ¥35,600 ⇒ ¥33,200

価格改定： ¥40,600 ⇒ ¥37,800

価格改定： ¥41,800 ⇒ ¥39,000

価格改定： ¥46,800 ⇒ ¥43,600

価格改定： ¥35,000 ⇒ ¥32,600

価格改定： ¥39,400 ⇒ ¥36,800

価格改定： ¥30,800 ⇒ ¥28,600

価格改定： ¥35,400 ⇒ ¥33,000

価格改定： ¥34,600 ⇒ ¥32,200

価格改定： ¥39,000 ⇒ ¥36,400

価格改定： ¥30,400 ⇒ ¥28,400

価格改定： ¥35,200 ⇒ ¥32,800

91 10-1406-74 スチール製アイボリー中軽量棚MEWF型 / MEWF-1525 №12（10.5.20）

91 10-1406-75 スチール製アイボリー中軽量棚MEWF型 / MEWF-1525R №12（10.5.20）価格改定： ¥40,800 ⇒ ¥38,000

価格改定： ¥45,400 ⇒ ¥42,400
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91 10-1406-76 スチール製アイボリー中軽量棚MEWF型 / MEWF-1545 №12（10.5.20）

91 10-1406-77 スチール製アイボリー中軽量棚MEWF型 / MEWF-1545R №12（10.5.20）

91 10-1406-78 スチール製アイボリー中軽量棚MEWF型 / MEWF-1715 №12（10.5.20）

91 10-1406-79 スチール製アイボリー中軽量棚MEWF型 / MEWF-1715R №12（10.5.20）

91 10-1406-80 スチール製アイボリー中軽量棚MEWF型 / MEWF-1725 №12（10.5.20）

91 10-1406-81 スチール製アイボリー中軽量棚MEWF型 / MEWF-1725R №12（10.5.20）

91 10-1406-82 スチール製アイボリー中軽量棚MEWF型 / MEWF-1745 №12（10.5.20）

91 10-1406-83 スチール製アイボリー中軽量棚MEWF型 / MEWF-1745R №12（10.5.20）

91 10-1406-88 オプション 壁面固定金具 / WKK50B №7（09.9.1）

91 10-1406-89 オプション アンカーベース / MBS40B №7（09.9.1）

93 10-1411-80～85 スタンダードエレクターシェルフM型棚 №18（11.5.20）

93 10-1410-60 スランテッドエレクターシェルフST型ポールセット STP1390 №18（11.5.20）

93 10-1410-61 スランテッドエレクターシェルフST型ポールセット STP1590 №18（11.5.20）

93 10-1410-62 スランテッドエレクターシェルフST型ポールセット STP1900 №18（11.5.20）

94 10-1409-10 サイドアップエレクターシェルフMU型棚 MU610 №18（11.5.20）

94 №18（11.5.20）

94 №18（11.5.20）

94 №18（11.5.20）

95 №18（11.5.20）

96 №18（11.5.20）

96 10-1408-01 スーパーアジャスタブルシール3・ポール / 54PK2 №29（13.2.25）

96 10-1408-02 スーパーアジャスタブルシール3・ポール / 63PK2 №29（13.2.25）

96 10-1408-03 スーパーアジャスタブルシール3・ポール / 74PK2 №29（13.2.25）

96 10-1408-10 スーパーアジャスタブルシール3 棚板 / A1836NK2 №29（13.2.25）

96 10-1408-11 スーパーアジャスタブルシール3 棚板 / A1848NK2 №29（13.2.25）

96 10-1408-12 スーパーアジャスタブルシール3 棚板 / A1860NK2 №29（13.2.25）

⇒ ¥57,000

表記訂正 ⇒ 4段 ￥43,200 5段 ￥50,800

サイドアップエレクターシェルフMU型（MU610+P1590) / MU610-P1590 表記訂正 ⇒ 4段 ￥45,200 5段 ￥52,800

型番変更： 54PK2 ⇒ 54PK3
型番変更： 63PK2 ⇒ 63PK3

¥48,800

サイドアップエレクターシェルフMU型（MU610+P1900) / MU610-P1900 表記訂正 ⇒ 4段 ￥48,800 5段 ￥56,400

スーパーアジャスタブルシェルフ A18/A24 価格改定 ※最終頁に記載
（切り取ってカタログに貼付して下さい）メトロマックスＱ

表記変更： 1892+1790Lｍｍ/2.7kg
⇒ (1892mm 1.4kg)2本、(1790mm 1.3kg)2本

サイドアップエレクターシェルフMU型（MU610+P1390) / MU610-P1390

⇒

寸法訂正： D464 ⇒ D454

表記変更： 1390+1282Lｍｍ/1.9kg
⇒ (1384mm 1.0kg)2本、(1282mm 0.9kg)2本

表記変更： 1587+1485Lｍｍ/2.3kg
⇒ (1587mm 1.2kg)2本、(1485mm 1.1kg)2本

価格訂正： ￥7,000 ⇒ ￥7,600

価格改定： ¥61,000

¥45,600

価格改定： ¥66,000

価格改定：

⇒ ¥62,000

価格改定： ¥54,000 ⇒ ¥49,800

価格改定： ¥41,400 ⇒ ¥38,600

価格改定： ¥45,800 ⇒ ¥42,800

価格改定： ¥49,400 ⇒ ¥46,000

価格改定： ¥54,000 ⇒ ¥50,000

¥1,190¥1,110

¥1,100⇒価格改定：

価格改定： ⇒

¥1,020

型番変更： 74PK2 ⇒ 74PK3
型番変更： A1836NK2 ⇒ A1836NK3
型番変更： A1848NK2 ⇒ A1848NK3
型番変更： A1860NK2 ⇒ A1860NK396 10-1408-12 スーパーアジャスタブルシール3 棚板 / A1860NK2 №29（13.2.25）

96 10-1408-13 スーパーアジャスタブルシール3 棚板 / A1872NK2 №29（13.2.25）

96 10-1408-20 スーパーアジャスタブルシール3 棚板 / A2436NK2 №29（13.2.25）

96 10-1408-21 スーパーアジャスタブルシール3 棚板 / A2448NK2 №29（13.2.25）

96 10-1408-22 スーパーアジャスタブルシール3 棚板 / A2460NK2 №29（13.2.25）

96 10-1408-23 スーパーアジャスタブルシール3 棚板 / A2472NK2 №29（13.2.25）

96
スーパーアジャスタブルシール3 A18型
（表下の※棚板・・・あります。の棚板型番変更）

№29（13.2.25）

96
スーパーアジャスタブルシール3 A24型
（表下の※棚板・・・あります。の棚板型番変更）

№29（13.2.25）

97 №18（11.5.20）

97 №18（11.5.20）

97 №18（11.5.20）

97 №18（11.5.20）

98 10-1430-20 抗菌ﾌﾟﾚｲﾃｨﾝｸﾞｷｬﾆｵﾝｼｪﾙﾌ棚板 SSP-610×460㎜ №7（09.9.1）

98 10-1430-21 抗菌ﾌﾟﾚｲﾃｨﾝｸﾞｷｬﾆｵﾝｼｪﾙﾌ棚板 SSP-760×460㎜ №7（09.9.1）

98 10-1430-22 抗菌ﾌﾟﾚｲﾃｨﾝｸﾞｷｬﾆｵﾝｼｪﾙﾌ棚板 SSP-910×460㎜ №7（09.9.1）

98 10-1430-23 抗菌ﾌﾟﾚｲﾃｨﾝｸﾞｷｬﾆｵﾝｼｪﾙﾌ棚板 SSP-1070×460㎜ №7（09.9.1）

98 10-1430-24 抗菌ﾌﾟﾚｲﾃｨﾝｸﾞｷｬﾆｵﾝｼｪﾙﾌ棚板 SSP-1220×460㎜ №7（09.9.1）

98 10-1430-25 抗菌ﾌﾟﾚｲﾃｨﾝｸﾞｷｬﾆｵﾝｼｪﾙﾌ棚板 SSP-1520×460㎜ №7（09.9.1）

98 10-1430-26 抗菌ﾌﾟﾚｲﾃｨﾝｸﾞｷｬﾆｵﾝｼｪﾙﾌ棚板 SSP-1820×460㎜ №7（09.9.1）

98 10-1430-30 抗菌ﾌﾟﾚｲﾃｨﾝｸﾞｷｬﾆｵﾝｼｪﾙﾌ棚板 SSP-610×610㎜ №7（09.9.1）

98 10-1430-31 抗菌ﾌﾟﾚｲﾃｨﾝｸﾞｷｬﾆｵﾝｼｪﾙﾌ棚板 SSP-760×610㎜ №7（09.9.1）

98 10-1430-32 抗菌ﾌﾟﾚｲﾃｨﾝｸﾞｷｬﾆｵﾝｼｪﾙﾌ棚板 SSP-910×610㎜ №7（09.9.1）

98 10-1430-33 抗菌ﾌﾟﾚｲﾃｨﾝｸﾞｷｬﾆｵﾝｼｪﾙﾌ棚板 SSP-1070×610㎜ №7（09.9.1）

98 10-1430-34 抗菌ﾌﾟﾚｲﾃｨﾝｸﾞｷｬﾆｵﾝｼｪﾙﾌ棚板 SSP-1220×610㎜ №7（09.9.1）

98 10-1430-35 抗菌ﾌﾟﾚｲﾃｨﾝｸﾞｷｬﾆｵﾝｼｪﾙﾌ棚板 SSP-1520×610㎜ №7（09.9.1）

98 10-1430-36 抗菌ﾌﾟﾚｲﾃｨﾝｸﾞｷｬﾆｵﾝｼｪﾙﾌ棚板 SSP-1820×610㎜ №7（09.9.1）

104 10-1110-30～34 ステンレス製流し台LFE型 №11（10.4.15）

104 10-1110-35～38 ステンレス製流し台LFF型 №11（10.4.15）

104 10-1110-40～42 ステンレス製流し台LFG型 №11（10.4.15）

廃番⇒新掲載：ｽﾁｰﾙｷｬﾆｵﾝｼｪﾙﾌ （詳細はお問合せ下さい）

廃番⇒新掲載：ｽﾁｰﾙｷｬﾆｵﾝｼｪﾙﾌ （詳細はお問合せ下さい）

廃番⇒新掲載：ｽﾁｰﾙｷｬﾆｵﾝｼｪﾙﾌ （詳細はお問合せ下さい）

表記訂正： ●水栓:壁付・・・ ⇒ ●水栓:台付・・・

廃番⇒新掲載：ｽﾁｰﾙｷｬﾆｵﾝｼｪﾙﾌ （詳細はお問合せ下さい）

廃番⇒新掲載：ｽﾁｰﾙｷｬﾆｵﾝｼｪﾙﾌ （詳細はお問合せ下さい）

表記訂正： ●水栓:壁付・・・ ⇒ ●水栓:台付・・・

廃番⇒新掲載：ｽﾁｰﾙｷｬﾆｵﾝｼｪﾙﾌ （詳細はお問合せ下さい）

廃番⇒新掲載：ｽﾁｰﾙｷｬﾆｵﾝｼｪﾙﾌ （詳細はお問合せ下さい）

廃番⇒新掲載：ｽﾁｰﾙｷｬﾆｵﾝｼｪﾙﾌ （詳細はお問合せ下さい）

廃番⇒新掲載：ｽﾁｰﾙｷｬﾆｵﾝｼｪﾙﾌ （詳細はお問合せ下さい）

ｿﾘｯﾄﾞｴﾚｸﾀｰｼｪﾙﾌ（SUS304）LSS・S型（LSS1520S+PS1590） / LSS1520S・PS1390 型番訂正 ⇒ LSS1520S・PS1590
ｿﾘｯﾄﾞｴﾚｸﾀｰｼｪﾙﾌ（SUS304）LSS・S型（LSS1520S+PS1900） / LSS1520S・PS1390 型番訂正 ⇒ LSS1520S・PS1900

ｿﾘｯﾄﾞｴﾚｸﾀｰｼｪﾙﾌ（SUS304）LSS・S型（LSS1220S+PS1590） / LSS1220S・PS1390 型番訂正 ⇒ LSS1220S・PS1590
ｿﾘｯﾄﾞｴﾚｸﾀｰｼｪﾙﾌ（SUS304）LSS・S型（LSS1220S+PS1900） / LSS1220S・PS1390 型番訂正 ⇒ LSS1220S・PS1900

型番変更： A1824NK2 ⇒ A1824NK3
A1830NK2 ⇒ A1830NK3

型番変更： A2424NK2 ⇒ A2424NK3
A2430NK2 ⇒ A2430NK3

廃番⇒新掲載：ｽﾁｰﾙｷｬﾆｵﾝｼｪﾙﾌ （詳細はお問合せ下さい）

表記訂正： ●水栓:壁付・・・ ⇒ ●水栓:台付・・・

廃番⇒新掲載：ｽﾁｰﾙｷｬﾆｵﾝｼｪﾙﾌ （詳細はお問合せ下さい）

廃番⇒新掲載：ｽﾁｰﾙｷｬﾆｵﾝｼｪﾙﾌ （詳細はお問合せ下さい）

廃番⇒新掲載：ｽﾁｰﾙｷｬﾆｵﾝｼｪﾙﾌ （詳細はお問合せ下さい）

型番変更： A2460NK2 ⇒ A2460NK3
型番変更： A2472NK2 ⇒ A2472NK3

型番変更： A2448NK2 ⇒ A2448NK3
型番変更： A2436NK2 ⇒ A2436NK3

型番変更： A1860NK2 ⇒ A1860NK3
型番変更： A1872NK2 ⇒ A1872NK3

廃番⇒新掲載：ｽﾁｰﾙｷｬﾆｵﾝｼｪﾙﾌ （詳細はお問合せ下さい）

104 10-1110-40～42 ステンレス製流し台LFG型

105 10-1001-06 キャビネットワゴン / HC-O №8（09.11.20）

105 10-1001-18 サイド実験台SGKタイプ / SG-24K №8（09.11.20）

表記訂正： 水栓:壁付・・・ ⇒ 水栓:台付・・・

廃番

廃番
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106 10-1001-13 サイド実験台SGAKタイプ / SGA-24K №8（09.11.20）

113 12-3401-30～33 キャリクール（小型液体用冷却機） №24（12.5.25）

113 12-3401-35 キャリクール 温度コントローラー №21（11.11.25）

113 12-6100-06 クールプレート NCP2215 №33（13.8.26）

115 12-3303-30 ステンレス製真空断熱ウォーターバス D-600 №31（13.4.25）

115 12-3303-31 ステンレス製真空断熱ウォーターバス D-1500 №31（13.4.25）

115 12-3310-10 ステンレスデュワーフラスコ SS111 №26（12.9.25）

115 12-3310-11 ステンレスデュワーフラスコ SS222 №26（12.9.25）

115 12-3310-12 ステンレスデュワーフラスコ SS333 №26（12.9.25）

115 12-3310-20 ステンレスデュワーフラスコ SS77SH №26（12.9.25）

115 12-3310-21 ステンレスデュワーフラスコ SS100SH №26（12.9.25）

115 12-3310-22 ステンレスデュワーフラスコ SS138SH №26（12.9.25）

115 12-3310-23 ステンレスデュワーフラスコ SS150SH №26（12.9.25）

115 12-3310-23 ステンレスデュワーフラスコ / SS150SH №15（10.11.20）

116 12-3301-60 ローケーターJr.プラス 標準蓋Ａ №24（12.5.25）

116 12-3301-61 ローケーターJr.プラス レベルモニター付蓋A №24（12.5.25）

116 12-3301-62 ローケーター4プラス 標準蓋Ａ №24（12.5.25）

116 12-3301-63 ローケーター4プラス レベルモニター付蓋A №24（12.5.25）

116 12-3301-64 ローケーター6プラス 標準蓋Ａ №24（12.5.25）

116 12-3301-65 ローケーター6プラス レベルモニター付蓋A №24（12.5.25）

116 12-3301-66 ローケーター8プラス 標準蓋Ａ №24（12.5.25）

116 12-3301-67 ローケーター8プラス レベルモニター付蓋A №24（12.5.25）

116 12-3301-81 バイオケーン20 CK509X2 №24（12.5.25）

116 12-3301-81 バイオケーン™凍結保存容器 バイオケーン20/CK509X2 №29（13.2.25）

116 12-3301-82 バイオケーン34 CK509X3 №24（12.5.25）

116 12-3301-82 バイオケーン™凍結保存容器 バイオケーン34/CK509X3 №29（13.2.25）

2013/10/1 より表記変更： ⇒

¥25,000 ⇒ ¥22,700
¥28,400

2012/7/1 より価格改定： ￥772,000 ⇒ ￥830,000

2012/7/1 より価格改定： ￥873,000 ⇒ ￥950,000

2012/7/1 より価格改定： ￥941,000 ⇒ ￥1,002,000

価格訂正：

価格訂正： ¥32,000 ⇒

表記変更： ⇒

表記追記： -35

2012/7/1 より価格改定： ￥734,000 ⇒ ￥795,000

廃番

表記訂正： [ｶﾞﾗｽ内径×内高]
155×120mm（半球底） ⇒ 155×120mm（角底）

価格改定： ¥28,800

価格改定：

価格改定：

¥31,600 ⇒ ¥26,500

価格改定： ¥31,200

⇒ ¥33,000

⇒ ¥28,600

価格改定： ¥36,000
¥54,000 ⇒ ¥49,500

⇒ ¥26,500

価格改定： ¥39,600 ⇒ ¥36,300

2012/7/1 より価格改定： ￥566,000 ⇒ ￥620,000

2012/7/1 より価格改定： ￥827,000 ⇒ ￥890,000

2012/7/1 より価格改定： ￥198,000 ⇒ ￥230,000

2012/7/1 より価格改定： ￥278,000 ⇒ ￥330,000

液体窒素保持期間変更： 224日 ⇒ 227日
アンプル収納数変更： 180本 ⇒ 150本

液体窒素保持期間変更： 204日 ⇒ 193日

2012/7/1 より価格改定： ￥667,000 ⇒ ￥720,000

価格改定： ¥39,600 ⇒ ¥36,300

2012/7/1 より価格改定： ￥620,000 ⇒ ￥670,000

03505

03005 03505

03005 03505

116 12-3301-82 バイオケーン™凍結保存容器 バイオケーン34/CK509X3 №29（13.2.25）

116 12-3301-83 バイオケーン47 CK509X4 №24（12.5.25）

116 12-3301-83 バイオケーン™凍結保存容器 バイオケーン47/CK509X3 №29（13.2.25）

116 12-3301-84 バイオケーン70 CK509X5 №24（12.5.25）

116 12-3301-84 バイオケーン™凍結保存容器 バイオケーン73/CK509X6 №29（13.2.25）

117 12-3301-10 液体窒素保存容器SC 3.6L SC3/3 №40（14.6.25）

117 12-3301-11 液体窒素保存容器SC 8.4L SC8/5 №40（14.6.25）

117 12-3301-12 液体窒素保存容器SC 11.0L SC11/7 №40（14.6.25）

117 12-3301-13 液体窒素保存容器SC 20.5L ミレニアムSC20 №26（12.9.25）

117 12-3301-14 液体窒素保存容器SC 20.5L SC20/20 №40（14.6.25）

117 12-3301-15 液体窒素保存容器SC 33.4L SC33/26 №40（14.6.25）

117 12-3301-16 液体窒素保存容器SC 36.5L SC36/32 №40（14.6.25）

117 12-3301-20 液体窒素保存容器XC 20.5L ミレニアムXC20 №40（14.6.25）

117 12-3301-21 液体窒素保存容器XC 22.4L XC22/5 №40（14.6.25）

117 12-3301-22 液体窒素保存容器XC 32.0L XC32/8 №40（14.6.25）

117 12-3301-23 液体窒素保存容器XC 33.4L XC33/22 №40（14.6.25）

117 12-3301-24 液体窒素保存容器XC 34.8L XC34/18 №40（14.6.25）

117 12-3301-25 液体窒素保存容器XC 42.2L XC43/28 №40（14.6.25）

117 12-3301-26 液体窒素保存容器XC 47.4L XC47/11-6 №40（14.6.25）

117 12-3301-27 液体窒素保存容器XC 47.4L XC47/11-10 №40（14.6.25）

118 12-3301-01 移動用液体窒素容器 1.5L SC2/1V №40（14.6.25）

118 12-3301-02 移動用液体窒素容器 2.9L ミニ・ムーバー №40（14.6.25）

118 12-3301-03 移動用液体窒素容器 3.6L SC4/2V №40（14.6.25）

118 12-3301-04 移動用液体窒素容器 4.3L SC4/3V №40（14.6.25）

118 12-3301-05 移動用液体窒素容器 12.3L SC20/12V №40（14.6.25）

廃番

液体窒素保持期間変更： 204日 ⇒ 193日
アンプル収納数変更： 720本 ⇒ 600本

液体窒素収納容量 ⇒ 73 L
液体窒素保持期間 ⇒ 121日
キャニスター収納数 ⇒ 8個
アンプル収納数 ⇒ 2400本

液体窒素保持期間変更： 128日 ⇒ 121日
アンプル収納数変更： 1512本 ⇒ 1260本

2014/7/1 より価格改定： ￥144,000 ⇒ ￥170,000

2012/7/1 より価格改定： ￥348,000 ⇒ ￥380,000

モデルチェンジ ※仕様詳細はお問合わせ下さい
名称変更： バイオケーン70 ⇒ バイオケーン73
型番変更： CK509X5 ⇒ CK509X6
2012/7/1 より価格改定： ￥475,000 ⇒ ￥570,000

2014/7/1 より価格改定： ￥168,000 ⇒ ￥194,000
2014/7/1 より価格改定： ￥150,000 ⇒ ￥174,000

2014/7/1 より価格改定： ￥178,000 ⇒ ￥206,000
2014/7/1 より価格改定： ￥220,000 ⇒ ￥261,000
2014/7/1 より価格改定： ￥217,000 ⇒ ￥279,000
2014/7/1 より価格改定： ￥145,000 ⇒ ￥169,000
2014/7/1 より価格改定： ￥205,000 ⇒ ￥244,000
2014/7/1 より価格改定： ￥268,000 ⇒ ￥314,000
2014/7/1 より価格改定： ￥208,000 ⇒ ￥256,000
2014/7/1 より価格改定： ￥210,000 ⇒ ￥247,000
2014/7/1 より価格改定： ￥284,000 ⇒ ￥339,000
2014/7/1 より価格改定： ￥275,000 ⇒ ￥320,000
2014/7/1 より価格改定： ￥279,000 ⇒ ￥325,000
2014/7/1 より価格改定： ￥164,000 ⇒ ￥190,000
2014/7/1 より価格改定： ￥228,000 ⇒ ￥272,000
2014/7/1 より価格改定： ￥176,000 ⇒ ￥206,000
2014/7/1 より価格改定： ￥176,000 ⇒ ￥206,000
2014/7/1 より価格改定： ￥221,000 ⇒ ￥258,000118 12-3301-05 移動用液体窒素容器 12.3L SC20/12V №40（14.6.25）

118 12-3301-40 移動用液体窒素容器 5L LAB5 №40（14.6.25）

118 12-3301-41 移動用液体窒素容器 10L LAB10 №40（14.6.25）

2014/7/1 より価格改定： ￥221,000 ⇒ ￥258,000
2014/7/1 より価格改定： ￥103,000 ⇒ ￥125,000
2014/7/1 より価格改定： ￥113,000 ⇒ ￥132,000
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頁 製品コード 品 名 ・ 型 番 №（発行日）

■テラオカ総合カタログ№1000 改正表№1-No.41

変 更 箇 所
118 12-3301-42 移動用液体窒素容器 21L LAB20 №40（14.6.25）

118 12-3301-43 移動用液体窒素容器 32L LAB30 №40（14.6.25）

118 12-3301-44 移動用液体窒素容器 50L LAB50 №40（14.6.25）

118 12-3301-50 取出し用サイフォンセット TS-20 №23（12.4.25）

118 12-3301-51 取出し用サイフォンセット TS-30 №23（12.4.25）

118 12-3301-52 取出し用サイフォンセット TS-50 №23（12.4.25）

119 12-3303-10 サーモカットD 0.5L / D-500 №35（13.12.25）

119 12-3303-11 サーモカットD 1.0L / D-1000 №35（13.12.25）

119 12-3303-12 サーモカットD 1.0L / D-1000W №35（13.12.25）

119 12-3303-13 サーモカットD 2.0L / D-2000 №35（13.12.25）

119 12-3303-14 サーモカットD 3.0L / D-3000 №35（13.12.25）

119 12-3303-15 サーモカットD 6.0L / D-6000 №35（13.12.25）

119 12-3303-40,41 ガラス製透明デュワー瓶 №21（11.11.25）

120 12-3399-29 クライオクロー №24（12.5.25）

121 12-3399-10 アンプル保持用ケーン C-1 №30（13.3.25）

121 12-3401-18 ドライアイスメーカー（ジュニア） BA38886 №33（13.8.26）

121 12-3401-19 ドライアイスメーカー用スペア布袋 BA38886B №33（13.8.26）

122 12-3190-30 クーラーボックス 7L / 80型 №30（13.3.25）

122 12-3190-31 クーラーボックス 11L / 120型 №30（13.3.25）

122 12-3190-32 クーラーボックス 17L / 180型 №30（13.3.25）

122 12-3190-33 クーラーボックス 22L / 240型 №30（13.3.25）

122 12-3190-34 クーラーボックス 27L / 300型 №30（13.3.25）

在庫限りでモデルチェンジ ⇒ D-6001 ￥47,000

2013/10/1 より価格改定： ￥19,000 ⇒ ￥24,000
2013/10/1 より価格改定： ￥6,300 ⇒ ￥7,800

在庫限りでモデルチェンジ ⇒ D-501 ￥5,900
在庫限りでモデルチェンジ ⇒ D-1001 ￥11,700
在庫限りでモデルチェンジ ⇒ D-1001W ￥13,000
在庫限りでモデルチェンジ ⇒ D-2001 ￥18,000
在庫限りでモデルチェンジ ⇒ D-3001 ￥36,000

2012/7/1 より価格改定： ￥25,000 ⇒ ￥29,000

廃番

（モデルチェンジ）型番変更： TS-20 ⇒ TS-20Z
価格改定： ￥99,000 ⇒ ￥120,000

（モデルチェンジ）型番変更： TS-30 ⇒ TS-30Z
価格改定： ￥99,000 ⇒ ￥120,000

（モデルチェンジ）型番変更： TS-50 ⇒ TS-50Z
価格改定： ￥112,000 ⇒ ￥145,000

廃番

型番変更： 80型 ⇒ CBX-7L
内寸法変更 ⇒ W260×D130×H195mm

型番変更： 120型 ⇒ CBX-11L
内寸法変更 ⇒ W310×D150×H205mm

型番変更： 180型 ⇒ CBX-17L
内寸法変更 ⇒ W360×D170×H225mm

型番変更： 240型 ⇒ CBX-22L
内寸法変更 ⇒ W390×D190×H245mm

型番変更： 300型 ⇒ CBX-27L

2014/7/1 より価格改定： ￥147,000 ⇒ ￥171,000
2014/7/1 より価格改定： ￥173,000 ⇒ ￥201,000
2014/7/1 より価格改定： ￥237,000 ⇒ ￥276,000

122 12-3190-34 クーラーボックス 27L / 300型 №30（13.3.25）

122 12-3190-35 クーラーボックス 33L / 360型 №30（13.3.25）

122 12-3190-36 クーラーボックス 48L / 500型 №30（13.3.25）

122 12-3190-37 クーラーボックス 76L / 800型 №30（13.3.25）

122 12-3190-45～47 リスクール TH-60 №17（11.3.25）

122 12-3190-45 リスクール TH-60発泡材のみ / TH-60-VO №29（13.2.25）

122 12-3190-50 エスレンコンテナー SP-15-D №19（11.7.25）

122 12-3190-51 エスレンコンテナー SP-20-D （深型） №19（11.7.25）

122 12-3190-52～54 エスレンコンテナー SP-32-D/SP-37-D/専用蓄冷剤 №29（13.2.25）

123 12-3190-60～65 保冷コンテナ №29（13.2.25）

124 12-3150-60 エンゲル冷蔵庫 RD-13BL №29（13.2.25）

124 12-3150-61 エンゲル冷蔵庫 HD-13GL №29（13.2.25）

124 12-3150-62 エンゲル冷蔵庫 MT-15E №29（13.2.25）

124 12-3190-40 サンコールドボックス ＃15 №19（11.7.25）

124 12-3190-41 サンコールドボックス ＃20 №19（11.7.25）

125 12-3150-63 エンゲル冷蔵庫 MT-25E №29（13.2.25）

125 12-3150-64 エンゲル冷蔵庫 MT-35F №29（13.2.25）

125 12-3150-65 エンゲル冷蔵庫 MT-45F №29（13.2.25）

125 12-3150-66 エンゲル冷蔵庫 MT-60E №29（13.2.25）

新規 12-3150-74 エンゲル冷蔵庫（38L） MR040F №29（13.2.25）

126 18-2207-40 電子冷却装置 RDP-25ES-H №41（14.8.25）

126 18-2207-41 クールインキュベータ CN-25C №41（14.8.25）

表記変更： ⇒

表記変更： ⇒

価格改定：

⇒ ¥15,500

⇒ ¥16,500

価格改定： ¥14,500

廃番で後継品：12-3150-77 MT60F ￥132,400
※仕様等詳細はお問合わせ下さい

⇒

¥11,800 ¥13,000

価格改定：

新規取扱商品 MR040F ￥89,800
※仕様等詳細はお問合わせ下さい。

価格改定：

※写真のロープ付はオプションです。付属しておりません。

¥15,400

¥10,900 ¥12,000

製品コード変更： 12-3150-65 ⇒ 12-3150-76
製品コード変更： 12-3150-64 ⇒ 12-3150-75

廃番

取扱中止
取扱中止

廃番で後継品：12-3150-70 MD14F ￥56,000
※仕様等詳細はお問合わせ下さい

廃番で後継品：12-3150-71 MHD14F ￥70,200
※仕様等詳細はお問合わせ下さい

廃番で後継品：12-3150-72 MT17F ￥68,000
※仕様等詳細はお問合わせ下さい

⇒

型番変更： 360型 ⇒ CBX-33L
内寸法変更 ⇒ W455×D220×H270mm

型番変更： 500型 ⇒ CBX-48L
内寸法変更 ⇒ W650×D255×H265mm

型番変更： 300型 ⇒ CBX-27L
内寸法変更 ⇒ W425×D210×H255mm

型番変更： 800型 ⇒ CBX-76L
内寸法変更 ⇒ W810×D325×H260mm

廃番で後継品：12-3150-73 MD27F ￥83,600
※仕様等詳細はお問合わせ下さい

03005 03505

03005 03505126 18-2207-41 クールインキュベータ CN-25C №41（14.8.25）

126 18-2207-42 クールインキュベータ CN-40A №41（14.8.25）

表記変更： ⇒

表記変更： ⇒

03005 03505

03005 03505
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127 12-3120-55～57 スリム型薬用保冷庫 №41（14.8.25）

127 18-2207-21～26 低温インキュベータ №41（14.8.25）

127 12-3120-55 スリム型薬用保冷庫 FMS-121GS №22（12.2.24）

127 12-3120-56 スリム型薬用保冷庫 FMS-171GS №22（12.2.24）

127 12-3120-56 スリム型薬用保冷庫 FMS-173GS №35（13.12.25）

127 12-3120-57 スリム型薬用保冷庫 FMS-301GS №22（12.2.24）

127 12-3120-57 スリム型薬用保冷庫 FMS-303GS №35（13.12.25）

127 18-2207-21 低温インキュベータ FMU-053I №22（12.2.24）

127 18-2207-24 低温インキュベータ FMU-403I №22（12.2.24）

127 18-2207-25 FMU-053I専用架台 №22（12.2.24）

128 12-3120-53 テーブル形ショーケース RTS-90STB №18（11.5.20）

128 12-3120-54 テーブル形ショーケース RTS-100STB №18（11.5.20）

128 12-3120-53,54 テーブル形ショーケース №18（11.5.20）

130 12-3151-25 テーブル形冷蔵庫 RT-115PTE №18（11.5.20）

130 12-3151-26 テーブル形冷蔵庫 RT-120PNE №18（11.5.20）

130 12-3151-28 テーブル形冷凍冷蔵庫 RFT-120PTE №18（11.5.20）

表記変更： ⇒

取扱中止

価格改定： ¥245,000 ⇒ ¥263,000

型番変更： FMS-121GS ⇒ FMS-123GS

型番変更： FMU-403I ⇒ FMU-404I

型番変更： RTS-100STB ⇒ RTS-100STB2

型番変更： RT-120PNE ⇒ RT-120PNE1
仕様変更 ⇒ [電流] 運転電流 2.5/2.3A

[消費電力] 電熱装置定格 17W
[消費電力] 霜取時 31/31W
[外装] ｽﾃﾝﾚｽ鋼板、ABS樹脂(ﾌﾛﾝﾄﾊﾟﾈﾙ)

型番変更： RT-115PTE ⇒ RT-115PTE1
仕様変更 ⇒ [電流] 運転電流 2.6/2.3A

[消費電力] 冷却時 143/148W
[外装] ｽﾃﾝﾚｽ鋼板、ABS樹脂(ﾌﾛﾝﾄﾊﾟﾈﾙ)

型番変更： FMS-171GS ⇒ FMS-173GS

庫内温度制御変更⇒ ﾏｲｺﾝ制御(ﾃﾞｼﾞﾀﾙ温度表示)
2～12℃調節可能

除霜制御変更 ⇒ マイコン制御

型番変更： FMS-301GS ⇒ FMS-303GS

価格改定： ¥293,000 ⇒ ¥314,000

型番変更： FMU-053I ⇒ FMU-054I

型番変更： RTS-90STB ⇒ RTS-90STB2

型番変更： RFT-120PTE ⇒ RFT-120PTE1
仕様変更 ⇒ [消費電力] 電熱装置定格 232W

[消費電力] 冷却時 272/257W
[消費電力] 霜取時 232/232W
[外装] ｽﾃﾝﾚｽ鋼板、ABS樹脂(ﾌﾛﾝﾄﾊﾟﾈﾙ)

品名変更 ⇒ FMU-054I専用架台

03005 03505

130 12-3151-29 テーブル形冷凍冷蔵庫 RFT-120SNE №18（11.5.20）

131 12-3151-37 冷凍冷蔵庫 HRF-90XT №18（11.5.20）

132 12-3011-01 メディカルフリーザー / FMF-038FI №16（11.2.15）

132 12-3011-01 メディカルフリーザー FMF-038F1 №22（12.2.24）

132 12-3011-02 メディカルフリーザー / FMF-038FI-C №16（11.2.15）

132 12-3011-02 メディカルフリーザー FMF-038F1-C №22（12.2.24）

132 12-3011-03 メディカルフリーザー FMF-500F №41（14.8.25）

133 12-3403-07 製氷機（チップアイスメーカー） CM-60A №18（11.5.20）

133 12-3403-26 製氷機（ﾌﾚｰｸｱｲｽﾒｰｶｰ） FM-120F №18（11.5.20）

134 12-3403-12 製氷機（クレセントアイスメーカー） KM-12E №18（11.5.20）

134 12-3403-37 製氷機（キューブアイスメーカー） IM-45M №18（11.5.20）

134 12-3403-38 製氷機（キューブアイスメーカー） IM-55M №18（11.5.20）

135 12-3403-34 製氷機（キューブアイスメーカー） IM-20CL №18（11.5.20）

138 12-4004-40 小型ボックス炉 KBF442N1 №8（09.11.20）

139 12-4001-10～17 底面加熱方式電気炉 / EPDS (EPタイプ) №14（10.8.20）

140 12-4001-70 ポータブル電気炉 FB1314M №24（12.5.25）

140 12-4001-71 ポータブル電気炉 FB1414M №24（12.5.25）

141 12-4001-01～06 左右二面加熱方式電気炉 / EPDW (EPタイプ) №14（10.8.20）

142 18-2206-50～57 恒温器（強制循環式） №8（09.11.20）

142 18-2206-50 恒温器(強制循環式) EPEC-18 №10（10.3.17）

142 18-2206-51 恒温器(強制循環式) EPEC-18-W №10（10.3.17）

142 18-2206-52 恒温器(強制循環式) EPEC-40 №10（10.3.17）

表記変更： ⇒

2012/7/1 より価格改定： ￥222,800 ⇒ ￥240,000

2012/7/1 より価格改定： ￥177,900 ⇒ ￥195,000

庫内温度制御訂正 ⇒ 冷凍：-25～7℃調節可能

仕様訂正 ⇒ [消費電力] 電熱装置定格 403W
[消費電力] 霜取時 403/403W

仕様訂正 ⇒ [電源] 0.49kVA（4.9A）
[消費電力] 195/225W（力率81/97％）

仕様訂正 ⇒ [電源] 0.69kVA（6.9A）
[消費電力] 260/285W（力率81/91％）

配管口径訂正： 給水口 Rc1/2 ⇒ R1/2

価格改定：

コントローラー部変更(仕様詳細はお問合せ下さい)
型番変更： EPEC-18 ⇒ VTEC-18

表記変更：ｽﾃﾝﾚｽ443CT ⇒ JFE443CT
表記削除：定格電源 AC100V-1φ

型番変更： FM-120F ⇒ FM-120K

型番変更： FMF-038F1 ⇒ FMF-038F2

¥152,000 ⇒ ¥189,000

コントローラー部変更(仕様詳細はお問合せ下さい)
型番変更： EPDS ⇒ VTDS (VTタイプ)

コントローラー部変更(仕様詳細はお問合せ下さい)
型番変更： EPEC-18-W ⇒ VTEC-18-W

表記変更： ⇒

表記訂正：内容積（ℓ） 8.5 ⇒ 8.67

コントローラー部変更(仕様詳細はお問合せ下さい)
型番変更： EPDW ⇒ VTDW (VTタイプ)

コントローラー部変更(仕様詳細はお問合せ下さい)

型番変更： FMF-038F1-C ⇒ FMF-038F2-C

配管口径訂正： 排水口 G3/4メネジ ⇒ Rp3/4

表記変更： ⇒

03005 03505

03005 03505

03005 03505

142 18-2206-52 恒温器(強制循環式) EPEC-40 №10（10.3.17）
コントローラー部変更(仕様詳細はお問合せ下さい)
型番変更： EPEC-40 ⇒ VTEC-40
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142 12-2206-53 恒温器（強制循環式） / EPEC-40W №8（09.11.20）

142 18-2206-53 恒温器(強制循環式) EPEC-40-W №10（10.3.17）

142 18-2206-54 恒温器(強制循環式) EPEC-75 №10（10.3.17）

142 18-2206-55 恒温器(強制循環式) EPEC-75-W №10（10.3.17）

142 18-2206-56 恒温器(強制循環式) EPEC-154 №10（10.3.17）

142 18-2206-57 恒温器（強制循環式） / EPEC-154-W №8（09.11.20）

142 18-2206-57 恒温器(強制循環式) EPEC-154-W №10（10.3.17）

142 18-2206-60～71 鋼板製架台 №31（13.4.25）

142 18-2206-90～97 棚板 №31（13.4.25）

142 18-2206-91 オプション 棚板 / SPC-18TE-50 価格改定： ¥11,000 ⇒ ¥7,500 №8（09.11.20）

142 18-2206-93 オプション 棚板 / SPC-40TE-50 価格改定： ¥13,000 ⇒ ¥9,000 №8（09.11.20）

143 18-2206-01～08 低温恒温恒湿器 HPCCシリーズ（HPCCコントローラー） №31（13.4.25）

143 18-2206-10～17 低温恒温恒湿器 HPACシリーズ（HPACコントローラー） №18（11.5.20）

143 18-2206-01～17 低温恒温恒湿器 №8（09.11.20）

144 18-2206-20～34 強制循環式恒温器 FORMULAシリーズ Rタイプ №8（09.11.20）

144 18-2206-20～24 強制循環式恒温器 / EPR (EPタイプ) №14（10.8.20）

144 18-2206-24 強制循環式恒温器 / VTR-220 №15（10.11.20）

144 18-2206-25～28 強制循環式恒温器 MRR （MRタイプ） №31（13.4.25）

表記変更： ⇒

ｺﾝﾄﾛｰﾗｰ部変更（仕様詳細はお問合わせ下さい）
型番変更： HPCC ⇒ TPCC

表記変更： ⇒

ｺﾝﾄﾛｰﾗｰ部変更（仕様詳細はお問合わせ下さい）
型番変更： HPAC ⇒ TPAC

コントローラー部変更(仕様詳細はお問合せ下さい)
型番変更： EPEC-75 ⇒ VTEC-75

仕様変更⇒詳細はお問合せ下さい。

表記変更：ｽﾃﾝﾚｽ443CT ⇒ JFE443CT
表記削除：排気孔 天面1ヶ所 直径35mm

廃番

コントローラー部変更(仕様詳細はお問合せ下さい)
型番変更： EPEC-40-W ⇒ VTEC-40-W

コントローラー部変更(仕様詳細はお問合せ下さい)
型番変更： EPEC-154 ⇒ VTEC-154

コントローラー部変更(仕様詳細はお問合せ下さい)
型番変更： EPEC-75-W ⇒ VTEC-75-W

⇒価格改定： ¥315,000

製品コード訂正：12-2206-53 ⇒ 18-2206-53
価格改定：￥240,500⇒\240,000

コントローラー部変更(仕様詳細はお問合せ下さい)
型番変更： EPEC-154-W ⇒ VTEC-154-W

コントローラー部変更(仕様詳細はお問合せ下さい)
型番変更： EPR ⇒ VTR (VTタイプ)

廃番

¥314,000

13005 03505

13505 14005

144 18-2206-29 強制循環式恒温器 / MRR-220 №15（10.11.20）

144 18-2206-30～34 強制循環式恒温器 / DSR (DSタイプ) №14（10.8.20）

145
18-2207-01～08
12-2207-09～12

自然対流式恒温器 FORMULAシリーズ Nタイプ №8（09.11.20）

145 18-2207-05～08 自然対流式恒温器 MRN （MRタイプ） №31（13.4.25）

145 12-2207-09～12 自然対流式恒温器 / DSN (DSタイプ) №14（10.8.20）

145 18-2207-01～04 自然対流式恒温器 / EPN (EPタイプ) №14（10.8.20）

145 18-2207-05～08 自然対流式恒温器 / SSN (SSタイプ) №14（10.8.20）

146 12-6101-10,11 恒温水槽 NT-303DS/NT-505DS №33（13.8.26）

147 12-0110-85 クールスターラー SWC-900 №11（10.4.15）

147 12-0110-85 クールスターラー SWC-900 №33（13.8.26）

147 12-6101-15 スターラー型恒温水槽 SW-500NT №11（10.4.15）

147 12-6101-15 スターラー型恒温水槽 SW-500NT №27（12.11.26）

147 12-6101-15 スターラー型恒温水槽 SW-500NT №33（13.8.26）

147 12-6101-15 スターラー型恒温水槽 SW-500NT №39（14.4.25）

147 12-6101-20 ミニ恒温水槽 NT-202D №33（13.8.26）

148 12-6410-10 恒温水槽（水槽用恒温器） NC-101 №27（12.11.26）

148 12-6410-10 水槽用恒温器 NC-D101 №33（13.8.26）

148 12-6410-20 水槽用恒温器 NC-301D №33（13.8.26）

148 12-6501-10 水位空焚防止器 AL-70 №33（13.8.26）

148 12-6501-11 水位自動給水器 AL-77S-L №11（10.4.15）

148 12-6501-12 水位自動給水器 AL-77S-R №11（10.4.15）

仕様訂正：水圧の範囲 0.3～8kg/cm ⇒ 0～0.2kg/cm

仕様訂正：水圧の範囲 0～0.2kg/cm ⇒ 0.3～8kg/cm

2013/10/1 より表記変更： ⇒

2013/10/1 より表記変更： ⇒

モデルチェンジ ※仕様詳細はお問合わせ下さい。
後継機種： NC-D101 ￥69,000

廃番

2013/10/1 より表記変更： ⇒

2013/10/1 より表記変更： ⇒

廃番

追記⇒ ●付属品：ｽﾃﾝﾚｽ水槽、ｽﾌﾟﾘﾝｸﾞ枠、
30mm回転子×1、40mm回転子×1

2013/10/1 より表記変更： ⇒

追記⇒ ●回転数：200～800rpm
付属品追記⇒ 30mm回転子×1

2013/10/1 より表記変更： ⇒

表記変更：ｽﾃﾝﾚｽ443CT ⇒ JFE443CT
表記削除：排気孔 天面1ヶ所 直径35mm

廃番

2013/10/1 より表記変更： ⇒

型番変更： SW-500NT ⇒ SW-500NTD
使用温度範囲変更 ⇒ 室温+5℃～70℃

コントローラー部変更(仕様詳細はお問合せ下さい)
型番変更： SSN ⇒ MRN (MRタイプ)

廃番

コントローラー部変更(仕様詳細はお問合せ下さい)
型番変更： EPN ⇒ VTN (VTタイプ)

形状変更

03005 03505

03005 03505

03005 03505

03005 03505

03005 03505

03005 03505

03005 03505
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149 12-3401-36 ハンディパイプクーラー NCL-107 №11（10.4.15）

149 12-6102-32 低温循環恒温水槽 NCL-80V №27（12.11.26）

149 12-6102-40 循環恒温水槽 NC-101B №11（10.4.15）

149 12-6102-40 循環恒温水槽 NC-101B №33（13.8.26）

150 12-6150-10 振盪恒温水槽 SN-100SD №11（10.4.15）

150 12-6150-11 大形振盪恒温水槽 SN-200SD №11（10.4.15）

150 12-6150-30 ミニ振盪恒温水槽 SN-M40S №27（12.11.26）

150 12-6150-30 ミニ振とう恒温水槽 SN-M40SD №33（13.8.26）

150 12-6150-31,32 ミニ振とう恒温水槽SN-M40SD用振盪台 №33（13.8.26）

151 12-6100-20,21 サーモブロック ND-M01/ND-M11 №33（13.8.26）

151 12-6100-20 サーモブロック ND-M01 №11（10.4.15）

151 12-6100-21 サーモブロック ND-M11 №11（10.4.15）

151 12-6100-22 サーモブロック ND-G962 №27（12.11.26）

151 12-6100-22 サーモブロック ND-G962 №33（13.8.26）

151 12-6100-22 サーモブロック ND-G962 №34（13.10.25）

151 12-6100-23～26 アルミブロック №33（13.8.26）

151 12-6100-27～29 アルミブロック №33（13.8.26）

151 12-6100-29 アルミブロック マイクロチューブ 0.2ml×96本用 №11（10.4.15）

151 12-6100-30 モジュラードライバス DB17614 №7（09.9.1）

151 12-6100-40～50 モジュラーブロック №7（09.9.1）

152 12-6001-10,11 C.O.D測定用ウォーターバス №28（12.12.25）

153 12-6002-20 ウォーターバス T-204 №28（12.12.25）

153 12-6002-30 ウォーターバス T-206 №28（12.12.25）

153 12-6002-40 ウォーターバス T-106 №28（12.12.25）

寸法変更： 外形寸法 H370mm ⇒ H345mm

価格改定： ¥108,000

使用温度範囲変更： -10℃～+60℃ ⇒ -5℃～+60℃

モデルチェンジ ※仕様詳細はお問合わせ下さい。
後継機種： SN-M40SD ￥166,000

価格改定：

価格改定：

価格改定： ￥105,000 ⇒ ￥120,000
追記⇒ ●本体寸法：W195×D325×H260mm

2013/10/1 より表記変更： ⇒

2013/10/1 より表記変更： ⇒

2013/10/1 より表記変更： ⇒

¥78,000¥76,000

2013/10/1 より表記変更： ⇒

振盪数訂正： 20～200rpm ⇒ 20～160rpm

振盪数訂正： 20～160rpm ⇒ 20～200rpm

外形寸法変更： W175×D280×H200mm
⇒ W178×D300×H164mm

廃番

¥86,000

廃番

¥83,000

2013/10/1 より表記変更： ⇒

2013/10/1 より表記変更： ⇒

2013/10/1 より表記変更： ⇒

⇒ ¥118,000

⇒

廃番

廃番
廃番
廃番

⇒

品名訂正⇒ PCRチューブ 0.2ml×96本用

03005 03505

03005 03505

03005 03505

03005 03505

03005 03505

03005 03505

03005 03505

153 12-6002-40 ウォーターバス T-106
154 12-6090-30 ウォーターバス NWB-24S №27（12.11.26）

154 12-6090-30 ウォーターバス NWB-24S №33（13.8.26）

154 12-6510-11 マートボール φ10mm （1000個） / MAT-10 №32（13.6.25）

155 12-6290-30,31 オイルバス NWB-240/NWB-180N №33（13.8.26）

155 12-6299-13 オイルバス / OB27 №16（11.2.15）

155 12-6299-14 オイルバス / OB30 №16（11.2.15）

155 12-6299-15 オイルバス / OB33 №16（11.2.15）

155 12-6299-16 オイルバス / OB36 №16（11.2.15）

158 12-4365-30,31 ホットプレート NHP-M30N/NHP-45N №33（13.8.26）

158 12-4365-30 ホットプレート NHP-M30N №19（11.7.25）

158 12-4365-31 ホットプレート NHP-45N №19（11.7.25）

158 12-4365-35,36 サンドバス型ホットプレート NHS-300/NHS-450 №33（13.8.26）

158 12-4365-35 サンドバス型ホットプレート NHS-300 №19（11.7.25）

158 12-4365-36 サンドバス型ホットプレート NHS-450 №19（11.7.25）

159 12-4301-10,11 水加熱用投げ込みヒーター A型ステンレスシースタイプ №25（12.7.25）

159 12-4303-10～12 水加熱用投込みﾋｰﾀｰSWA型/●温度ｺﾝﾄﾛｰﾗｰは･・・・ №9（10.2.2）

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 №38（14.3.25）

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 №38（14.3.25）

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 №38（14.3.25）

№9（10.2.2）

№9（10.2.2）

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 / SWB-1106 №14（10.8.20）

価格訂正：

材質変更： SUS304 ⇒ SUS316
容量変更： 25ℓ ⇒ 24ℓ （目盛付）

廃番

¥11,800

2013/10/1 より表記変更： ⇒

価格改定： ¥9,900

159 12-4303-20 水加熱用投込みﾋｰﾀｰSWB-1105/●温度ｺﾝﾄﾛｰﾗｰは･・・・

外形寸法変更 ⇒ W300×D300×H85ｍｍ

⇒ ¥10,100

⇒ ¥12,000
価格改定：

材質変更： SUS304 ⇒ SUS316
容量目盛付

¥46,500

¥10,700 ⇒ ¥10,900

材質変更： SUS304 ⇒ SUS316
容量変更： 14ℓ ⇒ 13ℓ （目盛付）
高さ変更： H190mm ⇒ H200mm

廃番
外形寸法変更： D340 ⇒ D300

2013/10/1 より表記変更： ⇒

2013/10/1 より表記変更： ⇒

材質変更： SUS304 ⇒ SUS316
容量変更： 20ℓ ⇒ 18ℓ （目盛付）

⇒ ¥74,000

温度精度変更： ±4℃ ⇒ ±5℃
外形寸法変更 ⇒ W392×D315×H160mm

2013/10/1 より表記変更： ⇒

表記訂正： DG2/DG2P型 ⇒ DG2N型
表記削除： ロバートショウサーモスタット

型番訂正:SWB-1105⇒1106 質量訂正:0.8ｋｇ⇒0.9ｋｇ

外形寸法変更 ⇒ W450×D300×H85ｍｍ

表記訂正： DG2/DG2P型 ⇒ DG2N型

温度精度変更： ±4℃ ⇒ ±5℃
外形寸法変更 ⇒ W442×D365×H160mm

価格改定：

電源電線変更： プラグなし ⇒ 差し込みプラグ付

03005 03505

03005 03505

03005 03505

03005 03505
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頁 製品コード 品 名 ・ 型 番 №（発行日）

■テラオカ総合カタログ№1000 改正表№1-No.41

変 更 箇 所

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 / SWB-1106 №16（11.2.15）

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 №38（14.3.25）

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 / BWA-1106 №14（10.8.20）

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 / BWA-1111 №14（10.8.20）

160 12-4302-30～37 水加熱用投込みﾋｰﾀｰ B型銅ｼｰｽﾀｲﾌﾟ / BWA №16（11.2.15）

160 12-4303-30～36
水加熱用投込みﾋｰﾀｰSWB型/●電源電線：ｷｬｯﾌﾟﾀｲﾔ･･･

/●温度ｺﾝﾄﾛｰﾗｰは･・・・
№9（10.2.2）

160 12-4303-30 水加熱用投込みﾋｰﾀｰSWB-1110 №9（10.2.2）

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 / SWB-1111 №14（10.8.20）

160 12-4302-10～12 水加熱用投込みﾋｰﾀｰAWA型/●温度ｺﾝﾄﾛｰﾗｰは･・・・ №9（10.2.2）

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 №38（14.3.25）

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 №38（14.3.25）

160 12-4302-12 水加熱用投込みヒーター A型銅ｼｰｽﾀｲﾌﾟ / AWA1510 №17（11.3.25）

№9（10.2.2）

№9（10.2.2）

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 №38（14.3.25）

160 12-4302-30 水加熱用投込みﾋｰﾀｰBWA-1110 №9（10.2.2）

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 №38（14.3.25）

水加熱用投込みﾋｰﾀｰBWA型/●電源電線：ｷｬｯﾌﾟﾀｲﾔ･･･ №9（10.2.2）

/●温度ｺﾝﾄﾛｰﾗｰは･・・・ №9（10.2.2）

価格改定： ¥17,200 ⇒ ¥17,300

価格改定： ¥8,300 ⇒ ¥8,400

価格改定： ¥14,300 ⇒ ¥14,500

価格改定： ¥20,900 ⇒ ¥21,300

電源電線変更： プラグなし ⇒ 差し込みプラグ付
価格改定： ￥11,500 ⇒ ￥13,000

価格改定：

型番訂正:BWA-1110⇒1111

160 12-4302-20 水加熱用投込みﾋｰﾀｰBWA-1105/●温度ｺﾝﾄﾛｰﾗｰは･・・・

表記訂正： DG2/GD2P型 ⇒ DG2N型
表記削除： ロバートショウサーモスタット

型番訂正:BWA-1105⇒1106

160 12-4302-30～37

ﾌﾟﾗｸﾞなし⇒ﾌﾟﾗｸﾞなし（但し、BWA‐1111のみ接地2P付き）

表記訂正： DG2/DG2P/DG3P型 ⇒ DG2N型
表記削除： ロバートショウサーモスタット

価格改定： ¥21,800

価格改定： ¥7,600 ⇒ ¥7,700

表記訂正： DG2/GD2P型 ⇒ DG2N型

¥19,300

寸法図変更⇒
（B,C,D部）

写真のA寸法範囲訂正：
Aの範囲はｺﾞﾑﾓｰﾙﾄﾞ部の80mm は含みません。

⇒

2011/4/1 より価格改定： ￥8,800 ⇒ ￥9,700

¥13,000 ⇒

型番訂正:SWB-1110⇒1111

¥15,600

ﾌﾟﾗｸﾞなし⇒ﾌﾟﾗｸﾞなし（但し、SWB‐1111のみ接地2P付き）
表記訂正： DG2/DG2P/DG3P型 ⇒ DG2N型
表記削除： ロバートショウサーモスタット

/ 温度ｺﾝﾄﾛｰﾗｰは･・・・ №9（10.2.2）

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 №38（14.3.25）

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 №38（14.3.25）

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 №38（14.3.25）

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 №38（14.3.25）

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 №38（14.3.25）

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 №38（14.3.25）

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 №38（14.3.25）

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 №38（14.3.25）

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 №38（14.3.25）

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 №38（14.3.25）

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 №38（14.3.25）

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 №38（14.3.25）

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 №38（14.3.25）

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 №38（14.3.25）

161 12-4301-01～02 水加熱/タンク用ヒーター BCP型 №9（10.2.2）

161 12-4301-01 水加熱/寸胴タンク用ヒーター BCP3110 №38（14.3.25）

161 12-4301-02 水加熱/寸胴タンク用ヒーター BCP3112 №38（14.3.25）

161 12-4301-08 水加熱/ペール用ヒーター BCP1110 №38（14.3.25）

161 12-4301-12 水加熱/ペール用ヒーター BCP1150 №38（14.3.25）

161 12-4304-10～18 水加熱用温調付投込みヒーター №38（14.3.25）

162 12-4301-05 水加熱用バケツヒーター YLB1104 №38（14.3.25）

162 12-4301-06 水加熱用バケツヒーター YLB1105 №38（14.3.25）

162 12-4301-07 水加熱用バケツヒーター YLB1110 №38（14.3.25）

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 №38（14.3.25）

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 №38（14.3.25）

162
12‐4302‐40～42
12‐4303‐40～42

油加熱用投込みﾋｰﾀｰSAA型/●温度ｺﾝﾄﾛｰﾗｰは･・
油加熱用投込みﾋｰﾀｰBAB型

№9（10.2.2）

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 №38（14.3.25）

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 №38（14.3.25）

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 №38（14.3.25）

価格改定： ¥18,800 ⇒ ¥19,600
価格改定： ¥24,200 ⇒ ¥25,200

取扱中止

価格改定： ¥17,900 ⇒ ¥18,600

表記訂正： DG2/DG2P型 ⇒ DG2N型

価格改定： ¥11,900 ⇒ ¥12,300
取扱中止

価格改定： ¥9,700 ⇒ ¥10,000
価格改定： ¥10,000 ⇒ ¥10,500

価格改定： ¥55,500 ⇒ ¥57,400
取扱中止

価格改定： ¥35,100 ⇒ ¥36,400
価格改定： ¥51,100 ⇒ ¥53,000

価格改定： ¥46,900 ⇒ ¥48,500

価格改定： ¥34,700 ⇒ ¥36,000

価格改定： ¥23,800 ⇒ ¥24,600
価格改定： ¥36,300 ⇒ ¥37,600

価格改定： ¥36,000 ⇒ ¥37,200
価格改定： ¥21,600 ⇒ ¥22,400

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

価格改定： ¥26,800 ⇒ ¥27,850
価格改定： ¥32,800 ⇒ ¥33,950

価格改定： ¥15,200 ⇒ ¥15,250
価格改定： ¥18,700 ⇒ ¥19,350

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

価格改定： ¥17,400 ⇒ ¥17,800

表記削除： ロバートショウサーモスタット

品名訂正:水加熱/寸胴タンク用ヒーター
仕様追記/端子ﾎﾞｯｸｽ:ポリエステル樹脂

162 12-4303-40～42 油加熱用投込みヒーター BAB型 №9（10.2.2）

162 12-4303-40 油加熱用投込みヒーター BAB型 №9（10.2.2）型番訂正:BAB-1105⇒1106

◆100V用[ｽﾃﾝﾚｽｼｰｽﾀｲﾌﾟ]⇒100V/単相200V[鉄ｼｰｽﾀｲﾌﾟ]
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頁 製品コード 品 名 ・ 型 番 №（発行日）

■テラオカ総合カタログ№1000 改正表№1-No.41

変 更 箇 所

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 / BAB-1106 №14（10.8.20）

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 №38（14.3.25）

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 / BAB-1110 №14（10.8.20）

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 №38（14.3.25）

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 №38（14.3.25）

163 12-4331-30～33 水加熱用取付ヒーター U2型銅シース №9（10.2.2）

163 12-4331-30～35 水加熱用取付ヒーター U2型銅シース №38（14.3.25）

163 12-4331-50～54 水加熱用取付ヒーター L2型銅シース №38（14.3.25）

163 12-4332-10～35 水加熱用プラグヒーター №38（14.3.25）

164 12-4314-10 シリコンベルトヒーター（100V用）50W 1000mm №19（11.7.25）

164 12-4314-11 シリコンベルトヒーター（100V用）50W 2000mm №19（11.7.25）

164 12-4314-13 シリコンベルトヒーター（100V用）100W 1000mm №19（11.7.25）

164 12-4315-11 シリコンコードヒーター 100V 30W №38（14.3.25）

164 12-4315-12 シリコンコードヒーター 100V 50W №19（11.7.25）

164 12-4315-13 シリコンコードヒーター 100V 100W №19（11.7.25）

164 12-4315-14 シリコンコードヒーター 100V 110W №19（11.7.25）

164 12-4315-16 シリコンコードヒーター 100V 150W №19（11.7.25）

164 12-4315-19 シリコンコードヒーター 100V 300W №19（11.7.25）

164 12-4315-30 シリコンコードヒーター 200V 220W №19（11.7.25）

164 12-4319-01～27 シリコンラバーヒーター[100V用] №9（10.2.2）

164 12-4319-01 シリコンラバーヒーター（100V） 25×50 / SBH2012 №38（14.3.25）

164 12-4319-02 シリコンラバーヒーター（100V） 25×100 / SBH2113 №38（14.3.25）

164 12-4319-03 シリコンラバーヒーター（100V） 25×150 / SBH2114

価格改定： ¥7,900 ⇒ ¥7,450
価格改定： ¥8,000 ⇒ ¥7,600

⇒ ¥6,400

価格改定： ¥7,900 ⇒ ¥7,400

¥6,100

価格改定： ¥27,200 ⇒ ¥28,100

取扱中止

取扱中止
取扱中止

表記変更：寸法D/M12・P=1ｘ11mm⇒M12×11 P1

価格改定： ¥18,700 ⇒ ¥19,400

価格改定： ¥24,700 ⇒ ¥25,500

価格改定： ¥5,800 ⇒ ¥7,000

価格改定： ¥4,600 ⇒ ¥4,800

価格改定： ¥5,800 ⇒

価格改定： ¥3,200 ⇒ ¥3,300

価格改定： ¥3,400 ⇒ ¥3,600

¥6,400

¥3,000

価格改定： ¥6,100

⇒ ¥3,100

価格改定： ¥2,100 ⇒ ¥2,200

¥6,100

価格改定： ¥4,000 ⇒

価格改定：

¥4,200

価格改定： ⇒

廃番で代替品⇒ BAB-1111
電源プラグ： 接地2P付

電源プラグ変更： プラグなし ⇒ 2P付

●『上下２枚の･････されています』⇒ガラスクロスで補強
したシリコーンゴムで発熱体を絶縁保護したものです。

●『シリコーンラバーヒーター････お使いいただけます』⇒
発熱体はﾆｯｹﾙｸﾛﾑ系金属発熱線を使用しています。

■仕様 ●リード線:ｼﾘｺｰﾝｺﾞﾑ････編組電線300mm⇒編
組電線（Ni導線）300mm 仕様追記/●容量密度････

0.6W/ｃｍ
2

（容量20W以下は0.8W/ｃｍ
2
）

164 12-4319-03 シリコンラバーヒーター（100V） 25×150 / SBH2114 №38（14.3.25）

164 12-4319-04 シリコンラバーヒーター（100V） 25×200 / SBH2115 №38（14.3.25）

164 12-4319-05 シリコンラバーヒーター（100V） 25×250 / SBH2116 №38（14.3.25）

164 12-4319-06 シリコンラバーヒーター（100V） 25×300 / SBH2117 №38（14.3.25）

164 12-4319-07 シリコンラバーヒーター（100V） 50×50 / SBH2122 №38（14.3.25）

164 12-4319-08 シリコンラバーヒーター（100V） 50×100 / SBH2123 №38（14.3.25）

164 12-4319-09 シリコンラバーヒーター（100V） 50×150 / SBH2124 №38（14.3.25）

164 12-4319-10 シリコンラバーヒーター（100V） 50×200 / SBH2125 №38（14.3.25）

164 12-4319-11 シリコンラバーヒーター（100V） 50×250 / SBH2126 №38（14.3.25）

164 12-4319-12 シリコンラバーヒーター（100V） 50×300 / SBH2127 №38（14.3.25）

164 12-4319-13 シリコンラバーヒーター（100V） 100×100 / SBH2133 №38（14.3.25）

164 12-4319-14 シリコンラバーヒーター（100V） 100×150 / SBH2134 №38（14.3.25）

164 12-4319-15 シリコンラバーヒーター（100V） 100×200 / SBH2135 №38（14.3.25）

164 12-4319-16 シリコンラバーヒーター（100V） 100×250 / SBH2136 №38（14.3.25）

164 12-4319-17 シリコンラバーヒーター（100V） 100×300 / SBH2137 №38（14.3.25）

164 12-4319-18 シリコンラバーヒーター（100V） 150×150 / SBH2144 №38（14.3.25）

164 12-4319-19 シリコンラバーヒーター（100V） 150×200 / SBH2145 №38（14.3.25）

164 12-4319-20 シリコンラバーヒーター（100V） 150×250 / SBH2146 №38（14.3.25）

164 12-4319-21 シリコンラバーヒーター（100V） 150×300 / SBH2147 №38（14.3.25）

164 12-4319-22 シリコンラバーヒーター（100V） 200×200 / SBH2155 №38（14.3.25）

164 12-4319-23 シリコンラバーヒーター（100V） 200×250 / SBH2156 №38（14.3.25）

164 12-4319-24 シリコンラバーヒーター（100V） 200×300 / SBH2157 №38（14.3.25）

164 12-4319-25 シリコンラバーヒーター（100V） 250×250 / SBH2166 №38（14.3.25）

164 12-4319-26 シリコンラバーヒーター（100V） 250×300 / SBH2167 №38（14.3.25）

164 12-4319-27 シリコンラバーヒーター（100V） 300×300 / SBH2177 №38（14.3.25）

164 12-4319-13 ｼﾘｺﾝﾗﾊﾞｰﾋｰﾀｰ 100V 100×100mm（60W） / SBH2133 №17（11.3.25）

164 12-4319-14 ｼﾘｺﾝﾗﾊﾞｰﾋｰﾀｰ 100V 100×150mm（90W） / SBH2134 №17（11.3.25）

164 12-4319-15 ｼﾘｺﾝﾗﾊﾞｰﾋｰﾀｰ 100V 100×200mm（120W） / SBH2135 №17（11.3.25）

164 12-4319-16 ｼﾘｺﾝﾗﾊﾞｰﾋｰﾀｰ 100V 100×250mm（150W） / SBH2136 №17（11.3.25）

164 12-4319-17 ｼﾘｺﾝﾗﾊﾞｰﾋｰﾀｰ 100V 100×300mm（180W） / SBH2137 №17（11.3.25）

164 12-4319-18 ｼﾘｺﾝﾗﾊﾞｰﾋｰﾀｰ 100V 150×150mm（140W） / SBH2144 №17（11.3.25）

164 12-4319-19 ｼﾘｺﾝﾗﾊﾞｰﾋｰﾀｰ 100V 150×200mm（180W） / SBH2145 №17（11.3.25）

価格改定： ¥16,600 ⇒ ¥15,700
価格改定： ¥21,100 ⇒ ¥19,950

価格改定： ¥14,600 ⇒ ¥13,850
価格改定： ¥15,200 ⇒ ¥14,350

価格改定： ¥12,200 ⇒ ¥11,500
価格改定： ¥13,500 ⇒ ¥12,700

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： ¥9,300 ⇒ ¥8,800
価格改定： ¥9,700 ⇒ ¥9,200

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

価格改定： ¥8,600 ⇒ ¥8,050
価格改定： ¥9,100 ⇒ ¥8,650

価格改定： ¥8,100 ⇒ ¥7,650
価格改定： ¥8,300 ⇒ ¥7,850

価格改定： ¥8,300 ⇒ ¥7,850
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： ¥8,000 ⇒ ¥7,600

2011/4/1 より価格改定： ￥9,500 ⇒ ￥10,300

2011/4/1 より価格改定： ￥10,500 ⇒ ￥11,400

2011/4/1 より価格改定： ￥7,800 ⇒ ￥8,500

2011/4/1 より価格改定： ￥8,600 ⇒ ￥9,300

2011/4/1 より価格改定： ￥9,000 ⇒ ￥9,700

2011/4/1 より価格改定： ￥9,700 ⇒ ￥10,500

2011/4/1 より価格改定： ￥10,500 ⇒ ￥11,400

164 12-4319-19 ｼﾘｺﾝﾗﾊﾞｰﾋｰﾀｰ 100V 150×200mm（180W） / SBH2145 №17（11.3.25）

164 12-4319-20 ｼﾘｺﾝﾗﾊﾞｰﾋｰﾀｰ 100V 150×250mm（230W） / SBH2146 №17（11.3.25）

164 12-4319-21 ｼﾘｺﾝﾗﾊﾞｰﾋｰﾀｰ 100V 150×300mm（270W） / SBH2147 №17（11.3.25）

2011/4/1 より価格改定： ￥10,500 ⇒ ￥11,400

2011/4/1 より価格改定： ￥11,000 ⇒ ￥12,000

2011/4/1 より価格改定： ￥11,900 ⇒ ￥10,900
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頁 製品コード 品 名 ・ 型 番 №（発行日）

■テラオカ総合カタログ№1000 改正表№1-No.41

変 更 箇 所

164 12-4319-22 ｼﾘｺﾝﾗﾊﾞｰﾋｰﾀｰ 100V 200×200mm（240W） / SBH2155 №17（11.3.25）

164 12-4319-23 ｼﾘｺﾝﾗﾊﾞｰﾋｰﾀｰ 100V 200×250mm（300W） / SBH2156 №17（11.3.25）

164 12-4319-24 ｼﾘｺﾝﾗﾊﾞｰﾋｰﾀｰ 100V 200×300mm（360W） / SBH2157 №17（11.3.25）

164 12-4319-25 ｼﾘｺﾝﾗﾊﾞｰﾋｰﾀｰ 100V 250×250mm（380W） / SBH2166 №17（11.3.25）

164 12-4319-26 ｼﾘｺﾝﾗﾊﾞｰﾋｰﾀｰ 100V 250×300mm（450W） / SBH2167 №17（11.3.25）

164 12-4319-27 ｼﾘｺﾝﾗﾊﾞｰﾋｰﾀｰ 100V 300×300mm（540W） / SBH2177 №17（11.3.25）

165 12-4322-04 C型リボンヒーター C10-3510 №18（11.5.20）

165 12-4322-05 C型リボンヒーター C10-4010 №18（11.5.20）

166 12-4324-13 C型リボンヒーター C20-5015 №18（11.5.20）

166 12-4324-25 C型リボンヒーター C20-3530 №18（11.5.20）

167 12-4326-10 C型リボンヒーター C40-5015 №18（11.5.20）

169 12-4321-10～46 パイプ用ヒーター（マジックテープ仕様） №20（11.9.26）

169 12-4321-60 ドラム缶用ヒーター DR-1 №19（11.7.25）

169 12-4321-61 ペール缶用ヒーター DR-2 №19（11.7.25）

169 12-4321-62 一斗缶用ヒーター DR-3 №19（11.7.25）

170 12-0101-60～62 マグネットスターラー C-mag №28（12.12.25）

170 12-0101-60 マグネットスターラーC-mag MS-4 №19（11.7.25）

170 12-0101-60 マグネットスターラー C-mag MS-4 №36（14.1.28）

170 12-0101-61 マグネットスターラーC-mag MS-7 №19（11.7.25）

170 12-0101-61 マグネットスターラー C-mag MS-7 №36（14.1.28）

170 12-0101-62 マグネットスターラーC-mag MS-10 №19（11.7.25）

170 12-0101-62 マグネットスターラー C-mag MS-10 №36（14.1.28）

171 12-0110-10 マグネチックスターラー SW-100N №11（10.4.15）

171 12-0110-10 マグネチックスターラー SW-100N №33（13.8.26）

171 12-0110-30 マグネチックスターラー SW-501J №11（10.4.15）

171 12-0110-30 マグネチックスターラー SW-501J №33（13.8.26）

171 12-0110-40 マグネチックスターラー SW-502J №11（10.4.15）

価格改定： ¥33,000 ⇒ ¥38,000

価格改定： ￥134,000 ⇒ ￥145,000
寸法変更： 230×900mm ⇒ 250×900mm

天板寸法訂正： 120×120 ⇒ 100×100

天板寸法訂正： 200×200 ⇒ 180×180

¥30,000 ⇒ ¥35,000価格改定：

¥57,000

寸法変更： 外形寸法 D220mm ⇒ D200mm

追記⇒ ●付属品： 40mm回転子×1

2013/10/1 より表記変更： ⇒

価格改定： ¥48,000 ⇒

追記⇒ ●付属品： 30mm回転子×1

2013/10/1 より表記変更： ⇒

天板寸法訂正： 280×280 ⇒ 260×260

⇒

⇒

¥112,500

表記変更： ⇒

表記変更： ●MAX:500℃ ⇒ ●MAX:450℃

価格改定： ¥12,500 ¥13,300

寸法変更： 230×1780mm ⇒ 250×1780mm

価格改定：

価格改定： ¥5,600

2011/4/1 より価格改定： ￥13,500 ⇒ ￥14,600

2011/4/1 より価格改定： ￥14,000 ⇒ ￥15,200

2011/4/1 より価格改定： ￥15,300 ⇒ ￥16,600

¥5,700

⇒

⇒ ¥115,000

価格改定： ¥13,600

¥11,500 ⇒ ¥12,600価格改定：

¥14,000

価格改定： ¥5,600 ⇒ ¥5,700

2011/4/1 より価格改定： ￥19,500 ⇒ ￥21,100

2011/4/1 より価格改定： ￥11,300 ⇒ ￥12,200

2011/4/1 より価格改定： ￥12,500 ⇒ ￥13,500

03005 04005

03005 03505

03005 03505

171 12-0110-40 マグネチックスターラー SW-502J №11（10.4.15）

171 12-0110-40 マグネチックスターラー SW-502J №33（13.8.26）

171 12-0110-72 マグネチックスターラー SW-RS777D №33（13.8.26）

172 12-0110-03 マグネチックスターラー SW-030 №11（10.4.15）

172 12-0110-03 マグネチックスターラー SW-030 №33（13.8.26）

172 12-0110-04 マグネチックスターラー SW-G1000 №11（10.4.15）

172 12-0110-04 マグネチックスターラー SW-G1000 №33（13.8.26）

172 12-0110-04 マグネチックスターラー SW-G1000 №39（14.4.25）

172 12-0110-70 マグネチックスターラー SW-R700 №33（13.8.26）

172 12-0110-71 マグネチックスターラー SW-R700ND №33（13.8.26）

175 12-0110-01 ミニマグネチックスターラー SW-M60 №11（10.4.15）

175 12-0110-01 ミニマグネチックスターラー SW-M60 №33（13.8.26）

175 12-0110-02 ミニマグネチックスターラー SW-M120 №11（10.4.15）

175 12-0110-02 ミニマグネチックスターラー SW-M120 №33（13.8.26）

175 12-0110-25 マグネチックスターラー SW-400N-1 №11（10.4.15）

175 12-0110-25 マグネチックスターラー SW-400N-1 №33（13.8.26）

175 12-0110-60 マグネチックスターラー SW-600N-1 №11（10.4.15）

175 12-0110-60 マグネチックスターラー SW-600N-1 №33（13.8.26）

176 12-0110-05 ミニスターラー SW-M01 №11（10.4.15）

176 12-0110-05 ミニスターラー SW-M01 №33（13.8.26）

176 12-0110-41 マグネチックスターラー SW-502SC №33（13.8.26）

176 12-0110-75 マグネチックスターラー SW-R800 №11（10.4.15）

176 12-0110-75 マグネチックスターラー SW-R800 №27（12.11.26）

176 12-0110-75 マグネチックスターラー SW-R800 №33（13.8.26）

176 12-6290-30 オイルバス NWB-240 №33（13.8.26）

追記⇒ ●付属品： 4A撹拌子×1、ｽﾀﾝﾄﾞ棒φ10×400mm

2013/10/1 より表記変更： ⇒

2013/10/1 より表記変更： ⇒

2013/10/1 より表記変更： ⇒

2013/10/1 より表記変更： ⇒

2013/10/1 より表記変更： ⇒

2013/10/1 より表記変更： ⇒

追記⇒ ●付属品： 30mm回転子×4

追記⇒ ●付属品： 25mm回転子×12

価格改定： ¥67,000

2013/10/1 より表記変更： ⇒

2013/10/1 より表記変更： ⇒

追記⇒ ●付属品： 40mm回転子×1

2013/10/1 より表記変更： ⇒

外形寸法変更： W195×D200×H150mm
⇒ W195×D238×H173mm

付属品追記⇒ 20mm回転子×1

外形寸法： W412xD370xH163 ⇒ W408xD370xH164
撹拌台寸法： W348 ⇒ W350

仕様変更： 電源 2A ⇒ 1A
追記⇒ ●付属品： 30mm回転子×6

追記⇒ ●付属品： 30mm回転子×6

2013/10/1 より表記変更： ⇒

2013/10/1 より表記変更： ⇒

2013/10/1 より表記変更： ⇒

2013/10/1 より表記変更： ⇒

2013/10/1 より表記変更： ⇒

⇒ ¥77,000

追記⇒ ●付属品： 30mm,40mm回転子×各1

03005 03505

03005 03505

03005 03505

03005 03505

03005 03505

03005 03505

03005 03505

03005 03505

03005 03505

03005 03505

03005 03505

03005 03505

03005 03505

03005 03505

177 12-0150-10 ホットプレートスターラー SW-150HS №11（10.4.15）

177 12-0150-10 ホットプレートスターラー SW-150HS №19（11.7.25）熱板温度変更： Max.250℃ ⇒ Max.200℃

寸法変更： 外形寸法 D200mm ⇒ D202mm
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177 12-0150-10 ホットプレートスターラー SW-150HS №33（13.8.26）

177 12-0150-11 ホットプレートスターラー SW-17HSD №11（10.4.15）

177 12-0150-11 ホットプレートスターラー SW-17HSD №33（13.8.26）

177 12-0150-12 ホットプレートスターラー SW-600H №11（10.4.15）

177 12-0150-12 ホットプレートスターラー SW-600H №33（13.8.26）

177 12-0150-13 ホットプレートスターラー SW-20HS №11（10.4.15）

177 12-0150-13 ホットプレートスターラー SW-20HS №33（13.8.26）

178 12-1502-10 スーパーノーバーホットプレート HP131724 №24（12.5.25）

178 12-1502-12,13 スーパーノーバースターラー №22（12.2.24）

178 12-1502-13 スーパーノーバースターラー S133934 №24（12.5.25）

178 12-1502-14 スーパーノーバーホットスターラー SP131824 №24（12.5.25）

179 12-0110-06～08 シマレックスターラー №22（12.2.24）

179 12-0110-06 シマレック™スターラー S130814 №24（12.5.25）

179 12-0110-07 シマレックスターラー/HP131124 №2（09.3.20）

179 12-0110-07 シマレック™スターラー S131124 №24（12.5.25）

179 12-0110-08 シマレックスターラー/HP131434 №2（09.3.20）

179 12-0110-08 シマレック™スターラー S131434 №24（12.5.25）

179 12-0150-60 シマレック™ホットスターラー SP131014 №24（12.5.25）

179 12-0150-61 シマレック™ホットスターラー SP131324 №24（12.5.25）

179 12-0150-62 シマレック™ホットスターラー SP131634 №24（12.5.25）

179 12-4365-80 シマレック™ホットプレート HP130914 №24（12.5.25）

179 12-4365-81 シマレック™ホットプレート HP131224 №24（12.5.25）

179 12-4365-82 シマレック™ホットプレート HP131534 №24（12.5.25）

180 12-0150-20 デジタルホットプレート PC-400D №39（14.4.25）

180 12-0150-21 デジタルホットプレート PC-600D №39（14.4.25）

180 12-0150-22 デジタルスターラー PC-410D №39（14.4.25）

2013/10/1 より表記変更： ⇒

2012/7/1 より価格改定： ￥77,000 ⇒ ￥82,000

2012/7/1 より価格改定： ￥162,000 ⇒ ￥165,000

2012/7/1 より価格改定： ￥53,000 ⇒ ￥57,000

2012/7/1 より価格改定： ￥48,000 ⇒ ￥55,000

廃番

追記⇒ ●付属品： 40mm回転子×1

追記⇒ ●付属品： 30mm回転子×6

表記削除： ●安全な操作・・・警報システム。

追記⇒ ●付属品： 温度ｾﾝｻｰ、ムッフ×1、
温度ｾﾝｻｰ取付ﾎﾟｰﾙ、30mm回転子×1

型番訂正⇒S131124

表記削除： ●1個のノブで・・・制御できます。
●長さ15cmの・・・検知が可能です。

2013/10/1 より表記変更： ⇒

2012/7/1 より価格改定： ￥56,000 ⇒ ￥61,000

2012/7/1 より価格改定： ￥44,000 ⇒ ￥49,000

2012/7/1 より価格改定： ￥76,000 ⇒ ￥79,500

2013/10/1 より表記変更： ⇒

型番訂正⇒S131434

2012/7/1 より価格改定： ￥82,000 ⇒ ￥89,000

2012/7/1 より価格改定： ￥86,000 ⇒ ￥89,000

2012/7/1 より価格改定： ￥112,000 ⇒ ￥121,000

¥39,000 ⇒ ¥39,800

2012/7/1 より価格改定： ￥135,000 ⇒ ￥138,000

2013/10/1 より表記変更： ⇒

価格改定： ¥66,000 ⇒ ¥67,400
価格改定：

価格改定： ¥43,000 ⇒ ¥43,900

03005 03505

03005 03505

03005 03505

03005 03505

180 12-0150-22 デジタルスターラー PC-410D №39（14.4.25）

180 12-0150-23 デジタルスターラー PC-610D №39（14.4.25）

180 12-0150-24 デジタルホットプレートスターラー PC-420D №39（14.4.25）

180 12-0150-25 デジタルホットプレートスターラー PC-620D №39（14.4.25）

181 12-4365-50 フェイマスホットプレート HPA-1914B №24（12.5.25）

181 12-4365-51 防爆型ホットプレート HP-11514B №24（12.5.25）

181 12-4365-51 防爆型ホットプレート HP-11514B №27（12.11.26）

181 12-4365-52 大型防爆ホットプレート SP87324 №24（12.5.25）

182 12-0230-01 テフロン®HP回転子オクタゴン型 CMH513S №13（10.6.15）

182 12-0230-02 テフロン®HP回転子オクタゴン型 CMH513 №13（10.6.15）

182 12-0230-03 テフロン®HP回転子オクタゴン型 CMH515 №13（10.6.15）

182 12-0230-04 テフロン®HP回転子オクタゴン型 CMH525 №13（10.6.15）

182 12-0230-05 テフロン®HP回転子オクタゴン型 CMH538 №13（10.6.15）

182 12-0230-06 テフロン®HP回転子オクタゴン型 CMH551 №13（10.6.15）

182 12-0230-07 テフロン®HP回転子オクタゴン型 CMH564 №13（10.6.15）

182 12-0231-01 テフロン®HP回転子テーパー型 / CMH2910 №10（10.3.17）

182 12-0231-01 テフロン®HP回転子テーパー型 CMH2910 №13（10.6.15）

182 12-0231-02 テフロン®HP回転子テーパー型 / CMH2915 №10（10.3.17）

182 12-0231-02 テフロン®HP回転子テーパー型 CMH2915 №13（10.6.15）

182 12-0231-03 テフロン®HP回転子テーパー型 / CMH2925 №10（10.3.17）

182 12-0231-03 テフロン®HP回転子テーパー型 CMH2925 №13（10.6.15）

182 12-0231-04 テフロン®HP回転子テーパー型 / CMH2930 №10（10.3.17）

182 12-0231-04 テフロン®HP回転子テーパー型 CMH2930 №13（10.6.15）

182 12-0231-05 テフロン®HP回転子テーパー型 / CMH2940 №10（10.3.17）

182 12-0231-05 テフロン®HP回転子テーパー型 CMH2940 №13（10.6.15）

182 12-0231-06 テフロン®HP回転子テーパー型 / CMH2950 №10（10.3.17）

182 12-0231-06 テフロン®HP回転子テーパー型 CMH2950 №13（10.6.15）

182 12-0231-07 テフロン®HP回転子テーパー型 / CMH2960 №10（10.3.17）

182 12-0231-07 テフロン®HP回転子テーパー型 CMH2960 №13（10.6.15）

182 12-0232-01 テフロン®HP回転子シリンダー型 CMH1108 №13（10.6.15）

2010/7/1 より価格改定： ￥550 ⇒ ￥440

表記変更： ※コード及びプラグは別売となります。
⇒ ※コード及びプラグは付属しておりません。

2012/7/1 より価格改定： ￥43,100 ⇒ ￥49,000

2012/7/1 より価格改定： ￥163,800 ⇒ ￥179,000

2012/7/1 より価格改定： ￥495,000 ⇒ ￥540,000

2010/7/1 より価格改定： ￥550 ⇒ ￥460

2010/7/1 より価格改定： ￥650 ⇒ ￥560

2010/7/1 より価格改定： ￥1,000 ⇒ ￥860

寸法訂正： [直径×全長] 4.5×12 ⇒ 5×15

2010/7/1 より価格改定： ￥700 ⇒ ￥600

2010/7/1 より価格改定： ￥600 ⇒ ￥500

2010/7/1 より価格改定： ￥750 ⇒ ￥640

寸法訂正： [直径×全長] 8×40 ⇒ 8×50

2010/7/1 より価格改定： ￥800 ⇒ ￥660

寸法訂正： [直径×全長] 6×30 ⇒ 8×40

2010/7/1 より価格改定： ￥900 ⇒ ￥760

2010/7/1 より価格改定： ￥500 ⇒ ￥460

2010/7/1 より価格改定： ￥700 ⇒ ￥600

寸法訂正： [直径×全長] 6×25 ⇒ 8×30

寸法訂正： [直径×全長] 3×8 ⇒ 4×10

2010/7/1 より価格改定： ￥900 ⇒ ￥760

寸法訂正： [直径×全長] 6×20 ⇒ 8×25

2010/7/1 より価格改定： ￥500 ⇒ ￥400

2010/7/1 より価格改定： ￥500 ⇒ ￥400

2010/7/1 より価格改定： ￥400 ⇒ ￥340

寸法訂正： [直径×全長] 8×50 ⇒ 8×60

価格改定： ¥43,000 ⇒ ¥43,900
価格改定： ¥72,000 ⇒ ¥73,500
価格改定： ¥58,000 ⇒ ¥59,200
価格改定： ¥91,000 ⇒ ¥92,900

182 12-0232-01 テフロン®HP回転子シリンダー型 CMH1108 №13（10.6.15）

182 12-0232-02 テフロン®HP回転子シリンダー型 CMH1112 №13（10.6.15）

182・189 12-0232-03 テフロン®HP回転子シリンダー型 CMH1120 №13（10.6.15）

2010/7/1 より価格改定： ￥400 ⇒ ￥340

2010/7/1 より価格改定： ￥500 ⇒ ￥400

2010/7/1 より価格改定： ￥550 ⇒ ￥460
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182 12-0232-04 テフロン®HP回転子シリンダー型 CMH1125 №13（10.6.15）

182・189 12-0232-05 テフロン®HP回転子シリンダー型 CMH1130 №13（10.6.15）

182・189 12-0232-06 テフロン®HP回転子シリンダー型 CMH1140 №13（10.6.15）

182・189 12-0232-07 テフロン®HP回転子シリンダー型 CMH1150 №13（10.6.15）

182 12-0232-08 テフロン®HP回転子シリンダー型 CMH1160 №13（10.6.15）

183 12-0203-01 テフロン®HP回転子トライアングル型 CMH1412 №13（10.6.15）

183 12-0203-02 テフロン®HP回転子トライアングル型 CMH1425 №13（10.6.15）

183 12-0203-03 テフロン®HP回転子トライアングル型 CMH1440 №13（10.6.15）

183 12-0203-04 テフロン®HP回転子トライアングル型 CMH1450 №13（10.6.15）

183 12-0205-10 テフロン®回転子ダブルエンド型 CMA335 №13（10.6.15）

183 12-0205-11 テフロン®回転子ダブルエンド型 CMA355 №13（10.6.15）

183 12-0216-01 テフロン®HP回転子オーバル型 CMH1610 №13（10.6.15）

183 12-0216-02 テフロン®HP回転子オーバル型 CMH1615 №13（10.6.15）

183 12-0216-03 テフロン®HP回転子オーバル型 CMH1620 №13（10.6.15）

183 12-0216-04 テフロン®HP回転子オーバル型 CMH1625 №13（10.6.15）

183 12-0216-05 テフロン®HP回転子オーバル型 CMH1635 №13（10.6.15）

183 12-0216-06 テフロン®HP回転子オーバル型 CMH1640 №13（10.6.15）

183 12-0216-07 テフロン®HP回転子オーバル型 CMH1650 №13（10.6.15）

183 12-0216-08 テフロン®HP回転子オーバル型 CMH1664 №13（10.6.15）

183 12-0233-20 テフロン®HP回転子楕円型 CMH2610 №13（10.6.15）

183 12-0233-21 テフロン®HP回転子楕円型 CMH2615 №13（10.6.15）

183 12-0233-22 テフロン®HP回転子楕円型 CMH2625 №13（10.6.15）

183 12-0233-23 テフロン®HP回転子楕円型 CMH2650 №13（10.6.15）

183 12-0233-24 テフロン®HP回転子楕円型 CMH2670 №13（10.6.15）

184 12-0201-10 テフロン®回転子カラーマイクロ型（5個入） CM805W №13（10.6.15）

184 12-0201-11 テフロン®回転子カラーマイクロ型（5個入） CM807W №13（10.6.15）

184 12-0201-12 テフロン®回転子カラーマイクロ型（5個入） CM808W №13（10.6.15）

184 12-0201-13 テフロン®回転子カラーマイクロ型（5個入） CM810W №13（10.6.15）

2010/7/1 より価格改定： ￥600 ⇒ ￥500

2010/7/1 より価格改定： ￥400 ⇒ ￥300

2010/7/1 より価格改定： ￥800 ⇒ ￥700

2010/7/1 より価格改定： ￥600 ⇒ ￥540

2010/7/1 より価格改定： ￥1,900 ⇒ ￥1,600

2010/7/1 より価格改定： ￥800 ⇒ ￥700

2010/7/1 より価格改定： ￥900 ⇒ ￥740

2010/7/1 より価格改定： ￥1,200 ⇒ ￥900

2010/7/1 より価格改定： ￥1,100 ⇒ ￥900

2010/7/1 より価格改定： ￥600 ⇒ ￥460

2010/7/1 より価格改定： ￥650 ⇒ ￥560

2010/7/1 より価格改定： ￥1,100 ⇒ ￥900

2010/7/1 より価格改定： ￥1,500 ⇒ ￥1,300

2010/7/1 より価格改定： ￥1,800 ⇒ ￥1,500

2010/7/1 より価格改定： ￥750 ⇒ ￥600

2010/7/1 より価格改定： ￥1,000 ⇒ ￥860

2010/7/1 より価格改定： ￥1,200 ⇒ ￥1,000

2010/7/1 より価格改定： ￥400 ⇒ ￥340

2010/7/1 より価格改定： ￥900 ⇒ ￥800

2010/7/1 より価格改定： ￥1,200 ⇒ ￥900

2010/7/1 より価格改定： ￥450 ⇒ ￥400

2010/7/1 より価格改定： ￥750 ⇒ ￥600

2010/7/1 より価格改定： ￥1,000 ⇒ ￥800

2010/7/1 より価格改定： ￥1,000 ⇒ ￥860

2010/7/1 より価格改定： ￥2,500 ⇒ ￥2,000

2010/7/1 より価格改定： ￥5,400 ⇒ ￥4,400

2010/7/1 より価格改定： ￥1,200 ⇒ ￥1,100

2010/7/1 より価格改定： ￥1,100 ⇒ ￥800

184 12-0201-13

184 12-0201-14 テフロン®回転子カラーマイクロ型（5個入） CM813W №13（10.6.15）

184 12-0201-20 テフロン®回転子カラーマイクロ型（5個入） CM805R №13（10.6.15）

184 12-0201-21 テフロン®回転子カラーマイクロ型（5個入） CM807R №13（10.6.15）

184 12-0201-22 テフロン®回転子カラーマイクロ型（5個入） CM808R №13（10.6.15）

184 12-0201-23 テフロン®回転子カラーマイクロ型（5個入） CM810R №13（10.6.15）

184 12-0201-24 テフロン®回転子カラーマイクロ型（5個入） CM813R №13（10.6.15）

184 12-0201-30 テフロン®回転子カラーマイクロ型（5個入） CM805B №13（10.6.15）

184 12-0201-31 テフロン®回転子カラーマイクロ型（5個入） CM807B №13（10.6.15）

184 12-0201-32 テフロン®回転子カラーマイクロ型（5個入） CM808B №13（10.6.15）

184 12-0201-33 テフロン®回転子カラーマイクロ型（5個入） CM810B №13（10.6.15）

184 12-0201-34 テフロン®回転子カラーマイクロ型（5個入） CM813B №13（10.6.15）

184 12-0201-40 テフロン®回転子カラーマイクロ型（5個入） CM805Y №13（10.6.15）

184 12-0201-41 テフロン®回転子カラーマイクロ型（5個入） CM807Y №13（10.6.15）

184 12-0201-42 テフロン®回転子カラーマイクロ型（5個入） CM808Y №13（10.6.15）

184 12-0201-43 テフロン®回転子カラーマイクロ型（5個入） CM810Y №13（10.6.15）

184 12-0201-44 テフロン®回転子カラーマイクロ型（5個入） CM813Y №13（10.6.15）

184 12-0202-10 テフロン®回転子カラーオクタゴン型（5個入） CM513W №13（10.6.15）

184 12-0202-11 テフロン®回転子カラーオクタゴン型（5個入） CM515W №13（10.6.15）

184 12-0202-12 テフロン®回転子カラーオクタゴン型（5個入） CM522W №13（10.6.15）

184 12-0202-13 テフロン®回転子カラーオクタゴン型（5個入） CM525W №13（10.6.15）

184 12-0202-14 テフロン®回転子カラーオクタゴン型（5個入） CM538W №13（10.6.15）

184 12-0202-15 テフロン®回転子カラーオクタゴン型（5個入） CM551W №13（10.6.15）

184 12-0202-20 テフロン®回転子カラーオクタゴン型（5個入） CM513R №13（10.6.15）

184 12-0202-21 テフロン®回転子カラーオクタゴン型（5個入） CM515R №13（10.6.15）

184 12-0202-22 テフロン®回転子カラーオクタゴン型（5個入） CM522R №13（10.6.15）

184 12-0202-23 テフロン®回転子カラーオクタゴン型（5個入） CM525R №13（10.6.15）

184 12-0202-24 テフロン®回転子カラーオクタゴン型（5個入） CM538R №13（10.6.15）

184 12-0202-25 テフロン®回転子カラーオクタゴン型（5個入） CM551R №13（10.6.15）

184 12-0202-30 テフロン®回転子カラーオクタゴン型（5個入） CM513B №13（10.6.15）

184 12-0202-31 テフロン®回転子カラーオクタゴン型（5個入） CM515B №13（10.6.15）

2010/7/1 より価格改定： ￥1,400 ⇒ ￥1,100

2010/7/1 より価格改定： ￥1,400 ⇒ ￥1,100

2010/7/1 より価格改定： ￥1,300 ⇒ ￥1,000

2010/7/1 より価格改定： ￥1,400 ⇒ ￥1,100

2010/7/1 より価格改定： ￥1,400 ⇒ ￥1,100

2010/7/1 より価格改定： ￥2,600 ⇒ ￥2,200

2010/7/1 より価格改定： ￥2,000 ⇒ ￥1,700

2010/7/1 より価格改定： ￥1,200 ⇒ ￥1,000

2010/7/1 より価格改定： ￥1,400 ⇒ ￥1,300

2010/7/1 より価格改定： ￥1,400 ⇒ ￥1,100

2010/7/1 より価格改定： ￥1,400 ⇒ ￥1,100

2010/7/1 より価格改定： ￥1,000 ⇒ ￥900

2010/7/1 より価格改定： ￥1,400 ⇒ ￥1,100

2010/7/1 より価格改定： ￥1,400 ⇒ ￥1,300

2010/7/1 より価格改定： ￥1,300 ⇒ ￥1,000

2010/7/1 より価格改定： ￥1,300 ⇒ ￥1,100

2010/7/1 より価格改定： ￥1,400 ⇒ ￥1,200

2010/7/1 より価格改定： ￥1,500 ⇒ ￥1,300

2010/7/1 より価格改定： ￥1,400 ⇒ ￥1,100

2010/7/1 より価格改定： ￥1,400 ⇒ ￥1,300

2010/7/1 より価格改定： ￥1,300 ⇒ ￥1,000

2010/7/1 より価格改定： ￥1,400 ⇒ ￥1,100

2010/7/1 より価格改定： ￥1,200 ⇒ ￥1,000

2010/7/1 より価格改定： ￥1,100 ⇒ ￥1,000

2010/7/1 より価格改定： ￥1,200 ⇒ ￥1,060

2010/7/1 より価格改定： ￥1,300 ⇒ ￥1,100

2010/7/1 より価格改定： ￥1,600 ⇒ ￥1,400

2010/7/1 より価格改定： ￥2,200 ⇒ ￥1,900

2010/7/1 より価格改定： ￥1,200 ⇒ ￥1,000

2010/7/1 より価格改定： ￥1,300 ⇒ ￥1,100

184 12-0202-32 テフロン®回転子カラーオクタゴン型（5個入） CM522B №13（10.6.15）

184 12-0202-33 テフロン®回転子カラーオクタゴン型（5個入） CM525B №13（10.6.15）

2010/7/1 より価格改定： ￥1,400 ⇒ ￥1,200

2010/7/1 より価格改定： ￥1,500 ⇒ ￥1,300
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184 12-0202-34 テフロン®回転子カラーオクタゴン型（5個入） CM538B №13（10.6.15）

184 12-0202-35 テフロン®回転子カラーオクタゴン型（5個入） CM551B №13（10.6.15）

184 12-0202-40 テフロン®回転子カラーオクタゴン型（5個入） CM513Y №13（10.6.15）

184 12-0202-41 テフロン®回転子カラーオクタゴン型（5個入） CM515Y №13（10.6.15）

184 12-0202-42 テフロン®回転子カラーオクタゴン型（5個入） CM522Y №13（10.6.15）

184 12-0202-43 テフロン®回転子カラーオクタゴン型（5個入） CM525Y №13（10.6.15）

184 12-0202-44 テフロン®回転子カラーオクタゴン型（5個入） CM538Y №13（10.6.15）

184 12-0202-45 テフロン®回転子カラーオクタゴン型（5個入） CM551Y №13（10.6.15）

185 12-0203-10 テフロン®回転子トライアングル型 （4個入） / CM1412 №33（13.8.26）

185 12-0203-11 テフロン®回転子トライアングル型（4個入） CM1425 №13（10.6.15）

185 12-0203-12 テフロン®回転子トライアングル型（4個入） CM1435 №13（10.6.15）

185 12-0203-13 テフロン®回転子トライアングル型（4個入） CM1450 №13（10.6.15）

185 12-0204-10～13 テフロン®回転子リング付トライアングル型 №23（12.4.25）

185 12-0207-10 テフロン®回転子スクエアー型（4個入） CMS412 №13（10.6.15）

185 12-0207-11 テフロン®回転子スクエアー型（4個入） CMS425 №13（10.6.15）

185 12-0207-12 テフロン®回転子スクエアー型（4個入） CMS435 №13（10.6.15）

185 12-0207-13 テフロン®回転子スクエアー型（4個入） CMS450 №13（10.6.15）

185 12-0210-20～24 テフロン回転子細径円筒型 №2（09.3.20）

185 12-0210-20 ガラス回転子細径円筒型 （4個入） / CM1206 №33（13.8.26）

185 12-0210-21 ガラス回転子細径円筒型 （4個入） / CM1212 №33（13.8.26）

185 12-0210-22 ガラス回転子細径円筒型 （4個入） / CM1225 №33（13.8.26）

185 12-0210-23 ガラス回転子細径円筒型（4個入） CM1245 №13（10.6.15）

185 12-0210-24 ガラス回転子細径円筒型（4個入） CM1260 №13（10.6.15）

185 12-0210-25～27 テフロン回転子太径円筒型 №2（09.3.20）

185 12-0210-25～27 ガラス回転子太径円筒型 №29（13.2.25）

186 12-0208-10 テフロン®回転子ハブ型 CM2301 №13（10.6.15）

186 12-0208-11 テフロン®回転子ハブ型 CM2302 №13（10.6.15）

186 12-0208-12 テフロン®回転子ハブ型 CM2303 №13（10.6.15）

2010/7/1 より価格改定： ￥2,600 ⇒ ￥2,400

2010/7/1 より価格改定： ￥3,100 ⇒ ￥2,600

2010/7/1 より価格改定： ￥1,600 ⇒ ￥1,400

品名訂正⇒ガラス回転子太径円筒型

2013/10/1 より価格改定： ￥700 ⇒ ￥840
2013/10/1 より価格改定： ￥800 ⇒ ￥880

2013/10/1 より価格改定： ￥700 ⇒ ￥840

2010/7/1 より価格改定： ￥1,300 ⇒ ￥1,100

2010/7/1 より価格改定： ￥1,400 ⇒ ￥1,200

2010/7/1 より価格改定： ￥1,500 ⇒ ￥1,300

2010/7/1 より価格改定： ￥2,000 ⇒ ￥1,700

2010/7/1 より価格改定： ￥2,600 ⇒ ￥2,200

2010/7/1 より価格改定： ￥1,200 ⇒ ￥1,000

2010/7/1 より価格改定： ￥2,000 ⇒ ￥1,700

2010/7/1 より価格改定： ￥1,300 ⇒ ￥1,100

2010/7/1 より価格改定： ￥1,000 ⇒ ￥900

2010/7/1 より価格改定： ￥1,200 ⇒ ￥1,000

2010/7/1 より価格改定： ￥1,800 ⇒ ￥1,600

2010/7/1 より価格改定： ￥600 ⇒ ￥500

2010/7/1 より価格改定： ￥800 ⇒ ￥700

2010/7/1 より価格改定： ￥900 ⇒ ￥800

2010/7/1 より価格改定： ￥2,600 ⇒ ￥2,200

2013/10/1 より価格改定： ￥600 ⇒ ￥660

品名訂正⇒ガラス回転子細径円筒型

2010/7/1 より価格改定： ￥3,200 ⇒ ￥2,800

2010/7/1 より価格改定： ￥1,300 ⇒ ￥1,200

表示訂正：価格（１個入）⇒入数通り２個入

廃番

廃番

186 12-0216-10～17 テフロン回転子オーバル型 №2（09.3.20）

186 12-0216-10 テフロン®回転子オーバル型（2個入） CM1620 №13（10.6.15）

186 12-0216-11 テフロン®回転子オーバル型（2個入） CM1625 №13（10.6.15）

186 12-0216-12 テフロン®回転子オーバル型（2個入） CM1630 №13（10.6.15）

186 12-0216-13 テフロン®回転子オーバル型（2個入） CM1635 №13（10.6.15）

186 12-0216-14 テフロン®回転子オーバル型（2個入） CM1640 №13（10.6.15）

186 12-0216-15 テフロン®回転子オーバル型（2個入） CM1650 №13（10.6.15）

186 12-0216-16 テフロン®回転子オーバル型（2個入） CM1664 №13（10.6.15）

186 12-0216-17 テフロン®回転子オーバル型（2個入） CM1670 №13（10.6.15）

187 12-0206-10 テフロン®回転子クロス十字型（2個入） CM2401 №13（10.6.15）

187 12-0206-11 テフロン®回転子クロス十字型（2個入） CM2402 №13（10.6.15）

187 12-0206-12 テフロン®回転子クロス十字型（2個入） CM2403 №13（10.6.15）

187 12-0206-13 テフロン®回転子クロス十字型（2個入） CM2404 №13（10.6.15）

187 12-0206-13 テフロン®回転子クロス十字型 CM2404 №29（13.2.25）

187 12-0206-14 テフロン®回転子クロス十字型（2個入） CM2405 №13（10.6.15）

187 12-0206-15 テフロン®回転子クロス十字型（2個入） CM2406 №13（10.6.15）

187 12-0206-16 テフロン®回転子クロス十字型（2個入） CM2407 №13（10.6.15）

187 12-0209-10 テフロン®回転子ホイール型 CM2501 №13（10.6.15）

187 12-0209-11 テフロン®回転子ホイール型 CM2502 №13（10.6.15）

187 12-0209-12 テフロン®回転子ホイール型 CM2503 №13（10.6.15）

187 12-0209-13 テフロン®回転子ホイール型 CM2504 №13（10.6.15）

187 12-0211-10 テフロン®回転子ディスク型（4個入） CM1709 №13（10.6.15）

187 12-0211-11 テフロン®回転子ディスク型（4個入） CM1720 №13（10.6.15）

187 12-0211-11 テフロン®回転子ディスク型 CM1720 №29（13.2.25）

187 12-0211-12 テフロン®回転子ディスク型（4個入） CM1730 №13（10.6.15）

187 12-0212-10 テフロン®回転子両面十字型（2個入） CMD110 №13（10.6.15）

187 12-0212-11 テフロン®回転子両面十字型（2個入） CMD114 №13（10.6.15）

187 12-0212-12 テフロン®回転子両面十字型（2個入） CMD117 №13（10.6.15）

187 12-0212-13 テフロン®回転子両面十字型（2個入） CMD122 №13（10.6.15）

187 12-0213-10 テフロン®回転子片面十字型（2個入） CMC110 №13（10.6.15）

187 12-0213-11 テフロン®回転子片面十字型（2個入） CMC114 №13（10.6.15）

2010/7/1 より価格改定： ￥900 ⇒ ￥800

2010/7/1 より価格改定： ￥1,600 ⇒ ￥1,400

2010/7/1 より価格改定： ￥4,000 ⇒ ￥3,500

2010/7/1 より価格改定： ￥700 ⇒ ￥600

2010/7/1 より価格改定： ￥1,300 ⇒ ￥1,200

2010/7/1 より価格改定： ￥1,700 ⇒ ￥1,400

2010/7/1 より価格改定： ￥3,100 ⇒ ￥2,200

2010/7/1 より価格改定： ￥3,800 ⇒ ￥3,400

2010/7/1 より価格改定： ￥900 ⇒ ￥800

2010/7/1 より価格改定： ￥1,100 ⇒ ￥1,000

2010/7/1 より価格改定： ￥800 ⇒ ￥600

2010/7/1 より価格改定： ￥1,200 ⇒ ￥1,000

2010/7/1 より価格改定： ￥1,100 ⇒ ￥900

表示訂正：価格（１個入）⇒入数通り２個入

2010/7/1 より価格改定： ￥2,800 ⇒ ￥2,400

2010/7/1 より価格改定： ￥600 ⇒ ￥500

厚さ訂正： 6 ⇒ 10mm

2010/7/1 より価格改定： ￥800 ⇒ ￥620

2010/7/1 より価格改定： ￥1,000 ⇒ ￥840

2010/7/1 より価格改定： ￥700 ⇒ ￥540

2010/7/1 より価格改定： ￥1,500 ⇒ ￥1,300

2010/7/1 より価格改定： ￥1,800 ⇒ ￥1,600

2010/7/1 より価格改定： ￥2,200 ⇒ ￥1,900

2010/7/1 より価格改定： ￥2,300 ⇒ ￥2,000

2010/7/1 より価格改定： ￥600 ⇒ ￥500

2010/7/1 より価格改定： ￥700 ⇒ ￥560

2010/7/1 より価格改定： ￥2,100 ⇒ ￥1,800

2010/7/1 より価格改定： ￥3,000 ⇒ ￥2,600

外径訂正： 32 ⇒ 30mm

2010/7/1 より価格改定： ￥1,300 ⇒ ￥800

2010/7/1 より価格改定： ￥2,000 ⇒ ￥1,300

187 12-0213-11 テフロン®回転子片面十字型（2個入） CMC114 №13（10.6.15）

187 12-0213-12 テフロン®回転子片面十字型（2個入） CMC117 №13（10.6.15）2010/7/1 より価格改定： ￥800 ⇒ ￥600

2010/7/1 より価格改定： ￥700 ⇒ ￥540
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187 12-0213-13 テフロン®回転子片面十字型（2個入） CMC125 №13（10.6.15）

187 12-0213-14 テフロン®回転子片面十字型（2個入） CMC140 №13（10.6.15）

187 12-0213-15 テフロン®回転子片面十字型（2個入） CMC160 №13（10.6.15）

188 12-0210-10 テフロン®回転子キュベット用（5個入） CM1609 №13（10.6.15）

188 12-0210-10 テフロン®回転子キュベット用 CM1609 №29（13.2.25）

188 12-0214-01～04 テフロン®回転子翼付マイクロ型 №33（13.8.26）

188 12-0214-10 テフロン®回転子球型（5個入） CM1512 №13（10.6.15）

188 12-0233-01 テフロン®回転子羽根付型（5個入） CM2201 №13（10.6.15）

188 12-0233-02 テフロン®回転子羽根付型（5個入） CM2202 №13（10.6.15）

188 12-0233-03 テフロン®回転子羽根付型（5個入） CM2203 №13（10.6.15）

188 12-0233-04 テフロン®回転子羽根付型（5個入） CM2204 №13（10.6.15）

189 10-0236-13 回転子保持具（ポリスチレン製） BA37786 №33（13.8.26）

189 12-0231-32 回転子 6×20mm（5個入） CM1120 №13（10.6.15）

189 12-0231-33 回転子 6×30mm（5個入） CM1130 №13（10.6.15）

189 12-0231-34 回転子 6×20mm / CMH1120 №11（10.4.15）

189 12-0231-35 回転子 6×30mm / CMH1130 №11（10.4.15）

189 12-0231-36 回転子 8×40mm（3個入） CM1140 №13（10.6.15）

189 12-0231-37 回転子 8×50mm（3個入） CM1150 №13（10.6.15）

189 12-0231-38 回転子 8×40mm / CMH1140 №11（10.4.15）

189 12-0231-39 回転子 8×50mm / CMH1150 №11（10.4.15）

189 12-0236-12 回転子万能固定具（ポリエチレン製） BA37775 №33（13.8.26）

190 12-0236-22 PTFE撹拌子取出し棒 No.310203 №40（14.6.25）

191 12-0405-60～68 試料混合機 №25（12.7.25）

192 12-0501-20 マイクロチューブミキサー N-40M-1 №33（13.8.26）

192 12-0501-21 試験管ミキサー N-61 №33（13.8.26）

192 12-0501-26 試験管ミキサー ラボダンサー（No.3365001） №19（11.7.25）

製品コード変更： 12-0231-39 ⇒ 12-0232-07

製品コード変更： 12-0231-38 ⇒ 12-0232-06

製品コード変更： 12-0231-35 ⇒ 12-0232-05

2013/10/1 より価格改定： ￥2,500 ⇒ ￥3,400

2013/10/1 より表記変更： ⇒

2013/10/1 より表記変更： ⇒

取扱中止

型番変更： No.3365001 ⇒ No.3365025
※訂正前（紙面通り）に戻して下さい。

2013/10/1 より価格改定： ￥1,800 ⇒ ￥2,200

2010/7/1 より価格改定： ￥1,300 ⇒ ￥1,000

2010/7/1 より価格改定： ￥900 ⇒ ￥800

2010/7/1 より価格改定： ￥1,100 ⇒ ￥1,000

2010/7/1 より価格改定： ￥1,000 ⇒ ￥800

製品コード変更： 12-0231-34 ⇒ 12-0232-03

2010/7/1 より価格改定： ￥2,500 ⇒ ￥2,000

2010/7/1 より価格改定： ￥2,200 ⇒ ￥1,900

2010/7/1 より価格改定： ￥4,900 ⇒ ￥3,800

2010/7/1 より価格改定： ￥1,200 ⇒ ￥1,000

2010/7/1 より価格改定： ￥3,000 ⇒ ￥2,400

高さ訂正： 8 ⇒ 6mm
追記 ⇒ ※キュベットは付属しておりません。

廃番

2010/7/1 より価格改定： ￥2,700 ⇒ ￥2,200

2010/7/1 より価格改定： ￥2,700 ⇒ ￥2,300

2010/7/1 より価格改定： ￥3,000 ⇒ ￥2,400

2010/7/1 より価格改定： ￥1,200 ⇒ ￥1,000

長さ訂正： 320mm ⇒ 380mm

03005 03505

03005 03505

192 12-0501-26 試験管ミキサー ラボダンサー №28（12.12.25）

192 12-0501-26 試験管ミキサー ラボダンサー №36（14.1.28）

192 12-0501-27 試験管ミキサー ＴＭ-2000 №4（09.4.20）

193 12-0501-35 シェーカー MS3ベーシック №28（12.12.25）

193 12-0501-35 シェーカー MS3ベーシック №36（14.1.28）

193 12-0501-36 シェーカー MS3デジタル №28（12.12.25）

193 12-0501-36 シェーカー MS3デジタル №36（14.1.28）

193 12-0501-37,38 ボルテックスミキサー Vortex Genius 3 №28（12.12.25）

193 12-0501-37,38 ボルテックスミキサー Vortex Genius 3 №36（14.1.28）

193 12-0501-40～49 ボルテックスミキサー用アクセサリー №28（12.12.25）

193 12-0501-40 ボルテックスミキサー アクセサリー VG3.1 №36（14.1.28）

193 12-0501-41 ボルテックスミキサー アクセサリー VG3.2 №36（14.1.28）

193 12-0501-42 ボルテックスミキサー アクセサリー VG3.3 №36（14.1.28）

193 12-0501-43 ボルテックスミキサー アクセサリー VG3.31 №36（14.1.28）

193 12-0501-44 ボルテックスミキサー アクセサリー VG3.32 №36（14.1.28）

193 12-0501-45 ボルテックスミキサー アクセサリー VG3.33 №36（14.1.28）

193 12-0501-46 ボルテックスミキサー アクセサリー VG3.34 №36（14.1.28）

193 12-0501-47 ボルテックスミキサー アクセサリー VG3.35 №36（14.1.28）

193 12-0501-48 ボルテックスミキサー アクセサリー VG3.36 №36（14.1.28）

193 12-0501-49 ボルテックスミキサー アクセサリー VG3.37 №36（14.1.28）

194 12-0402-56 デジタルマイクロプレートシェーカー MTS2/4 №19（11.7.25）

194 12-0402-56 デジタルマイクロプレートシェーカー MTS2/4 №28（12.12.25）

194 12-0402-56 デジタルマイクロプレートシェーカー MTS2/4 №36（14.1.28）

194 12-0405-40,41 シェーカー KS130 №28（12.12.25）

194 12-0405-40 シェーカー KS130ベーシック №36（14.1.28）

194 12-0405-41 シェーカー KS130コントロール №36（14.1.28）

194 12-0405-42～50 シェーカー KS130用アタッチメント №28（12.12.25）

194 12-0405-42 汎用アタッチメント AS130.1 №36（14.1.28）価格改定： ¥16,000 ⇒ ¥21,600

価格改定： ¥79,000 ⇒ ¥101,900
価格改定： ¥114,000 ⇒ ¥147,000

価格改定： ¥2,200 ⇒ ¥2,900

価格改定： ¥127,000 ⇒ ¥163,000

価格改定： ¥2,600 ⇒ ¥3,400
価格改定： ¥2,100 ⇒ ¥2,800

価格改定： ¥2,600 ⇒ ¥3,400
価格改定： ¥2,600 ⇒ ¥3,400

価格改定： ¥5,100 ⇒ ¥6,600
価格改定： ¥2,700 ⇒ ¥3,500

価格改定： ¥1,800 ⇒ ¥2,400
価格改定： ¥1,900 ⇒ ¥2,500

¥34,800

価格改定： ¥900 ⇒ ¥1,200

価格改定： ¥43,800

価格改定： ¥41,200 ⇒ ¥53,500

¥14,900 ⇒ ¥17,100

表記変更： ⇒

価格改定： ¥27,000 ⇒

※訂正前（紙面通り）に戻して下さい。

¥33,700 ⇒

表記変更： ⇒

価格改定：

表記変更： ⇒

表記変更： ⇒

表記訂正： ●可能揺動量・・・ﾏｲｸﾛﾀｲﾀｰﾌﾟﾚｰﾄ
⇒ ●可能揺動量(ﾏｲｸﾛｳｪﾙﾌﾟﾚｰﾄ数）：2枚又は4枚
タイマー表記訂正 ⇒ ●タイマー：連続/1～99min

製造中止で代替品⇒ボルテックスミキサーＶＴＸ-3000Ｌ

表記変更： ⇒

表記変更： ⇒

表記変更： ⇒

表記変更： ⇒

03005 04005

03005 04005

03005 04005

03005 04005

03005 04005

03005 04005

03005 04005

03005 04005

194 12-0405-42 汎用アタッチメント AS130.1 №36（14.1.28）

194 12-0405-43 固定クリップサポート AS130.2 №36（14.1.28）

価格改定： ¥16,000 ⇒ ¥21,600
価格改定： ¥8,000 ⇒ ¥10,000
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194 12-0405-44 シャーレー用アタッチメント AS130.3 №36（14.1.28）

194 12-0405-45 試験管アタッチメント AS130.4 №36（14.1.28）

194 12-0405-46 25ml固定用クリップ AS2.1 №36（14.1.28）

194 12-0405-47 50ml固定用クリップ AS2.2 №36（14.1.28）

194 12-0405-48 100ml固定用クリップ AS2.3 №36（14.1.28）

194 12-0405-49 200/250ml固定用クリップ AS2.4 №36（14.1.28）

194 12-0405-50 500ml固定用クリップ AS2.5 №36（14.1.28）

195 12-0402-30,31 ミニシェーカー NA-101N/NA-201N №33（13.8.26）

195 12-0402-30 ミニシェーカー NA-101 №11（10.4.15）

195 12-0402-31 ミニシェーカー NA-201 №11（10.4.15）

195 12-0402-40 マイクロプレートシェーカー N-704 №11（10.4.15）

195 12-0402-40 マイクロプレートシェーカー N-704 №33（13.8.26）

195 12-0402-40 マイクロプレートシェーカー N-704 №34（13.10.25）

196 12-0403-09 小型卓上振盪器 NX-10N №11（10.4.15）

196 12-0403-09 小型卓上振盪器 NX-10N №19（11.7.25）

196 12-0403-09 小型卓上振盪器 NX-10N №33（13.8.26）

196 12-0403-09 小型卓上振盪器 NX-10N №34（13.10.25）

196 12-0403-13 卓上振盪器 NX-25D №33（13.8.26）

196 12-0403-14 小型卓上振盪器 NX-20 №33（13.8.26）

197 12-0403-20～24 三角フラスコツメ固定型振盪台 №33（13.8.26）

197 12-0403-30 粘着滑り止めシート型振盪台 №33（13.8.26）

197 12-0403-40～52 傾斜台型振盪台 №33（13.8.26）

197 12-0403-60 SUSスプリングA型振盪台 №33（13.8.26）

197 12-0403-70 SUSスプリングB型振盪台 №33（13.8.26）

197 12-0403-72 NX-25D用スプリング台2段式C型 №19（11.7.25）

197 12-0403-72 スプリング台2段式C型振盪台

価格改定： ¥2,600 ⇒ ¥3,400

価格改定： ¥1,300 ⇒ ¥1,700
価格改定： ¥2,600 ⇒ ¥3,400

価格改定： ¥1,300 ⇒ ¥1,700
価格改定： ¥1,300 ⇒ ¥1,700

価格改定： ¥7,600 ⇒ ¥9,900
価格改定： ¥16,000 ⇒ ¥21,600

¥120,000 ⇒ ¥128,000

2013/10/1 より表記変更： ⇒

2013/10/1 より表記変更： ⇒

2013/10/1 より表記変更： ⇒

2013/10/1 より表記変更： ⇒

2013/10/1 より表記変更： ⇒

2013/10/1 より表記変更： ⇒

2013/10/1 より表記変更： ⇒

価格改定：

価格改定： ¥105,000 ⇒ ¥115,000

2013/10/1 より表記変更： ⇒

2013/10/1 より表記変更： ⇒

廃番 ⇒ 代替品 NA-201N (詳細はお問合下さい)

2013/10/1 より表記変更： ⇒

価格改定： ¥58,000 ⇒ ¥64,000

2013/10/1 より表記変更： ⇒

外形寸法： H161mm 振盪台含む ⇒ H120mm

廃番 ⇒ 代替品 NA-101N (詳細はお問合下さい)

振盪数変更： 200～2300rpm ⇒ 100～2400rpm

振盪台寸法訂正： W283×D200×H60mm
⇒ W280×D200

03005 03505

03005 03505

03005 03505

03005 03505

03005 03505

03005 03505

03005 03505

03005 03505

03005 03505

03005 03505

197 12-0403-72 スプリング台2段式C型振盪台 №33（13.8.26）

198 12-1201-10 硝子乳鉢（棒付き） φ75mm / No.851231 №39（14.4.25）

198 12-1201-11 硝子乳鉢（棒付き） φ90mm / No.851232 №39（14.4.25）

198 12-1201-12 硝子乳鉢（棒付き） φ105mm / No.851233 №39（14.4.25）

198 12-1201-13 硝子乳鉢（棒付き） φ120mm / No.851234 №39（14.4.25）

198 12-1201-14 硝子乳鉢（棒付き） φ150mm / No.851235 №39（14.4.25）

198 12-1201-15～17 硝子乳鉢（棒付き） №33（13.8.26）

198 12-1201-15 硝子乳鉢（棒付） φ180mm / 851236 №31（13.4.25）

198 12-1201-16 硝子乳鉢（棒付） φ210mm / 851237 №31（13.4.25）

198 12-1201-17 硝子乳鉢（棒付） φ240mm / 851238 №31（13.4.25）

198 12-1201-18 硝子乳鉢（棒付き） φ300 / No.851239 №33（13.8.26）

198 12-1201-40～49 メノウ乳鉢普及型（棒付） グリーン系 №10（10.3.17）

198 12-1201-50～58 メノウ乳鉢深型（棒付） グリーン系 №10（10.3.17）

198 12-1205-01 鉄乳鉢（棒付き） TN150 №27（12.11.26）

199 12-0606-09 ガラスマイクロホモジナイザー テフロン製 0.5ml №21（11.11.25）

199 12-0606-10 ガラスマイクロホモジナイザー テフロン製 1.0ml №21（11.11.25）

199 12-0606-11 ガラスマイクロホモジナイザー テフロン製 2.0ml №21（11.11.25）

199 12-0606-12 ガラスマイクロホモジナイザー テフロン製 5.0ml №21（11.11.25）

199 12-0606-13 ガラスマイクロホモジナイザー テフロン製 10ml №21（11.11.25）

199 12-0606-14 ガラスマイクロホモジナイザー テフロン製 20ml №21（11.11.25）

199 12-0606-15 ガラスマイクロホモジナイザー テフロン製 30ml №21（11.11.25）

199 12-0606-16 ガラスマイクロホモジナイザー テフロン製 50ml №21（11.11.25）

199 12-0606-17 ガラスマイクロホモジナイザー テフロン製 100ml №21（11.11.25）

199 12-0606-22 ガラスマイクロホモジナイザー イボなし 5mL №39（14.4.25）

199 12-0606-23 ガラスマイクロホモジナイザー イボなし 10mL №39（14.4.25）

199 12-0606-24 ガラスマイクロホモジナイザー イボなし 20mL №39（14.4.25）

199 12-0606-25 ガラスマイクロホモジナイザー イボなし 30mL №39（14.4.25）

199 12-0606-26 ガラスマイクロホモジナイザー イボなし 50mL №39（14.4.25）

199 12-0606-32 ガラスマイクロホモジナイザー イボ付き 5mL №39（14.4.25）

199 12-0606-33 ガラスマイクロホモジナイザー イボ付き 10mL №39（14.4.25）

199 12-0606-34 ガラスマイクロホモジナイザー イボ付き 20mL №39（14.4.25）

199 12-0606-35 ガラスマイクロホモジナイザー イボ付き 30mL №39（14.4.25）

取扱中止

受注生産（納期確認）

価格訂正： ¥42,000 ⇒
価格訂正： ¥30,000 ⇒ ¥39,000

¥21,000 ⇒ ¥26,000

⇒ ¥11,400

価格改定： ¥17,500 ⇒ ¥18,800

価格訂正：

⇒ ¥8,500

価格改定：

価格改定：

¥7,100

⇒ ¥6,200

⇒

⇒ ¥7,300

¥8,900 ⇒ ¥9,500

価格改定： ¥14,000 ⇒ ¥17,500

¥6,000

¥54,600

¥1,250

2013/10/1 より表記変更： ⇒

¥5,900

廃番

価格改定：

廃番

価格改定：

価格改定：

¥5,800

¥7,900

価格改定： ¥6,800

⇒ ¥6,400

価格改定： ¥1,100

価格改定： ¥6,600

価格改定： ⇒¥5,700

価格改定： ¥10,600

¥2,800 ⇒ ¥3,100
価格改定：

価格改定： ¥1,200 ⇒ ¥1,300
⇒

価格改定： ¥1,300 ⇒ ¥1,400
価格改定： ¥1,500 ⇒ ¥1,800
価格改定： ¥2,200 ⇒ ¥2,500

価格改定： ¥2,700 ⇒ ¥2,900

¥3,500 ⇒ ¥3,600
価格改定： ¥4,050 ⇒ ¥4,800
価格改定： ¥6,000 ⇒ ¥7,200
価格改定： ¥3,100 ⇒ ¥3,600
価格改定： ¥3,300 ⇒ ¥3,700
価格改定： ¥4,000 ⇒ ¥4,200
価格改定： ¥4,900 ⇒ ¥5,200

03005 03505

199 12-0606-35 ガラスマイクロホモジナイザー イボ付き 30mL №39（14.4.25）

199 12-0606-36 ガラスマイクロホモジナイザー イボ付き 50mL №39（14.4.25）

価格改定： ¥4,900 ⇒ ¥5,200
価格改定： ¥7,800 ⇒ ¥8,600
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頁 製品コード 品 名 ・ 型 番 №（発行日）

■テラオカ総合カタログ№1000 改正表№1-No.41

変 更 箇 所

199 12-0607-10 ｶﾞﾗｽﾏｲｸﾛﾎﾓｼﾞﾅｲｻﾞｰ 遠沈管ﾀｲﾌﾟ 0.5ml / RD440614 №14（10.8.20）

199 12-0607-11 ｶﾞﾗｽﾏｲｸﾛﾎﾓｼﾞﾅｲｻﾞｰ 遠沈管ﾀｲﾌﾟ 1.0ml / RD440615 №14（10.8.20）

199 12-0607-12 ｶﾞﾗｽﾏｲｸﾛﾎﾓｼﾞﾅｲｻﾞｰ 遠沈管ﾀｲﾌﾟ 3.0ml / RD440616 №14（10.8.20）

199 12-0607-13 ｶﾞﾗｽﾏｲｸﾛﾎﾓｼﾞﾅｲｻﾞｰ 遠沈管ﾀｲﾌﾟ 3点ｾｯﾄ / RD440620 №14（10.8.20）

199 12-0607-20 ｶﾞﾗｽﾏｲｸﾛﾎﾓｼﾞﾅｲｻﾞｰ ﾀﾞｳﾝｽﾀｲﾌﾟ 1.0ml / RD440910 №14（10.8.20）

199 12-0607-21 ｶﾞﾗｽﾏｲｸﾛﾎﾓｼﾞﾅｲｻﾞｰ ﾀﾞｳﾝｽﾀｲﾌﾟ 2.0ml / RD440911 №14（10.8.20）

199 12-0607-22 ｶﾞﾗｽﾏｲｸﾛﾎﾓｼﾞﾅｲｻﾞｰ ﾀﾞｳﾝｽﾀｲﾌﾟ 3.0ml / RD440912 №14（10.8.20）

199 12-0607-30 ｶﾞﾗｽﾏｲｸﾛﾎﾓｼﾞﾅｲｻﾞｰ ｽﾄﾚｰﾄｳｫｰﾙﾀｲﾌﾟ 0.5ml / RD440414 №14（10.8.20）

199 12-0607-31 ｶﾞﾗｽﾏｲｸﾛﾎﾓｼﾞﾅｲｻﾞｰ ｽﾄﾚｰﾄｳｫｰﾙﾀｲﾌﾟ 1.0ml / RD440415 №14（10.8.20）

199 12-0607-32 ｶﾞﾗｽﾏｲｸﾛﾎﾓｼﾞﾅｲｻﾞｰ ｽﾄﾚｰﾄｳｫｰﾙﾀｲﾌﾟ 2.0ml / RD440416 №14（10.8.20）

200 12-0622-09,10 ヒスコトロン NS-51/NS-51K №29（13.2.25）

200 12-0622-11,14 ヒスコトロン NS-56/NS-56S №29（13.2.25）

200 12-0622-13 ハンディマイクロホモジナイザー NS-310EⅡ №29（13.2.25）

202 12-0632-60～65 プロセスオートホモジナイザー（PA92） №9（10.2.2）

202 12-0632-70～75 ハイフレックスホモジナイザーHF93 №21（11.11.25）

204 12-0302-74～77 ホモジナイザー用アクセサリー №28（12.12.25）

204・229 12-0302-74 ボスヘッドクランプ R182 №24（12.5.25）

204・229 12-0302-76 容器押さえ RH3 №30（13.3.25）

204・229 12-0302-77 プレートスタンド R1827 №24（12.5.25）

204 12-0302-90 回転数計測計 DZMcontrol.0 №8（09.11.20）

204 12-0623-01～09 ホモジナイザーT-10ベーシック/シャフト/アクセサリー №28（12.12.25）

204 12-0623-01 ホモジナイザー T-10ベーシック №19（11.7.25）

204 12-0623-01 ホモジナイザー T-10ベーシック №36（14.1.28）

204 12-0623-02 シャフトジェネレータ S10N-5G №36（14.1.28）

204 12-0623-03 シャフトジェネレータ S10N-8G №36（14.1.28）

204 12-0623-04 シャフトジェネレータ S10N-10G №36（14.1.28）

204 12-0623-05 シャフトジェネレータ S10D-7G-KS-65 №36（14.1.28）

⇒ ¥123,000
価格改定： ¥30,000 ⇒ ¥38,700

価格改定： ¥99,000 ⇒ ¥123,000

価格改定： ¥99,000

価格改定： ¥99,000

⇒ ¥123,000

¥38,000

廃番

表記変更： ⇒

⇒ ¥123,000
価格改定： ¥99,000

価格改定： ¥6,500 ⇒ ¥4,900

価格改定：

2010/9/1 より価格改定： ￥23,000 ⇒ ￥28,000

2010/9/1 より価格改定： ￥27,000 ⇒ ￥33,000

タイマー変更： 1～60分及び連続 ⇒ 1～165分及び連続

2010/9/1 より価格改定： ￥22,000 ⇒ ￥27,000

2010/9/1 より価格改定： ￥22,000 ⇒ ￥27,000

¥28,500

寸法変更 ⇒ 本体 W46×D57×H201ｍｍ
写真変更（外観変更）

形状変更 ※詳細はお問合わせ下さい。

⇒

2010/9/1 より価格改定： ￥20,000 ⇒ ￥25,000

2010/9/1 より価格改定： ￥21,000 ⇒ ￥25,000

廃番 ※後継機種はお問合わせ下さい。

2010/9/1 より価格改定： ￥21,000 ⇒ ￥25,000

2010/9/1 より価格改定： ￥16,500 ⇒ ￥20,500

廃番 ※後継機種はお問合わせ下さい。

2010/9/1 より価格改定： ￥15,000 ⇒ ￥18,500

2010/9/1 より価格改定： ￥15,500 ⇒ ￥19,400

表記変更： ⇒

廃番

2013/5/1 より価格改定： ￥16,900 ⇒ ￥12,000

03005 04005

03005 04005

204 12-0623-06 シャフトジェネレータ S10D-7G-KS-110 №36（14.1.28）

204 12-0623-07 ホモジナイザー用 R104スタンド №36（14.1.28）

204 12-0623-08 ボスヘッドクランプ H44 №36（14.1.28）

204 12-0623-09 クランプ R200 №36（14.1.28）

204 12-0623-20,21 ウルトラタラックス T18デジタル/T25デジタル №28（12.12.25）

204 12-0623-20
ウルトラタラックス（ホモジナイザー）
T18ベーシック ⇒ モデルチェンジ

№27（12.11.26）

204 12-0623-20 ウルトラタラックス T18デジタル №36（14.1.28）

204 12-0623-21
ウルトラタラックス（ホモジナイザー）
T25デジタル ⇒ モデルチェンジ

№27（12.11.26）

204 12-0623-21 ウルトラタラックス T25デジタル №36（14.1.28）

204 12-0623-22～32 ウルトラタラックス用シャフトジェネレーター №28（12.12.25）

204 12-0623-22 シャフトジェネレータ S18N-10G №36（14.1.28）

204 12-0623-23 シャフトジェネレータ S18N-19G №36（14.1.28）

204 12-0623-24 シャフトジェネレータ S25N-8G №36（14.1.28）

204 12-0623-25 シャフトジェネレータ S25N-10G №36（14.1.28）

204 12-0623-26 シャフトジェネレータ S25NK-19G №36（14.1.28）

204 12-0623-27 シャフトジェネレータ S25N-25G №36（14.1.28）

204 12-0623-28 シャフトジェネレータ S25N-25F №36（14.1.28）

204 12-0623-29 シャフトジェネレータ S18D-10G-KS （10本入） №36（14.1.28）

204 12-0623-30 シャフトジェネレータ S18D-14G-KS （10本入） №36（14.1.28）

204 12-0623-31 シャフトジェネレータ S25D-10G-KS （10本入） №36（14.1.28）

価格改定： ¥18,000 ⇒ ¥22,500
価格改定： ¥18,000 ⇒ ¥22,500

価格改定： ¥119,000 ⇒ ¥148,000
価格改定： ¥18,000 ⇒ ¥22,500

価格改定： ¥110,000 ⇒ ¥137,000
価格改定： ¥119,000 ⇒ ¥148,000

価格改定： ¥99,000 ⇒ ¥123,000
価格改定： ¥89,000 ⇒ ¥111,000

価格改定： ¥99,000 ⇒ ¥123,000
価格改定： ¥99,000 ⇒ ¥123,000

価格改定： ¥99,000 ⇒ ¥129,000

価格改定： ¥140,000 ⇒ ¥179,000

価格改定： ¥2,600 ⇒ ¥3,400
価格改定： ¥3,200 ⇒ ¥4,000

価格改定： ¥33,800 ⇒ ¥43,600
価格改定： ¥15,000 ⇒ ¥19,400

型番 ⇒ T25 デジタル （3725001)
定格モーター（入力） ⇒ 800W
定格モーター（出力） ⇒ 500W
有効処理量（対H2O） ⇒ 100 ～ 2,000ml
回転数範囲 ⇒ 500 ～ 25,000 rpm
回転数表示 ⇒ LED表示
寸法 ⇒ W100×D68×H275mm
重量 ⇒ 2.5kg

型番 ⇒ T18 デジタル （3720001)
有効処理量（対H2O） ⇒ 100 ～ 1,500ml
回転数範囲 ⇒ 500 ～ 25,000 rpm
回転数表示 ⇒ LED表示
寸法 ⇒ W100×D68×H275mm
重量 ⇒ 2.5kg

表記変更： ⇒

表記変更： ⇒

03005 04005

03005 04005

204 12-0623-32 シャフトジェネレータ S25D-14G-KS （10本入） №36（14.1.28）

204 12-0302-74 ボスヘッドクランプ R182 №36（14.1.28）

価格改定： ¥18,000 ⇒ ¥22,500
価格改定： ¥4,900 ⇒ ¥6,400
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変 更 箇 所
204 12-0302-76 容器押さえ RH3 №36（14.1.28）

204 12-0302-77 プレートスタンド R1827 №36（14.1.28）

205 12-0620-01 T.K.オートミクサーMARKⅡ20型 №21（11.11.25）

205 12-0620-01 T.K.オートミクサーMARKⅡ20型 №22（12.2.24）

205 12-0620-05 T.K.ホモディスパー2.5型 №21（11.11.25）

206 12-1207-70 超音波分散機 / UH-50 №9（10.2.2）

206 12-1207-71 超音波分散機 / UH-150 №9（10.2.2）

206 12-1207-72 超音波分散機 / UH-300 №9（10.2.2）

206 12-1207-73 超音波分散機 / UH-600 №9（10.2.2）

206 12-1207-70～73 超音波分散機 №9（10.2.2）

207 12-1280-49 バキュームクリーナー UP-1 №37（14.2.25）

207 12-1280-50 フォースミル / FM-1 №15（10.11.20）

207 12-1280-52 フォースミルFM-1用ジューサー刃 / PN-J22 №16（11.2.15）

207 12-1280-80 ラボミルサープラス / LM-PLUS №10（10.3.17）

207 12-1280-84 ラボミルサープラス ミクロン容器７５ｍｌ/UP-55 №1（09.2.9）

207 12-1280-85 ラボミルサープラス スイッチカバー/UP-53 №1（09.2.9）

208
12-1281-20
12-1281-30

アブソリュートミル ABS-W
アブソリュートブレンダー ABS-V

№23（12.4.25）

209 12-1280-01～04 万能粉砕機 M20 №28（12.12.25）

209 12-1280-01 万能粉砕機 M20 №19（11.7.25）

廃番

価格改定： ¥12,000 ⇒ ¥15,500
価格改定： ¥28,500 ⇒ ¥36,700

写真（撹拌部）と寸法図が違います。
詳細はお問合わせ下さい。

表記訂正： ※ディスパー羽根φ50が1枚・・・。
⇒ ※ディスパー羽根はφ40です。

型番訂正 ⇒ PN-J55

⇒

ジューサー刃（PN-J22）付属品⇒別売に変更

⇒

¥700,000

表記変更： ⇒

⇒

粉砕例の試料名 表記訂正
1.白色錠剤
1.白色錠剤 ⇒ 2.黄色錠剤
1.白色錠剤 ⇒ 3.紫色錠剤
1.白色錠剤 ⇒ 4.カプセル

¥855,000

試料投入サイズ訂正 ⇒ 最大5～7mm

価格改定： ¥750,000 ⇒

製造中止

¥600,000

¥400,000

品名訂正： T.K.オートミクサーMARKⅡ20型
⇒ オートミクサーホモディスパー20型

¥650,000価格改定：

価格改定：

価格改定：

表記変更： ⇒

¥430,000

型番訂正 ⇒ PN-J53

¥920,000

モデルチェンジで仕様変更。
電気容量： 750/850W ⇒ 975W
回転数： （高速） 37,000rpm ⇒ 24,000rpm

（可変） 1,000～24,000rpm ⇒ 1,000～15,000rpm

13005 03505

03005 04005

209 12-1280-01 万能粉砕機 M20 №19（11.7.25）

209 12-1280-01 万能粉砕機 M20 №36（14.1.28）

209 12-1280-02 ステンレス製カッター M21 №36（14.1.28）

209 12-1280-03 タングステンカーバイドカッター M22 №36（14.1.28）

209 12-1280-04 星型カッター M23 №36（14.1.28）

209 12-1280-31 ﾜﾝﾀﾞｰﾌﾞﾚﾝﾀﾞｰ用ｵﾌﾟｼｮﾝ SUS容器 / PN-W01 №24（12.5.25）

209 12-1280-36 ﾜﾝﾀﾞｰﾌﾞﾚﾝﾀﾞｰ用ｵﾌﾟｼｮﾝ フェルトOリング / PN-W06 №24（12.5.25）

210 12-1001-20 揺動型ふるい振盪機SNF-7 №9（10.2.2）

210 12-1001-30 ふるい振盪機（ロータップ型） S-1 №22（12.2.24）

210 12-1001-31 ふるい振盪機（ロータップ型） S-2 №22（12.2.24）

210 12-1001-32 ふるい振盪機（ロータップ型） S-3 №22（12.2.24）

211 12-1002-29,30 ミクロ形電磁振動ふるい器 №34（13.10.25）

211 12-1002-29 ミクロ形電磁振動ふるい器 M-2T №31（13.4.25）

211 12-1002-30 ミクロ形電磁振動ふるい器 M-2 №31（13.4.25）

211 12-1002-40 電磁式振動ふるい器 M-100 №34（13.10.25）

212 12-1002-10 卓上型ふるい振盪機 VSS-50 №34（13.10.25）

212 12-1002-20 標準ふるい振盪機 300MM №34（13.10.25）

213 12-0410-01 V型混合器 S-3 №34（13.10.25）

213 12-0410-17～24 V型混合缶体 №34（13.10.25）

213 12-0410-21 V型混合缶体 1000ml VGS-3 №34（13.10.25）

213 12-1002-50,51 音波ふるい器 SW-20AT №34（13.10.25）

214 12-0935-01～03 試験フルイ（ステンレス製）φ300×H60mm/5.60～4.00mm №20（11.9.26）

214 12-0935-04～07 試験フルイ（ステンレス製）φ300×H60mm/3.35～2.00mm №20（11.9.26）

214 12-0935-08～11 試験フルイ（ステンレス製）φ300×H60mm/1.70～1.00mm №20（11.9.26）

2014/1/1 より表記変更： ⇒

価格改定： ¥30,000 ⇒ ¥37,500
価格改定： ¥15,000 ⇒ ¥18,800

価格改定： ¥447,000 ⇒ ¥558,000
価格改定： ¥9,000 ⇒ ¥11,300

2014/1/1 より表記変更： ⇒

型番変更： PN-W06 ⇒ PN-W06B
※PN-W06は旧型用、PN-W06Bは新型用

モデルチェンジ ⇒ 後継機種：VSS-200 ￥350,000
（仕様等詳細はお問合わせ下さい）

2014/1/1 より表記変更： ⇒

2014/1/1 より表記変更： ⇒

2014/1/1 より表記変更： ⇒

2014/1/1 より価格改定： ￥120,000 ⇒ ￥100,000

2014/1/1 より表記変更： ⇒

型番変更： M-2 ⇒ M-3
寸法変更 ⇒ W200×D200×H310mm

型番変更： M-2T ⇒ M-3T
加速度変更： 2～30G ⇒ 2～50Ｇ
寸法変更 ⇒ W200×D200×H310mm

型番変更： PN-W01 ⇒ PN-W01B
※PN-W01は旧型用、PN-W01Bは新型用

2012/4/1 より価格改定： ￥480,000 ⇒ ￥599,600

2012/4/1 より価格改定： ￥554,000 ⇒ ￥692,000

2012/4/1 より価格改定： ￥915,000 ⇒ ￥1,144,000

¥20,800価格改定： ¥17,000

廃番

¥21,100

試料投入サイズ訂正 ⇒ 最大5～7mm

¥21,600

価格改定：

価格改定： ¥18,000 ⇒

¥17,300 ⇒

⇒

03005 03505

03005 03505

03005 03505

03005 03505

03005 03505

03005 03505

214 12-0935-12～21 試験フルイ（ステンレス製）φ300×H60mm/850～180μｍ №20（11.9.26）

214 12-0935-22 試験フルイ（ステンレス製）φ300×H60mm/160μｍ №20（11.9.26）

価格改定：

¥29,400

¥19,500

価格改定： ¥24,500 ⇒

¥16,200 ⇒
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頁 製品コード 品 名 ・ 型 番 №（発行日）

■テラオカ総合カタログ№1000 改正表№1-No.41

変 更 箇 所

214 12-0935-23～25 試験フルイ（ステンレス製）φ300×H60mm/150～106μｍ №20（11.9.26）

214 12-0935-26 試験フルイ（ステンレス製）φ300×H60mm/100μｍ №20（11.9.26）

214 12-0935-27,28 試験フルイ（ステンレス製）φ300×H60mm/90μｍ,75μｍ №20（11.9.26）

214 12-0935-29 試験フルイ（ステンレス製）φ300×H60mm/63μｍ №20（11.9.26）

214 12-0935-30 試験フルイ（ステンレス製）φ300×H60mm/53μｍ №20（11.9.26）

214 12-0935-31 試験フルイ（ステンレス製）φ300×H60mm/45μｍ №20（11.9.26）

214 12-0935-32 試験フルイ（ステンレス製）φ300×H60mm/38μｍ №20（11.9.26）

214 12-0935-36 試験フルイ（ステンレス製）φ300×H60mm/蓋及び受皿 №20（11.9.26）

215 12-0940-01～39 試験用ふるい（実用新案型） 枠・網共真鍮 φ75×H20mm №32（13.6.25）

215 12-0945-01～39 試験用ふるい（普及型） 枠・網共真鍮 φ100×H43mm №32（13.6.25）

215 12-0954-01～39 試験用ふるい（実用新案型）枠・網共真鍮 φ100×H43mm №32（13.6.25）

215 12-0999-21,-22 検査成績書φ100xH20 №2（09.3.20）

216 12-0950-01～39 試験用ふるい（普及型）枠・網共真鍮 φ150×H45mm №32（13.6.25）

216 12-0960-01～39 試験用ふるい（普及型）枠・網共真鍮 φ200×H45mm №32（13.6.25）

216 12-0951-01～39 試験用ふるい（実用新案型）枠・網共真鍮 φ150×H45mm №32（13.6.25）

216 12-0961-01～39 試験用ふるい（実用新案型）枠・網共真鍮 φ200×H45mm №32（13.6.25）

217 12-0970-01～36 試験用ふるい（普及型） 枠・網共真鍮 φ300×H60mm №32（13.6.25）

218 12-0982-03～24 試験用ふるい粗粒（普及型） 枠・網共真鍮 φ150×H45mm №32（13.6.25）

218 12-0985-01～24 試験用ふるい粗粒（普及型） 枠・網共真鍮 φ200×H45mm №32（13.6.25）

218 12-0974-01～07 土壌分析用試験ふるい 枠・網/真鍮 φ55×H25mm №26（12.9.25）

218 12-0976-01～07 土壌分析用試験ふるい 枠・網/真鍮 φ100×H43mm №26（12.9.25）

218 12-0978-01～07 土壌分析用試験ふるい 枠・網/真鍮 φ150×H45mm №26（12.9.25）

219 12-0901-81 オプション テフロン網一式 №9（10.2.2）

221 12-0802-10 万能型ボールミル架台（無段変速） BKF-100 №22（12.2.24）

221 12-0802-11 万能型ボールミル架台（無段変速） BKF-103 №22（12.2.24）

221 12-0802-12 万能型ボールミル架台（無段変速） BKF-200 №22（12.2.24）

221 12-0802-13 万能型ボールミル架台（無段変速） BKF-203 №22（12.2.24）

221 12-0802-21,22 （オプション） サーマルプロテクター取付 №22（12.2.24）

221 12-0802-25,26 （オプション） モーター馬力UP №22（12.2.24）

取扱中止

取扱中止
取扱中止

取扱中止

取扱中止
取扱中止
取扱中止
取扱中止
取扱中止

掲載削除（御見積）

取扱中止

2012/4/1 より価格改定： ￥247,000 ⇒ ￥308,700

2012/4/1 より価格改定： ￥316,000 ⇒ ￥395,000

2012/4/1 より価格改定： ￥366,000 ⇒ ￥457,500

¥27,300

2012/4/1 より価格改定： ￥471,000 ⇒ ￥588,700

寸法訂正 ⇒ φ100xH43

¥25,200

⇒価格改定： ¥17,000

価格改定：

¥17,000 ⇒

価格改定： ¥24,500 ⇒ ¥29,400

¥22,700

¥20,400価格改定：

価格改定： ¥31,700 ⇒ ¥38,000

⇒

¥20,400

価格改定： ¥30,300

⇒

¥42,500 ⇒ ¥51,000

価格改定：

在庫限りで廃番

在庫限りで廃番
在庫限りで廃番

⇒

表記訂正： 5メッシュ相当 ⇒ 6メッシュ相当

価格改定：

掲載削除（御見積）

¥19,800 ¥23,800

221 12-0802-25,26 （オプション） モーター馬力UP №22（12.2.24）

221,222 12-0802-30 （オプション） スペーサー №22（12.2.24）

222 12-0802-14 万能型ボールミル架台（インバーター仕様） BKFD-100 №22（12.2.24）

222 12-0802-15 万能型ボールミル架台（インバーター仕様） BKFD-103 №22（12.2.24）

222 12-0802-16 万能型ボールミル架台（インバーター仕様） BKFD-200 №22（12.2.24）

222 12-0802-17 万能型ボールミル架台（インバーター仕様） BKFD-203 №22（12.2.24）

222 12-0802-29 （オプション） ノイズフィルター取付 №22（12.2.24）

223 12-0840-01 磁製ボールミルポット №90 №14（10.8.20）

223 12-0840-01 磁製ボールミルポット No.90 №19（11.7.25）

223 12-0840-02 磁製ボールミルポット No.120 №19（11.7.25）

223 12-0840-03 磁製ボールミルポット No.150 №19（11.7.25）

223 12-0840-04 磁製ボールミルポット No.180 №19（11.7.25）

223 12-0840-05 磁製ボールミルポット No.210 №19（11.7.25）

223 12-0840-06 磁製ボールミルポット No.240 №19（11.7.25）

223 12-0840-07 磁製ボールミルポット No.300 №19（11.7.25）

223 12-0840-20 取替用磁製ボール ＃90B №14（10.8.20）

223 12-0840-23 取替用磁製ボール #180B （φ20/30ヶ、φ25/30ヶ） №19（11.7.25）

223 12-0840-24 取替用磁製ボール #210B （φ25/30ヶ、φ30/30ヶ） №19（11.7.25）

223 12-0840-25 取替用磁製ボール #240B （φ30/30ヶ、φ35/30ヶ） №19（11.7.25）

223 12-0840-26 取替用磁製ボール #300B （φ30/40ヶ、φ35/40ヶ） №19（11.7.25）

225 12-0392-50 テフロン3枚羽根スクリュー型撹拌棒 / No.268001 №14（10.8.20）

225 12-0392-51 テフロン3枚羽根スクリュー型撹拌棒 / No.268002 №14（10.8.20）

225 12-0392-52 テフロン3枚羽根スクリュー型撹拌棒 / No.268003 №14（10.8.20）

225 12-0392-53 テフロン3枚羽根スクリュー型撹拌棒 / No.268004 №14（10.8.20）

225 12-0392-54 テフロン3枚羽根スクリュー型撹拌棒 / No.268005 №14（10.8.20）

225 12-0392-63 オールテフロンPTFE製撹拌棒№256804

2012/4/1 より価格改定： ￥287,000 ⇒ ￥359,000

セット内容変更 ⇒ φ35（20ヶ）、φ30（20ヶ）

セット内容変更 ⇒ φ30（45ヶ）、φ35（45ヶ）

セット内容変更： φ10(20ヶ) φ12(20ヶ)
⇒ φ10(20ヶ) φ15(20ヶ)

2010/9/1より価格改定： ￥31,500 ⇒ ￥28,500

¥10,000

価格改定： ￥17,500 ⇒ ￥20,100
付属磁製ボール変更 ⇒ φ35（20ヶ）、φ30（20ヶ）

価格改定： ￥21,900 ⇒ ￥27,300
付属磁製ボール変更 ⇒ φ30（25ヶ）、φ35（25ヶ）

価格改定： ￥38,200 ⇒ ￥47,400
付属磁製ボール変更 ⇒ φ30（45ヶ）、φ35（45ヶ）

セット内容変更 ⇒ φ30（20ヶ）、φ25（20ヶ）

価格改定： ￥13,600 ⇒ ￥15,500
付属磁製ボール変更 ⇒ φ30（20ヶ）、φ25（20ヶ）

⇒

¥6,000

2012/4/1 より価格改定： ￥529,000 ⇒ ￥659,400

¥11,500

セット内容変更 ⇒ φ30（25ヶ）、φ35（25ヶ）

価格改定：

価格改定： ¥8,000 ⇒ ¥9,100

掲載削除（御見積）

⇒ ¥7,300

2012/4/1 より価格改定： ￥356,000 ⇒ ￥445,000

掲載削除（御見積）

付属磁製ボール変更： φ10(20ヶ) φ12(20ヶ)
⇒ φ10(20ヶ) φ15(20ヶ)

価格改定：

2010/9/1より価格改定： ￥33,000 ⇒ ￥30,000

2010/9/1より価格改定： ￥32,000 ⇒ ￥29,000

2010/9/1より価格改定： ￥34,500 ⇒ ￥31,500

廃番

2010/9/1より価格改定： ￥38,500 ⇒ ￥35,500

2012/4/1 より価格改定： ￥423,000 ⇒ ￥528,000

2012/4/1 より価格改定： ￥7,000 ⇒ ￥8,400

225 12-0392-63 オールテフロンPTFE製撹拌棒№256804 №7（09.9.1）

226 12-0390-50 テフロン®PTFEバキュームシール No.026501 №21（11.11.25）価格改定： ¥10,700¥10,000 ⇒

廃番
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226 12-0390-51 テフロン®PTFEバキュームシール No.026502 №21（11.11.25）

226 12-0390-52 テフロン®PTFEバキュームシール No.026503 №21（11.11.25）

226 12-0390-55 テフロン®撹拌シール No.026201 №21（11.11.25）

226 12-0390-56 テフロン®撹拌シール No.026202 №21（11.11.25）

226 12-0390-57 テフロン®撹拌シール No.026203 №21（11.11.25）

226 12-0390-58 テフロン®撹拌シール No.026204 №21（11.11.25）

226 12-0390-59 テフロン®撹拌シール No.026205 №21（11.11.25）

226 14-3400-90 テフロン®PTFE温度計ホルダー No.029901 №21（11.11.25）

226 14-3400-91 テフロン®PTFE温度計ホルダー No.029902 №21（11.11.25）

226 14-3400-92 テフロン®PTFE温度計ホルダー No.029903 №21（11.11.25）

226 14-3400-93 テフロン®PTFE温度計ホルダー No.029904 №21（11.11.25）

226 14-3400-94 テフロン®PTFE温度計ホルダー No.029905 №21（11.11.25）

226 14-3400-95 テフロン®PTFE温度計ホルダー No.029906 №21（11.11.25）

226 14-3400-96 テフロン®PTFE温度計ホルダー No.029907 №21（11.11.25）

226 14-3400-97 テフロン®PTFE温度計ホルダー No.029908 №21（11.11.25）

227 12-0302-10,12 スターラーPSタイプ №18（11.5.20）

228 12-0302-31 メカニカル制御撹拌機 RW20デジタル №36（14.1.28）

228 12-0302-32 メカニカル制御撹拌機 RW28ベーシック №36（14.1.28）

229 12-0302-20～23 撹拌機 RW11ベーシック/アクセサリー №28（12.12.25）

229 12-0302-20 電子制御撹拌機 RW11ベーシック №36（14.1.28）

229 12-0302-21 RW11用プレートスタンド R103 №19（11.7.25）

229 12-0302-22 パドル撹拌羽根 R1001 №36（14.1.28）

229 12-0302-23 スクリュー撹拌羽根 R1002 №36（14.1.28）

229 12-0302-25 電子制御撹拌機 RW16ベーシック №36（14.1.28）

228 12-0302-30 電子制御撹拌機 EUROSTARデジタル №24（12.5.25）

228 12-0302-30 電子制御攪拌機 EUROSTARデジタル №35（13.12.25）

228 12-0302-31 メカニカル制御撹拌機 RW20デジタル №24（12.5.25）

228 12-0302-31 撹拌機 RW20デジタル №28（12.12.25）

価格改定： ¥169,000

⇒

価格改定： ¥10,500 ⇒ ¥13,200
廃番

廃番

価格改定： ¥11,000 ⇒ ¥13,800

⇒ ¥66,200
価格改定： ¥216,000 ⇒ ¥270,000

廃番 ※後継機種はお問い合わせ下さい。

¥3,500¥3,250 ⇒

¥3,100 ⇒ ¥3,350

価格改定：

価格改定： ¥53,000

価格改定： ¥2,000

価格改定：

⇒ ¥2,150

価格改定： ¥1,450 ⇒ ¥1,550

価格改定： ¥2,200 ⇒ ¥2,350

価格改定： ¥1,500 ⇒ ¥1,600

価格改定： ¥1,250 ⇒ ¥1,350

価格改定： ¥1,300 ⇒ ¥1,400

価格改定： ¥5,200 ⇒ ¥5,550

価格改定： ¥7,200 ⇒ ¥7,700

価格改定： ¥4,600 ⇒ ¥4,900
価格改定： ¥4,800 ⇒ ¥5,150

¥26,750

¥4,400 ⇒ ¥4,700

価格改定： ¥11,000 ⇒ ¥11,800

価格改定：

表記変更： ⇒

⇒

価格改定：

¥25,000 ⇒

¥100,000

価格改定： ¥70,000 ¥53,000

廃番 ⇒ 代替： P.204掲載 12-0623-07 R104ｽﾀﾝﾄﾞ

在庫限りで廃番

表記変更： ⇒03005 04005

03005 04005

228 12-0302-32 IKAメカニカル制御撹拌機 RW28 本体（No.2760004） №18（11.5.20）

228 12-0302-32 撹拌機 RW28ベーシック №28（12.12.25）

229 12-0302-70～78 撹拌機用アクセサリー №28（12.12.25）

229 12-0302-70 撹拌4枚羽根φ50mm R1342 №36（14.1.28）

229 12-0302-71 撹拌4枚羽根φ100mm R1345 №36（14.1.28）

229 12-0302-72 撹拌3枚羽根φ45mm R1381 №36（14.1.28）

229 12-0302-73 溶解型撹拌羽根 R1300 №36（14.1.28）

229 12-0302-74 ボスヘッドクランプ R182 №36（14.1.28）

229 12-0302-75 ボスヘッドクランプ R271 №36（14.1.28）

229 12-0302-76 容器押さえ RH3 №36（14.1.28）

229 12-0302-77 プレートスタンド R1827 №36（14.1.28）

229 12-0302-78 H型スタンド R2722 №36（14.1.28）

230
12-0325-01

～12-0328-07
ポータブルミキサーA510（高速形）PSE対応 №18（11.5.20）

230
12-0329-01

～12-0332-07
ポータブルミキサーA520（中速形）PSE対応 №18（11.5.20）

231
12-0333-01

～12-0336-05
ポータブルミキサーA540（低速形）PSE対応 №18（11.5.20）

231
12-0337-01～

12
ポータブルミキサーA520V（無段変速形）PSE対応 №18（11.5.20）

232 12-0324-10 ポータブルミキサー用スタンド ZS-1 №18（11.5.20）

232 12-0324-10 ポータブルミキサー用スタンド ZS-1 №22（12.2.24）

232 12-0324-11 ポータブルミキサー用スタンド ZS-2 №18（11.5.20）

232 12-0324-11 ポータブルミキサー用スタンド ZS-2 №22（12.2.24）

232 12-0324-12 ポータブルミキサー用スタンド ZS-3 №18（11.5.20）

232 12-0324-12 ポータブルミキサー用スタンド ZS-3 №22（12.2.24）

232 12-0324-20 ポータブルミキサー用スタンド ZS-4 №22（12.2.24）

232 12-0324-21 ポータブルミキサー用スタンド ZS-5 №22（12.2.24）

232 12-0324-30 ユニバーサル・マウント №22（12.2.24）

236 12-8601-50～53 アスピレーター M型/SP型 №12（10.5.20）

価格改定： ¥28,500 ⇒ ¥36,700
価格改定： ¥72,000 ⇒ ¥86,400

価格改定： ¥11,000 ⇒ ¥13,800
価格改定： ¥12,000 ⇒ ¥15,500

価格改定： ¥22,300 ⇒ ¥27,900
価格改定： ¥4,900 ⇒ ¥6,400

価格改定： ¥13,500 ⇒ ¥16,900
価格改定： ¥26,300 ⇒ ¥32,800

価格改定： ¥5,200 ⇒ ¥6,500

価格改定：

価格改定： ¥27,300 ⇒ 御見積

御見積価格改定： ¥306,900 ⇒

¥259,000 ⇒ 御見積

御見積

価格改定：

御見積

価格改定： ¥109,500

¥102,700

⇒

⇒ 御見積

⇒

¥240,000

表記変更： ⇒

⇒

モデルチェンジ ⇒ 後継機種： A720、A725
価格、仕様等詳細はお問合わせ下さい

価格改定：

モデルチェンジ ⇒ 後継機種： A610、A615
価格、仕様等詳細はお問合わせ下さい

¥399,000

表記削除： 付属品 オリーブ管カテーテル
表記訂正： 付属品 ｼﾘｺﾝﾁｭｰﾌﾞ(長)100cm⇒130cm

モデルチェンジ ⇒ 後継機種： A640
価格、仕様等詳細はお問合わせ下さい

モデルチェンジ ⇒ 後継機種： A630
価格、仕様等詳細はお問合わせ下さい

表記削除 ⇒ 荷重MAX.（ｋｇ） 9

価格改定： ¥37,700

表記削除 ⇒ 荷重MAX.（ｋｇ） 9

表記削除 ⇒ 荷重MAX.（ｋｇ） 15

表記変更： ⇒03005 04005

03005 04005

236 12-8601-50～53 アスピレーター M型/SP型 №12（10.5.20）

236 12-8601-50 アスピレーター M型 M-20 №36（14.1.28）¥45,000 ⇒ ¥48,000価格改定：

表記訂正： 付属品 ｼﾘｺﾝﾁｭｰﾌﾞ(長)100cm⇒130cm
表記訂正： 付属品 ｼﾘｺﾝﾁｭｰﾌﾞ(短) 50cm⇒45cm
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236 12-8601-51 アスピレーター SP型 SP-20 №36（14.1.28）

236 12-8601-52 アスピレーター SP型 SP-30 №36（14.1.28）

236 12-8601-53 アスピレーター SP-40 №30（13.3.25）

236 12-8601-53 アスピレーター SP型 SP-40 №36（14.1.28）

236 12-8602-20 アスピレーター用ゴムソケット №20（11.9.26）

237 12-8000-41 吸引ポンプ JP-60 №33（13.8.26）

237 12-8000-42 吸引ポンプ JP-80 №33（13.8.26）

238 12-8000-01 オールテフロン真空ポンプ N810.3FT.18 №39（14.4.25）

238 12-8000-02 オールテフロン真空ポンプ N820.3FT.18 №39（14.4.25）

238 12-8000-03 オールテフロン真空ポンプ N840.3FT.18 №39（14.4.25）

238 12-8000-04 オールテフロン真空ポンプ N810FT.18 №39（14.4.25）

238 12-8000-05 オールテフロン真空ポンプ N820FT.18 №39（14.4.25）

238 12-8000-06 オールテフロン真空ポンプ N840FT.18 №39（14.4.25）

238 12-8000-07 オールテフロン真空ポンプ N840.1.2FT.18 №39（14.4.25）

238 12-8000-08 オールテフロン真空ポンプ N842.3FT.18 №39（14.4.25）

238 12-8000-09 オールテフロン真空ポンプ N820.3FT.40.18 №38（14.3.25）

238 12-8000-10 オールテフロン真空ポンプ N840.3FT.40.18 №39（14.4.25）

238 12-8000-15 ミニ真空ポンプ（シングルヘッド） N86KN.18 №39（14.4.25）

238 12-8000-16 ミニ真空ポンプ（シングルヘッド） N86KT.18 №39（14.4.25）

238 12-8280-10,11 電磁式ダイアフロムブロア TL-30/TL-40 №38（14.3.25）

238 12-8280-12 電磁式ダイヤフラムブロワ / TL-60 №8（09.11.20）

238 12-8280-13 電磁式ダイヤフラムブロワ / TL-80 №8（09.11.20）

238 12-8280-14 電磁式ダイヤフラムブロワ / TL-80H №8（09.11.20）

238 12-8280-15 電磁式ダイヤフラムブロワ / TL-100 №8（09.11.20）

239 12-8001-05～07 電磁駆動ダイアフラム方式真空ポンプ №27（12.11.26）

価格改定： ¥265,000 ⇒ ¥288,000

廃番

価格改定： ¥345,000 ⇒ ¥383,000

¥60,500 ⇒ ¥68,000

価格改定： ¥83,400 ⇒ ¥98,000

価格改定：

価格改定： ¥54,800 ⇒ ¥58,000

廃番

廃番⇒後継機種 12-8280-16 TM-60N \58,000
（仕様詳細はお問合せ下さい。）

価格改定： ¥197,000

取扱中止

廃番⇒後継機種 12-8280-18 TM-100N \73,000
（仕様詳細はお問合せ下さい。）

廃番⇒後継機種 12-8280-17 TM-80N \68,000
（仕様詳細はお問合せ下さい。）

2011/10/1 より価格改定： ￥170 ⇒ ￥200

価格改定：

廃番
廃番

吸引器本体寸法変更： 390×175×280
⇒ 500×175×280

¥163,000 ⇒ ¥177,000
⇒ ¥214,000

価格改定： ¥276,000 ⇒ ¥307,000
価格改定： ¥137,000 ⇒ ¥152,000
価格改定： ¥160,000 ⇒ ¥178,000
価格改定： ¥220,000 ⇒ ¥244,000
価格改定： ¥310,000 ⇒ ¥344,000
価格改定： ¥409,000 ⇒ ¥454,000

価格改定： ¥42,000 ⇒ ¥47,000
価格改定： ¥46,000 ⇒ ¥51,000

239 12-8001-10,11 DCモータ駆動ダイアフラム方式真空ポンプ №27（12.11.26）

240 12-8001-01,02 真空ポンプ №27（12.11.26）

240 12-8280-20～24 電磁駆動ダイアフラム方式ポンプ №27（12.11.26）

241 12-7811-12 真空ポンプ洗浄剤 4L / MH929-4 №29（13.2.25）

241 12-7811-13 真空ポンプ洗浄剤 18L / MH929-18 №29（13.2.25）

241 12-8000-30～34 リノコン真空ポンプ №27（12.11.26）

241 12-8000-39 廃液吸引ユニット №27（12.11.26）

242 12-8000-60～62 ユニモル®ポンプ №27（12.11.26）

242 12-8000-70～89 バイモル®ポンプ №27（12.11.26）

245 12-8104-53～64 マグネット駆動セントヒューガルポンプ / CP10～CP80 №15（10.11.20）

247 12-8103-10 マグネットギヤポンプ / MG204XPB17-10 №16（11.2.15）

247 12-8103-11 マグネットギヤポンプ / MG209XPB17-10 №16（11.2.15）

247 12-8103-12 マグネットギヤポンプ / MG213XPB17-10 №16（11.2.15）

248 12-8201-51～54 ケミカルハンディポンプ MHO-20シリーズ №15（10.11.20）

248 12-8201-85 バンパイア®ポンプ / EV38XV №16（11.2.15）

248 12-8201-86 バンパイア®ポンプ / EV38UL №16（11.2.15）

250 12-8201-33 ケミカルハンディポンプ / MH-316MR №15（10.11.20）

252 12-8201-63 ケミカルハンディミニ / MH-316MF №15（10.11.20）

252 12-8210-35 オートポンプ / TP-A1 №16（11.2.15）

252 12-8210-36 オートポンプ / TP-A2 №16（11.2.15）

253
24-0199-31,

33,35,37
薬液注入ユニット用タンク
NTS-03L・NT-051FL・NT-101FL・NT-201FL

№3（09.3.20）

256 12-9001-01 クラスピュア（純水器） C-1P卓上型 №19（11.7.25）

256 12-9001-02 クラスピュア（純水器） C-2P卓上型 №19（11.7.25）

256 12-9001-03 クラスピュア（純水器） C-1P №19（11.7.25）

256 12-9001-04 クラスピュア（純水器） C-2P №19（11.7.25）

256 12-9001-05 クラスピュア（純水器） C-5P №19（11.7.25）

256 12-9001-06 クラスピュア（純水器） C-10P №19（11.7.25）

取扱中止

取扱中止

（仕様表）標準流量訂正 ⇒ 5～40 ℓ/hr

モデルチェンジ（仕様詳細はお問合わせ下さい）
型番変更： TP-A1 ⇒ TP-10R

（仕様表）標準流量訂正 ⇒ 50～400 ℓ/hr

（仕様表）標準流量訂正 ⇒ 10～80 ℓ/hr

¥8,400

（仕様表）標準流量訂正 ⇒ 10～80 ℓ/hr

（仕様表）標準流量訂正 ⇒ 5～40 ℓ/hr

2011/4/1 より価格改定： ￥10,000 ⇒ ￥9,500

表記訂正： ●2000cp（ｷﾞﾔｵｲﾙ220番）・・・可能。
⇒ ●2000cp（ｷﾞﾔｵｲﾙ150番）・・・可能。

最大使用粘度訂正： 40cp ⇒ 70cp

吐出口径訂正： G1/2 ⇒ G1/2B

モデルチェンジ（仕様詳細はお問合わせ下さい）
型番変更： TP-A2 ⇒ TP-20R

2011/4/1 より価格改定： ￥18,000 ⇒ ￥16,500

⇒

取扱中止

¥20,000

取扱中止
取扱中止

型番変更 ⇒ MG209XPD17-10S

取扱中止

取扱中止

仕様追記⇒レベルゲージ付き

型番変更 ⇒ MG204XPD17-10S

廃番（代替品：CPMシリーズ 詳細はお問合わせ下さい）

⇒

型番変更 ⇒ MG213XPD17-10S

価格訂正： ¥7,800

（仕様表）標準流量訂正 ⇒ 25～200 ℓ/hr

価格訂正： ¥18,500

256 12-9001-06 クラスピュア（純水器） C-10P №19（11.7.25）

256 12-9001-07 クラスピュア（純水器） C-5S №19（11.7.25）

256 12-9001-08 クラスピュア（純水器） C-10S №19（11.7.25）

（仕様表）標準流量訂正 ⇒ 50～400 ℓ/hr

（仕様表）標準流量訂正 ⇒ 25～200 ℓ/hr

（仕様表）標準流量訂正 ⇒ 50～400 ℓ/hr
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256 12-9001-09 クラスピュア（純水器） C-20S №19（11.7.25）

256 12-9001-10 クラスピュア（純水器） C-30S №19（11.7.25）

256 12-9001-11 クラスピュア（純水器） C-40S №19（11.7.25）

259 12-2001-20 ポータブルクレーブ HPM-16 №24（12.5.25）

260 12-2001-23,24 コンパクトオートクレーブ HRSP&HRSシリーズ №11（10.4.15）

260 12-2404-02 HRSP&HRS用オプション ステンレス製丸型カスト №11（10.4.15）

260 12-2404-21 HRSP&HRS用オプション ステンレス製角型カスト №11（10.4.15）

260 12-2404-25 HRSP&HRS用オプション ステンレス製トレイ棚 №11（10.4.15）

263 22-5101-10～12 ハイローテンプテープ №30（13.3.25）

263 22-5101-20～22 ハイテンプ インディケーターテープ（乾熱滅菌用） №30（13.3.25）

263 22-5101-30～32 インディケーターテープ（オートクレーブ用） №30（13.3.25）

263 22-5101-40～49 インディケーターテープ（オートクレーブ用） №30（13.3.25）

263 22-5101-70,71 インディケーターテープ（オートクレーブ用） №30（13.3.25）

264 12-2405-01～08 オートクレーブ用紙袋 テープ方式 №14（10.8.20）

264 12-2405-01 オートクレーブ用紙袋 HM-17T №25（12.7.25）

264 12-2405-02 オートクレーブ用紙袋 HM-18T №25（12.7.25）

264 12-2405-04 オートクレーブ用紙袋 テープ方式 HM-23 №18（11.5.20）

264 12-2405-14 E.O.Gカード（E.Oガス滅菌用検知カード） / EO-1 №14（10.8.20）

264 12-2405-15～20
ハイブリッドメッキンバッグ

（※オートクレーブ用ロールバッグ代替
品）

№14（10.8.20）

264 12-2405-15 オートクレーブ用ロールバッグ HM-301 №6（09.7.1）

264 12-2405-16 オートクレーブ用ロールバッグ HM-302 №6（09.7.1）

264 12-2405-17 オートクレーブ用ロールバッグ HM-303 №6（09.7.1）

264 12-2405-18 オートクレーブ用ロールバッグ HM-304 №6（09.7.1）

（仕様表）標準流量訂正 ⇒ 100～800 ℓ/hr

製造中止⇒代替品：HM-1301（詳細はお問合せ下さい）

廃番 ※代替品はお問合わせ下さい。

廃番 （代替品あり）

廃番 ※代替品はお問合わせ下さい。

表記訂正： 1c/s入数 ⇒ 1c/s参考入数
表記訂正： 価格 ⇒ 価格 / 巻

（※カタログ記載価格は1巻の価格です）

表記訂正： 1c/s入数 ⇒ 1c/s参考入数
表記訂正： 価格 ⇒ 価格 / 箱

（※カタログ記載価格は1箱の価格です）

廃番

廃番

メーカー在庫限りで廃番

製造中止⇒代替品：HM-1304（詳細はお問合せ下さい）

表記訂正： 1c/s入数 ⇒ 1c/s参考入数
表記訂正： 価格 ⇒ 価格 / 箱

（※カタログ記載価格は1箱の価格です）

製造中止⇒代替品：HM-1302（詳細はお問合せ下さい）

製造中止⇒代替品：HM-1303（詳細はお問合せ下さい）

輸送費マーク追記
輸送費マーク追記

（仕様表）標準流量訂正 ⇒ 150～1200 ℓ/hr

（仕様表）標準流量訂正 ⇒ 200～1600 ℓ/hr

廃番

廃番

輸送費マーク追記
輸送費マーク追記
輸送費マーク追記

264 12-2405-18 オートクレーブ用ロールバッグ HM-304 №6（09.7.1）

264 12-2405-19 オートクレーブ用ロールバッグ HM-305 №6（09.7.1）

264 12-2405-20 オートクレーブ用ロールバッグ HM-306 №6（09.7.1）

265 12-2405-25～33 オートクレーブ用紙袋 シリンジ用 №37（14.2.25）

265 12-2405-34,35 オートクレーブ用紙袋 カテーテル・ゴム手袋用 №18（11.5.20）

265 12-2405-36～42 オートクレーブ用紙袋 小型汎用 №25（12.7.25）

265 12-2405-43 オートクレーブ用紙袋 小型汎用 HM-28 №18（11.5.20）

265 12-2405-44～47 オートクレーブ用紙袋 中型汎用 №25（12.7.25）

265 12-2405-48 オートクレーブ用紙袋 大型セット用 HM-31 №14（10.8.20）

265 12-2405-49,50 オートクレーブ用紙袋 大型セット用 №37（14.2.25）

266 12-2001-10 VERIFY™バイオロジカルインジケーター / S3060 №25（12.7.25）

267 12-2410-10～14 ピペット滅菌缶 №35（13.12.25）

267 12-2410-60 丁番付万能滅菌器 №21（11.11.25）

268 12-2501-18 殺菌灯付ロッカー多目的用 DM-SR №25（12.7.25）

271 35-0120-41 ハンディミストミニ SW-838-010 №18（11.5.20）

271 35-0120-81(新) アロクリンエース ポンプ付 1L 6本入り №18（11.5.20）

271 35-0120-90 アロクリンE 1L 6本入り №18（11.5.20）

272 35-0120-92 ミックスグリーンS 1ℓ （9本入） №7（09.9.1）

272 35-0120-93 ミックスグリーンS 4ℓ （4本入） №7（09.9.1）

273 12-7801-15 マルククリーンA 500cc×12本 №25（12.7.25）

274 12-7801-02 ポシュリー・アルファ1 20kg №25（12.7.25）

274 12-7801-03～05 ポシュリー・デルタ №25（12.7.25）

274 12-7801-03 ポシュリー・シェーター400 500ml×6本 №25（12.7.25）

274 12-7801-04 ポシュリー・シェーター400 4kg №25（12.7.25）

274 12-7801-05 ポシュリー・シェーター500 200ｇ×12本 №25（12.7.25）

274 12-7801-30 マルククリーンASL 2kg×6本 №25（12.7.25）

274 12-7801-31 マルククリーンASL 4kg×4本 №25（12.7.25）

275 12-7200-01 スピードウオッシャーⅡ №1（09.2.9）

表記変更： ⇒

⇒ ¥15,000

廃番

廃番

¥23,600 ¥27,000⇒
価格改定： ¥19,800 ⇒
価格改定：

価格改定： ¥17,000

品名変更 ⇒ ポシュリー・シェーター

⇒

入数変更： 6本 ⇒ 12本
価格改定： ￥15,000 ⇒ ￥19,800

価格改定： ¥18,000 ⇒

価格改定：

¥9,000

¥18,400

廃番

¥28,700 ⇒ ¥33,000

表記変更： ⇒
価格改定： ￥35,000 ⇒ ￥45,000

廃番

容量変更： 500cc ⇒ 400cc
価格改定： ￥18,700 ⇒ ￥15,000

価格改定：

¥14,850¥13,500

¥22,600

取扱中止

廃番

製造中止⇒代替品：HM-1307（詳細はお問合せ下さい）

外観変更： 上部に取手がついています。

廃番

⇒ ¥19,400

製造中止⇒代替品：HM-1304（詳細はお問合せ下さい）

図面内アーム寸法訂正：425ｍｍ⇒415ｍｍ

製造中止⇒代替品：HM-1305（詳細はお問合せ下さい）

廃番 （代替品あり）

廃番 （代替品あり）

価格改定：

￥18,900 ※ハンディミストHMⅡに使用可能。

廃番 ⇒ 後継機種：35-0120-80 (新規)
ハンディミストHMⅡ ￥16,600

03705 御見積

12505 13005

275 12-7200-01 スピードウオッシャーⅡ №1（09.2.9）

276 12-7200-01 スピードウォッシャーⅡ №12（10.5.20）

図面内アーム寸法訂正：425ｍｍ⇒415ｍｍ

価格改定： ¥195,000 ⇒ ¥135,000
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276 12-7200-09 スピードウォッシャー専用ブラシ SW-2017 №29（13.2.25）

277 12-7002-01～15 超音波洗浄器 №33（13.8.26）

278 12-7004-37 超音波洗浄器 SW5800 №20（11.9.26）

278 12-7004-38,39 極小パーツ用洗浄カゴ №39（14.4.25）

279 35-0602-56 強力スチームクリーナー SC-100 №31（13.4.25）

281 12-7601-01,02 木柄付ビーカー用ブラシ №33（13.8.26）

281 12-7601-01 木柄付きビーカー用ブラシ（大） №12（10.5.20）

281 12-7601-01 木柄付ビーカー用ブラシ （大） №38（14.3.25）

281 12-7601-02 木柄付きビーカー用ブラシ（小） №12（10.5.20）

281 12-7601-02 木柄付ビーカー用ブラシ （小） №38（14.3.25）

281 12-7602-01 ビュレット用ブラシ №12（10.5.20）

281 12-7602-01 ビュレット用ブラシ №38（14.3.25）

281 12-7603-01 ピペット用ブラシ （中） №38（14.3.25）

281 12-7603-02 ピペット用ブラシ（小） №12（10.5.20）

281 12-7603-02 ピペット用ブラシ （小） №38（14.3.25）

281 12-7604-01 細管用ブラシ（小） №12（10.5.20）

281 12-7604-01 細管用ブラシ （小） №38（14.3.25）

281 12-7605-01 試験管用ブラシ（大） №12（10.5.20）

281 12-7605-01 試験管用ブラシ （大） №38（14.3.25）

281 12-7605-02 試験管用ブラシ （中） №38（14.3.25）

281 12-7606-01 注射器用ブラシ 5ml用 №12（10.5.20）

281 12-7606-01 注射器用ブラシ 5mL用 №38（14.3.25）

281 12-7606-02 注射器用ブラシ 10ml用 №12（10.5.20）

281 12-7606-03 注射器用ブラシ 20ml用 №12（10.5.20）

281 12-7606-04 注射器用ブラシ 30ml用 №12（10.5.20）

281 12-7606-04 注射器用ブラシ 30mL用 №38（14.3.25）価格改定： ¥300 ⇒ ¥310

価格改定： ¥120 ⇒ ¥130

価格改定： ¥150 ⇒ ¥180

価格改定： ¥120 ⇒ ¥130

価格改定： ¥120 ⇒ ¥130

価格改定： ¥200 ⇒ ¥210

価格改定： ¥140 ⇒ ¥170

¥1,100

価格改定： ¥270 ⇒ ¥290

価格改定： ¥900 ⇒ ¥1,300

廃番
毛の種類： 豚毛 ⇒ 馬毛

廃番 ※後継機種はお問合わせ下さい。

寸法訂正： 全長 230、毛付 45、毛幅 45
⇒ 全長 240、毛付 50、毛幅 50

寸法訂正： 全長 450、毛付 70 ⇒ 全長 455、毛付 75

寸法訂正： 全長 270、毛付 70、毛幅 35
⇒ 全長 290、毛付 75、毛幅 40

寸法訂正： 全長 200、毛付 30 ⇒ 全長 205、毛付 35

寸法訂正： 毛幅 25 ⇒ 毛幅 30

寸法訂正： 全長 270、毛幅 30 ⇒ 全長 290、毛幅 35

寸法訂正： 毛付 110、毛幅 75 ⇒ 毛付 120、毛幅 80

寸法訂正： 全長 430 ⇒ 全長 440

価格改定： ¥860 ⇒

製品寸法訂正 ⇒ W153×D210×H122mm

寸法訂正： 全長 820 ⇒ 全長 840

全長訂正： 270mm ⇒ 150mm

寸法訂正： 毛付 130、毛幅 90 ⇒ 毛付 140、毛幅 95

2014/5/1 より価格改定： ￥5,600 ⇒ ￥6,500
2014/5/1 より表記変更： ⇒12005 12505

281 12-7606-04 注射器用ブラシ 30mL用 №38（14.3.25）

281 12-7606-05 注射器用ブラシ 50ml用 №12（10.5.20）

281 12-7606-05 注射器用ブラシ 50mL用 №38（14.3.25）

281 12-7606-06 注射器用ブラシ 100ml用 №12（10.5.20）

281 12-7606-06 注射器用ブラシ 100mL用 №38（14.3.25）

281 12-7607-01 両毛ブラシ 瓶洗1号（180ml用） №12（10.5.20）

281 12-7607-01 両毛ブラシ 瓶洗1号 №38（14.3.25）

281 12-7607-02 両毛ブラシ 瓶洗2号（360ml用） №12（10.5.20）

281 12-7607-02 両毛ブラシ 瓶洗2号 №38（14.3.25）

281 12-7607-03 両毛ブラシ 瓶洗3号（540ml用） №12（10.5.20）

281 12-7607-03 両毛ブラシ 瓶洗3号 №38（14.3.25）

281 12-7607-04 両毛ブラシ 瓶洗5号（900ml用） №12（10.5.20）

281 12-7607-04 両毛ブラシ 瓶洗5号 №38（14.3.25）

281 12-7607-05 両毛ブラシ 瓶洗10号（1,800ml用） №12（10.5.20）

281 12-7607-05 両毛ブラシ 瓶洗10号 №38（14.3.25）

281 12-7607-06 両毛ブラシ 瓶洗20号（3,600ml用） №12（10.5.20）

281 12-7609-01 竹ブラシ 直柄 295mm №9（10.2.2）

281 12-7609-02 竹ブラシ 曲柄 295mm №9（10.2.2）

281 12-7609-03 竹ブラシ 直柄 №12（10.5.20）

281 12-7609-03 竹ブラシ 直柄 235mm №38（14.3.25）

282 12-7610-01 ブラシ（ビニール巻） 瓶洗用1号 №12（10.5.20）

282 12-7610-01 ブラシ（ビニール巻） 瓶洗用1号 №38（14.3.25）

282 12-7610-02 ブラシ（ビニール巻） 瓶洗用2号 №12（10.5.20）

282 12-7610-03 ブラシ（ビニール巻） 瓶洗用3号 №12（10.5.20）

282 12-7610-04 ブラシ（ビニール巻） 瓶洗用5号 №12（10.5.20）

282 12-7610-04 ブラシ（ビニール巻） 瓶洗用5号 №38（14.3.25）

282 12-7610-05 ブラシ（ビニール巻） 瓶洗用10号 №12（10.5.20）

282 12-7610-05 ブラシ（ビニール巻） 瓶洗用10号 №38（14.3.25）

282 12-7610-06 ブラシ（ビニール巻） 瓶洗用20号 №12（10.5.20）

282 12-7610-06 ブラシ（ビニール巻） 瓶洗用20号 №38（14.3.25）

282 12-7610-10 ゲルベル乳脂計用ブラシ

価格改定： ¥980 ⇒ ¥1,000
価格改定： ¥550 ⇒ ¥630

価格改定： ¥460 ⇒ ¥490

価格改定： ¥530 ⇒ ¥580

価格改定： ¥80 ⇒ ¥90

価格改定： ¥200 ⇒ ¥240

価格改定： ¥370 ⇒ ¥430

価格改定： ¥450 ⇒ ¥510

価格改定： ¥300 ⇒ ¥310

価格改定： ¥330 ⇒ ¥340

価格改定： ¥400 ⇒ ¥430

価格改定： ¥170 ⇒ ¥200

価格改定： ¥300 ⇒ ¥310

価格改定： ¥340 ⇒ ¥380

寸法訂正： 毛付 120 ⇒ 毛付 160

寸法訂正： 全長 230 ⇒ 全長 235

表記訂正： 全長 295 ⇒ 310

表記訂正： 全長 295 ⇒ 310

寸法訂正： 毛付 100 ⇒ 毛付 140

寸法訂正： 毛付 120 ⇒ 毛付 160

寸法訂正： 全長 380、毛付 80 ⇒ 全長 370、毛付 100

寸法訂正： 毛付 80 ⇒ 毛付 110

寸法訂正： 全長 430、毛付 90 ⇒ 全長 440、毛付 120

寸法訂正： 毛付 90 ⇒ 毛付 110

寸法訂正： 全長 270、毛付 55 ⇒ 全長 280、毛付 60

寸法訂正： 全長 320、毛付 70 ⇒ 全長 315、毛付 85

寸法訂正： 全長 280、毛付 80、毛幅 40
⇒ 全長 290、毛付 90、毛幅 45

寸法訂正： 全長 310 ⇒ 全長 330

寸法訂正： 全長 320、毛付 70 ⇒ 全長 315、毛付 90

寸法訂正： 全長 270、毛付 55 ⇒ 全長 280、毛付 60

寸法訂正： 全長 530、毛付 100 ⇒ 全長 535、毛付 120

282 12-7610-10 ゲルベル乳脂計用ブラシ №38（14.3.25）

282 12-7611-01 ブラシ（ナイロン製糸巻） 小 350mm №9（10.2.2）

価格改定： ¥550 ⇒ ¥630

表記訂正： 全長 350 ⇒ 400
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282 12-7611-01 ブラシ（ナイロン製糸巻） 小 №12（10.5.20）

282 12-7611-01 ブラシ（ナイロン製糸巻） 小 №38（14.3.25）

282 12-7611-02 ブラシ（ナイロン製糸巻） 中 460mm №9（10.2.2）

282 12-7611-02 ブラシ（ナイロン製糸巻） 中 №12（10.5.20）

282 12-7611-02 ブラシ（ナイロン製糸巻） 中 №38（14.3.25）

282 12-7611-03 ブラシ（ナイロン製糸巻） 大 560mm №9（10.2.2）

282 12-7611-03 ブラシ（ナイロン製糸巻） 大 №12（10.5.20）

282 12-7611-03 ブラシ（ナイロン製糸巻） 大 №38（14.3.25）

282 12-7612-01 試験管用ブラシ（ビニール巻） 中 №38（14.3.25）

282 12-7612-02 試験管用ブラシ（ビニール巻） 大 №12（10.5.20）

282 12-7612-02 試験管用ブラシ（ビニール巻） 大 №38（14.3.25）

282 12-7614-01 ワイヤーブラシ №12（10.5.20）

282 12-7614-01 ワイヤーブラシ 12本入り №38（14.3.25）

282 12-7614-02 真鍮ブラシ №12（10.5.20）

282 12-7614-02 真鍮ブラシ 12本入り №38（14.3.25）

282 12-7615-01 小判型手洗ブラシ（豚毛） №33（13.8.26）

282 12-7615-02 小判型7行真鍮ブラシ №12（10.5.20）

282 12-7615-02 小判型7行真鍮ブラシ №38（14.3.25）

282 12-7615-03 角形手洗ブラシ（豚毛） №12（10.5.20）

282 12-7615-03 角型手洗ブラシ №38（14.3.25）

282 12-7615-04 角型ナイロンブラシ №38（14.3.25）

283 12-7652-12 ピカ君 RD826 №3（09.3.20）

283 12-7652-30 高温グリッドホルダー / No.482 №9（10.2.2）

283 12-7652-31 パッド / No.82 №9（10.2.2）

284 12-7630-01 ハケ（やぎ毛） 小 №38（14.3.25）

284 12-7630-02 ハケ（やぎ毛） 中 №38（14.3.25）

284 12-7630-03 ハケ（やぎ毛） 大 №38（14.3.25）

284 12-7630-08 薬品ハケ（ナイロン毛） 小 №38（14.3.25）

価格改定： ¥640 ⇒ ¥560
価格改定： ¥650 ⇒ ¥630

価格改定： ¥500 ⇒ ¥450
価格改定： ¥540 ⇒ ¥480

価格改定： ¥660 ⇒ ¥940
価格改定： ¥820 ⇒ ¥1,000

¥2,160

価格改定： ¥700 ⇒ ¥800

寸法訂正： 145×65×20 ⇒ 145×55×20

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

⇒ ¥410

価格改定： ¥360 ⇒ ¥450

寸法訂正： 毛付 110 ⇒ 毛付 130

価格改定：

廃番

寸法訂正： 毛付 95、毛幅 80 ⇒ 毛付 100、毛幅 65

寸法訂正： 90×50×18 ⇒ 110×45×18

寸法訂正： 全長 230、毛付 45、毛幅 45
⇒ 全長 240、毛付 50、毛幅 50

表記訂正： 全長 460 ⇒ 520

寸法訂正： 毛付 130 ⇒ 毛付 160

寸法訂正： 毛付 20 ⇒ 毛付 85

廃番

価格改定： ¥2,100 ⇒

¥330

寸法訂正： 全長 235、毛付 18 ⇒ 全長 240、毛付 70

表記訂正： 全長 560 ⇒ 610

製造中止⇒代替品：ピカ王KE-007 113×250×40㎜

廃番

284 12-7630-08 薬品ハケ（ナイロン毛） 小 №38（14.3.25）

284 12-7630-09 薬品ハケ（ナイロン毛） 中 №38（14.3.25）

284 12-7631-01～03 万能ハケ（豚毛） №9（10.2.2）

284 12-7631-01 万能ハケ（豚毛） 小 №38（14.3.25）

284 12-7631-02 万能ハケ（豚毛） 中 №38（14.3.25）

284 12-7631-03 万能ハケ（豚毛） 大 №38（14.3.25）

285 12-7613-10 多目的ブラシ №29（13.2.25）

285 12-7613-11 伸縮型ポット洗いブラシ №9（10.2.2）

285 12-7613-12 スワンコップ洗いブラシ №9（10.2.2）

285 12-7613-12 スワンコップ洗い（ブラシ） №34（13.10.25）

285 12-7613-13 ゴッシュビン洗いソフト №24（12.5.25）

285 12-7613-14 ゴッシュカップクリーンブラシ №9（10.2.2）

286 24-0150-10 スプレー瓶 100ml / GH-100 №23（12.4.25）

286 24-0150-14,15 スプレー瓶 GSタイプ（GS-500、GS-1000） №23（12.4.25）

286 24-0501-01 テフロン®PFA細口洗浄瓶 100ml / No.19401 №35（13.12.25）

286 24-0501-04 テフロン®PFA細口洗浄瓶 1000ml / No.19404 №35（13.12.25）

286 24-0501-10 テフロン®PFA広口洗浄瓶 100ml / No.19601 №35（13.12.25）

286 24-0501-13 テフロン®PFA広口洗浄瓶 1000ml / No.19604 №35（13.12.25）

287 10-1345-20,21 乾燥機付器具保管庫 №15（10.11.20）

287 10-1345-20,21 乾燥機付器具保管庫 №17（11.3.25）

288 10-1345-10,11 器具保管庫 ＧＫ-500Ｃ/ＧＫ-220Ｃ №4（09.4.20）

289 12-5501-45,46 ウインドドライ №25（12.7.25）

290 12-7720-01～03 水切りカゴ №8（09.11.20）

290 12-7721-10 角カゴ 浅型 小 №19（11.7.25）

290 12-7721-11 角カゴ 浅型 中 №19（11.7.25）

290 12-7721-12 角カゴ 浅型 大 №19（11.7.25）

290 12-7721-20 角カゴ 深型 小 №19（11.7.25）

290 12-7721-21 角カゴ 深型 中 №19（11.7.25）

価格改定： ¥1,140 ⇒ ¥1,150
価格改定： ¥1,260 ⇒ ¥1,500

価格改定： ¥1,000 ⇒ ¥920

価格改定： ¥860 ⇒ ¥880

価格改定： ¥650 ⇒ ¥630

廃番

仕様訂正： ●温風:最長6時間（5Hz）/5時間（60Hz）
⇒ ●温風:最長6時間（50Hz）/5時間（60Hz）

メーカー在庫限りで一時販売中止
メーカー在庫限りで一時販売中止

価格改定：

柄部形状変更

廃番

⇒ ¥1,000

メーカー在庫限りで一時販売中止
メーカー在庫限りで一時販売中止

¥570 ¥600価格改定：

⇒ ¥450

価格改定： ⇒ ¥750

¥895

⇒

価格改定： ¥1,250 ⇒ ¥1,350

価格改定： ¥400

¥900

⇒ ¥950価格改定：

⇒ ¥900¥800価格改定：

¥720

価格改定：

保護装置変更： ﾋｰﾀｰ・ﾓｰﾀ-用温度ﾋｭｰｽﾞ（121℃）
⇒ ﾋｰﾀｰ・ﾓｰﾀ-用温度ﾋｭｰｽﾞ（119℃）

電気容量変更： AC100V 5A ⇒ AC100V 6A

柄の色： 赤色 ⇒ 紺色

¥700

カラー変更：グリーン ⇒ ブルー

写真変更： （写真の容器本体部） 白色
⇒ ナチュラル色

輸送費マーク追記

廃番

形状変更 ⇒ ガン形状変更（後部）

⇒ ¥950

290 12-7721-21 角カゴ 深型 中 №19（11.7.25）

290 12-7721-22 角カゴ 深型 大 №19（11.7.25）

290 12-7721-30 水切りカゴ No.101430 №19（11.7.25）価格改定： ¥1,850 ⇒

価格改定：

¥895

¥1,450 ⇒

¥2,000

⇒ ¥950

¥1,550

価格改定：
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290 12-7721-40 水切りカゴ No.102300 №19（11.7.25）

292 12-5501-33 ドライラックDR №15（10.11.20）

293 12-7701-06 ステンレス洗浄カゴ（角型） 角40 №9（10.2.2）

293 12-7710-10～11 角型万能ザル 深型 / No.6L、No.8L №16（11.2.15）

293 12-7710-12 角型万能ザル 深型No.10L №29（13.2.25）

294 12-7713-01～06 万能ザル №7（09.9.1）

294 12-7713-02 万能ザル №25 №7（09.9.1）

294 12-7713-03 万能ザル №30 №7（09.9.1）

294 12-7724-01,02 テラカーゴ №17（11.3.25）

294 12-7724-01 テラカーゴ 大 №17（11.3.25）

294 12-7724-01 テラカーゴ 大 №19（11.7.25）

294 12-7724-02 テラカーゴ 小 №19（11.7.25）

295 12-5001-01 防爆乾燥機 DTI-1A-230XO №22（12.2.24）

295 12-5001-01 防爆乾燥機 DTI-1A-230H №37（14.2.25）

295 12-5001-02 防爆インキュベータ DTI-1A-230X №22（12.2.24）

296 12-5711-06 スーパークリーンドライ / SCD-1106-01 №12（10.5.20）

296 12-5711-07 スーパークリーンドライ / SCD-1106-02 №12（10.5.20）

296 12-5711-08 スーパードライHEPAクリーンシリーズ / SDC-1206-05 №12（10.5.20）

296 12-5711-08 スーパードライ HEPAクリーンシリーズ SDC-1206-02X №26（12.9.25）

296 12-5711-09 スーパードライHEPAクリーンシリーズ / SDC-1204-05 №12（10.5.20）

価格改定： ¥3,550,000 ⇒ ¥3,450,000

¥1,600価格改定： ¥1,500

型番変更： DTI-1A-230XO ⇒ DTI-1A-230H
仕様変更詳細はお問合わせ下さい

型番変更： DTI-1A-230X ⇒ DTI-1A-230RH
仕様変更詳細はお問合わせ下さい

価格改定： ¥1,700 ⇒ ¥1,850

¥37,000

表記訂正： ⇒

⇒

価格改定：

（大）：ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ
材質訂正： ●ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ ⇒ （小）：ﾎﾟﾘﾌﾟﾛﾋﾟﾚﾝ

ﾊﾝﾄﾞﾙ部：ｱﾙﾐ

価格改定：

価格改定：

¥3,000 ⇒ ¥3,200

外寸変更： 448×328×270 ⇒ 448×328×288

¥1,800

ﾓﾃﾞﾙﾁｪﾝｼﾞ ⇒ 代替品：SDC-1204-02X ￥898,000
（詳細はお問合わせ下さい）

⇒

寸法訂正： 400×400×400 ⇒ 400×400×300

上部両サイドに取手付き（手付き）

⇒

¥1,900

⇒

ﾓﾃﾞﾙﾁｪﾝｼﾞ ⇒ 代替品：SDC-1206-02X ￥918,000
（詳細はお問合わせ下さい）

¥2,300

¥31,000

ﾓﾃﾞﾙﾁｪﾝｼﾞ ⇒ 代替品：SD-1106-01T ￥758,000
（詳細はお問合わせ下さい）

価格改定：

廃番

外形寸法訂正： W335 ⇒ W355

型番変更： SDC-1206-02X ⇒ SDC-1206-01X
仕様詳細はお問合わせ下さい。

型番変更： SDC-1204-02X ⇒ SDC-1204-01X

¥2,600

12005 12505

296 12-5711-09 スーパードライ HEPAクリーンシリーズ SDC-1204-02X №26（12.9.25）

296 12-5711-10 スーパードライ / SD-1106-02A №12（10.5.20）

296 12-5711-11 スーパードライ / SD-1104-02A №12（10.5.20）

296 12-5711-12 スーパードライ / SD-702-02 №12（10.5.20）

297 12-5711-13 スーパードライ / SD-302-02A №12（10.5.20）

297 12-5711-14 スーパードライ / SD-151-02A №12（10.5.20）

297 12-5711-15 スーパードライ / SD-502-02 №12（10.5.20）

297 12-5711-16 スーパードライ / SD-252-02A №12（10.5.20）

297 12-5711-22 オートドライ / ED-508A №12（10.5.20）

297 12-5711-21 オートドライ / ED-268A №12（10.5.20）

298 12-5702-61 N2ｶﾞｽ置換4室独立デシケーター/N-1804C №1（09.2.9）

298 12-5702-61 N2ガス置換4室独立デシケーター / N-1804CX №15（10.11.20）

298 12-5702-77 N2ガス置換用パーツ プロテクター / P-40 №15（10.11.20）

298 12-5702-81 デシケーターオプションパーツ 鍵付パチン錠 / CC-83 №41（14.8.25）

298 12-5702-82 デシケーターオプションパーツ 壁取付け金具 / L-1 №41（14.8.25）

300 12-5750-20 デシケーター TW-15 №14（10.8.20）

300 12-5750-20 デシケーター TW-15 №35（13.12.25）

300 12-5750-21 TW-15用追加棚板 \6,000 №1（09.2.9）

300 12-5751-20 デシケーター TB-9W №35（13.12.25）

300 12-5751-20 デシケーター TB-9W №14（10.8.20）

300 12-5751-21 TB-9W用追加棚板 \5,600 №1（09.2.9）

301 12-5750-10 デシケーター TG-10 №35（13.12.25）

取扱中止
取扱中止

¥120,000¥110,000

価格改定： ¥230,000 ⇒ ¥240,000

価格改定：

⇒

¥165,000 ⇒ ¥169,000

仕様訂正： [流量計] 0～0.5ℓ/min ⇒ 0～5ℓ/min

廃番

仕様変更（詳細はお問合わせ下さい）

価格改定：

本体内寸法変更： W980 ⇒ W960

ﾓﾃﾞﾙﾁｪﾝｼﾞ ⇒ 代替品：SD-1106-01X ￥748,000
（詳細はお問合わせ下さい）

ﾓﾃﾞﾙﾁｪﾝｼﾞ ⇒ 代替品：SD-302-01X ￥348,000
（詳細はお問合わせ下さい）

ﾓﾃﾞﾙﾁｪﾝｼﾞ ⇒ 代替品：SD-151-01X ￥228,000
（詳細はお問合わせ下さい）

仕様変更（詳細はお問合わせ下さい）

ﾓﾃﾞﾙﾁｪﾝｼﾞ ⇒ 代替品：SD-252-01X ￥328,000
（詳細はお問合わせ下さい）

本体内寸法変更： W980×D485×H710(1室型)
⇒ (W460×D480×H710)×2

ﾓﾃﾞﾙﾁｪﾝｼﾞ ⇒ 代替品：SD-502-01X ￥398,000
（詳細はお問合わせ下さい）

ﾓﾃﾞﾙﾁｪﾝｼﾞ ⇒ 代替品：SD-702-01X ￥528,000
（詳細はお問合わせ下さい）

価格訂正 ⇒ \6,000

型番訂正 ⇒ N-1804CX

ﾓﾃﾞﾙﾁｪﾝｼﾞ ⇒ 代替品：SDC-1104-01X ￥738,000
（詳細はお問合わせ下さい）

製品コード訂正⇒12-5751-30、12-5751-32

型番変更： SDC-1204-02X ⇒ SDC-1204-01X
仕様詳細はお問合わせ下さい。

価格訂正 ⇒ \5,600

301 12-5750-30,-32 デジケーターＴＢ-８、同ステンレス棚板 №2（09.3.20）

301 12-5751-10 デシケーター TB-9 №35（13.12.25）価格改定： ¥138,000 ⇒ ¥147,000

製品コード訂正⇒12-5751-30、12-5751-32
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301 12-5751-30 デシケーター TB-8 №35（13.12.25）

303 12-5731-01 デシケーター / S-40 №15（10.11.20）

303 12-5751-40 デシケーター TB-7 №35（13.12.25）

303 12-5751-50 デシケーター TB-6 №35（13.12.25）

303 12-5751-60,61 デシケーター TG №14（10.8.20）

303 12-5751-61 TG用ステンレス製棚板 （追加棚板） №14（10.8.20）

305 12-5732-10,20 デシケーター （D-BOX、E-BOX） №21（11.11.25）

305 12-5753-10 ポリカデシケーター コック付 / PC-210K №10（10.3.17）

305 12-5753-11 ポリカデシケーター コック付 / PC-250K №10（10.3.17）

305 12-5753-14 ポリカデシケーター210/210K用プレート №11（10.4.15）

305 12-5753-15 ポリカデシケーター250/250K用プレート №11（10.4.15）

305 12-5753-25 ポリカデシケーター ミニ コック付 / PC-150K №10（10.3.17）

306 12-5765-11 真空デシケーター V-1 №35（13.12.25）

306 12-5765-12 真空デシケーター V-2 №35（13.12.25）

306 12-5765-13 真空デシケーター V-3 №35（13.12.25）

306 12-5765-14 真空デシケーター V-4 №35（13.12.25）

307 12-5765-15 真空デシケーター V-5 №35（13.12.25）

307 12-5765-16 真空デシケーター V-6 №35（13.12.25）

307 12-5765-17 真空デシケーター V-45 №35（13.12.25）

307 12-5765-20 円筒型デシケーター MV-20 №35（13.12.25）

307 12-5765-21 円筒型デシケーター MV-30 №35（13.12.25）

308 12-5765-30～41 真空サンプリングBOX №11（10.4.15）

価格改定： ¥31,000 ⇒ ¥33,600
価格改定： ¥55,000 ⇒ ¥58,000

価格改定： ¥62,000 ⇒ ¥71,500
価格改定： ¥400,000 ⇒ ¥480,000

価格改定： ¥115,000 ⇒ ¥132,400
価格改定： ¥114,000

価格改定： ¥155,000 ⇒ ¥178,000
価格改定： ¥198,000

価格改定： ¥55,000 ⇒ ¥60,000

価格改定：

外寸法変更 ⇒ W310×D360×H430mm
内寸法変更 ⇒ W253×D313×H358mm
本体部重量変更 ⇒ 約4kg（除湿ﾕﾆｯﾄ900ｇ含む）
除湿ﾕﾆｯﾄ部重量変更 ⇒ 約900ｇ

⇒ ¥3,300

¥73,000 ⇒ ¥82,000

価格改定： ¥54,000 ⇒ ¥63,600

価格改定：

価格改定： ￥56,000 ⇒ ￥50,000
材質変更（本体・棚板・扉枠・ｼﾘｶｹﾞﾙ容器）：

ｽﾃﾝﾚｽSUS304 ⇒ ｽﾃﾝﾚｽSUS430

表記削除： ●PC-150Kは・・・・接続できます。
材質変更： コック材質 樹脂 ⇒ 真鍮（ﾉｽﾞﾙ径φ9mm）

表記訂正(扉)： 片開き式 ⇒ 下部収納式、留め金
ﾛｯｸ式

⇒

価格改定： ¥2,000

¥1,500

表記訂正： TG用ステンレス製棚板
⇒ TG用透明アクリル製棚板

価格改定：

材質変更： コック材質 樹脂 ⇒ 真鍮（ﾉｽﾞﾙ径φ9mm）

¥78,000 ⇒ ¥90,000

⇒ ¥229,000

⇒ ¥130,000

廃番 ⇒ 後継機種（仕様等詳細はお問合せ下さい）

¥2,200

材質変更： コック材質 樹脂 ⇒ 真鍮（ﾉｽﾞﾙ径φ9mm）

308 12-5765-30～41 真空サンプリングBOX №11（10.4.15）

308 12-5765-42 携帯用バキュームポンプ 9161 №21（11.11.25）

311 14-1311-54 スーパーフロストスライドグラス アクア / S2446 №8（09.11.20）

311 14-1311-55 スーパーフロストスライドグラス ラベンダー / S2447 №8（09.11.20）

311 14-1311-56 スーパーフロストスライドグラス ベージュ / S2448 №8（09.11.20）

312 14-1380-20 プレパラート標本箱（木製） / P-100BOX №9（10.2.2）

312 14-1380-20 プレパラート標本箱（木製） M-100 №25（12.7.25）

312 14-1380-21 プレパラート標本箱（木製） / P-50BOX №9（10.2.2）

312 14-1380-21 プレパラート標本箱（木製） M-50 №25（12.7.25）

312 14-1380-22 プレパラート標本箱（木製） / P-20BOX №9（10.2.2）

312 14-1380-22 プレパラート標本箱（木製） M-20 №25（12.7.25）

312 14-1380-23 プレパラート標本箱（木製） / P-10BOX №9（10.2.2）

312 14-1380-23 プレパラート標本箱（木製） M-10 №25（12.7.25）

312 14-1380-24 プレパラート標本箱（木製） 鉱物用BOX №25（12.7.25）

312 14-1380-30,31 プレパラート標本箱（プラスチック製） №34（13.10.25）

313 14-1201-20 染色バット 縦型5枚用 №19（11.7.25）

313 14-1201-21 染色バット 縦型10枚用 №18（11.5.20）

313 14-1201-22 染色バット 縦型15枚用 仕切りなし №19（11.7.25）

313 14-1201-23 染色バット 縦型30枚用 №25（12.7.25）

313 14-1201-31 染色バット用金具 20枚用 №25（12.7.25）

314 14-1201-10 染色バット（横型） No.351 №38（14.3.25）

314 14-1201-11 染色バット No.353 №38（14.3.25）

314 14-1201-13 染色バット（縦型） No.355 №38（14.3.25）

315 14-0104-25,26 大型生物顕微鏡 CST №19（11.7.25）

316 14-0104-35,36 小型生物顕微鏡 KCL-LED/KCL-LED6 №38（14.3.25）

316 14-0104-37,38 小型生物顕微鏡 MK/MK-6 №38（14.3.25）

316 14-0104-39 小型生物顕微鏡 MICROSCOPE 400 LED №14（10.8.20）

317 14-0104-55～58 変倍式実体顕微鏡＜双眼＞NSW-Lシリーズ №27（12.11.26）

317 14-0104-55 変倍式実体顕微鏡 NSW-20L №14（10.8.20）

317 14-0104-58 変倍式実体顕微鏡 NSW-60L №19（11.7.25）

廃番

価格改定： ¥1,300 ⇒ ¥1,400

廃番

価格改定： ¥1,600 ⇒ ¥1,700
価格改定： ¥2,300 ⇒ ¥2,200

¥1,100

価格改定： ¥950

¥32,000

価格改定： ¥900

廃番

価格改定： ¥1,200

価格改定： ¥5,700

⇒

⇒ ¥980

⇒ ¥6,400

¥1,200 ⇒ ¥1,300

¥1,700

⇒

価格改定： ¥1,500

¥800

⇒

⇒

⇒

総合倍率（実視野）訂正： 20×（φ0.5mm）

総合倍率(実視野) 10×-30×(φ23mm-φ7.7mm)
⇒ 10×-20×(φ23mm-φ11.5mm)

価格改定：

在庫限りで廃番

¥1,200 ⇒

価格改定： ¥1,300 ⇒ ¥1,350

¥1,500

型番変更： P-100BOX ⇒ M-100

¥30,000

型番変更： P-10BOX ⇒ M-10

¥1,800 ¥1,650

¥1,800

表記削除 ⇒ ※定電流点滅・・・ご利用下さい。

¥1,400

⇒

廃番

型番変更： P-20BOX ⇒ M-20

価格改定：

価格改定：

型番変更： P-50BOX ⇒ M-50

仕様変更： 重量 約0.35kg(本体) ⇒ 約0.4kg(本体)

廃番

価格改定：

価格改定：

ｶﾞｽ置換対応 携帯真空ｻﾝﾌﾟﾘﾝｸﾞﾎﾞｯｸｽ

廃番

317 14-0104-58 変倍式実体顕微鏡 NSW-60L №19（11.7.25）
⇒ 20×（φ11.5mm）
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318 14-0104-43 小型実体顕微鏡 MSC-LED №19（11.7.25）

318 14-0104-44 中型実体顕微鏡 CBSBL-40 №19（11.7.25）

318 14-0104-45,46 ズーム式実体顕微鏡（双眼タイプ） №17（11.3.25）

319 14-0104-06 正立顕微鏡 CDM-L №30（13.3.25）

320 14-0101-01 携帯型双眼実体顕微鏡 ファーブル №27（12.11.26）

320 14-0101-02 携帯型双眼実体顕微鏡用シャーレホルダー №27（12.11.26）

320 14-0101-03 携帯型双眼実体顕微鏡用Bプレート（黒） №27（12.11.26）

320 14-0101-04 携帯型双眼実体顕微鏡用クレンメル №27（12.11.26）

320 14-0101-05 携帯型双眼実体顕微鏡 ファーブルミニ №27（12.11.26）

321 14-0103-36 顕微鏡 / M-M600 №15（10.11.20）

321 14-0103-37 顕微鏡 / M-W3 №15（10.11.20）

322 14-1590-43 光ファイバーライトガイド ＦＧＳ6Ｓ500/500㎜ №5（09.5.26）

322 14-1590-44 光ファイバーライトガイド ＬＦＧＢ6Ｓ500/500㎜ №5（09.5.26）

324 14-1591-25 テクノエンドスコープ UK-35 №36（14.1.28）

324 14-1591-26 テクノエンドスコープ用コネクトコード / CC-230 №36（14.1.28）

324 14-1591-27 テクノエンドスコープ用バッテリーハンドル / BH-370 №36（14.1.28）

324 14-1591-28 テクノエンドスコープ用キャリングケース / C-522 №36（14.1.28）

324 14-1591-36 90度側視アダプタ / TE-415 №36（14.1.28）

325 14-0104-65 パソコンUSBマイクロスコープ / XR9510 №6（09.7.1）

325 14-0104-66 オプションレンズ 100倍 / XR9510-1 №6（09.7.1）

325 14-0104-67 オプションレンズ 200倍 / XR9510-2 №6（09.7.1）

325 14-0104-68 専用スタンド / XR9510-3 №6（09.7.1）

325 14-0104-69 等倍（0～10倍）レンズ / XR9510-4 №6（09.7.1）

325 14-0104-72,73 テレビルーペ スタンド式 №38（14.3.25）

325 14-0104-74 テレビルーペ専用4型カラー液晶モニター №6（09.7.1）

326 14-1591-55 携帯用小形熱画像カメラ CPA-0150 №20（11.9.26）

327 14-1511-12 ペン型マイクロスコープ / M-S20 №7（09.9.1）

327 14-1511-13 ペン型マイクロスコープ / M-S30 №7（09.9.1）

廃番

価格改定： ¥19,600 ⇒ ¥22,000

価格改定： ¥12,800 ⇒ ¥14,000
価格改定： ¥24,000 ⇒ ¥26,600

¥11,000
価格改定： ¥343,000 ⇒ ¥382,000

取扱中止
取扱中止

取扱中止

写真の型番訂正： DSZ-44IF ⇒ DSZ-44PF

取扱中止
取扱中止

メーカー在庫限りで廃番

付属品変更： ﾀﾞｽﾄｶﾊﾞｰ、ｽﾍﾟｱ電球、ｼｮﾙﾀﾞｰｹｰｽ
⇒ ダストカバー、ショルダーケース

廃番

廃番

製造中止⇒代替品：XR9540-2（詳細はお問合せ下さい）

価格訂正： ￥88,000 ⇒ ￥33,600

廃番

価格改定： ¥10,000 ⇒

製造中止 ※後継機種はお問合わせ下さい。

製造中止⇒代替品：XR9540-4（詳細はお問合せ下さい）

倍率訂正： 100倍 200倍 300倍 ⇒ 100倍 300倍 600倍

電源変更： 単3電池2個 ⇒ 単2電池2個

製造中止⇒代替品：XR9540-1（詳細はお問合せ下さい）

廃番

製造中止⇒代替品：XR9540（詳細はお問合せ下さい）

価格訂正： ￥53,700 ⇒ ￥14,700

廃番

327 14-1511-13 ペン型マイクロスコープ / M-S30 №7（09.9.1）

327 14-1511-14 ペン型マイクロスコープ M-S50 №29（13.2.25）

327 14-1511-16 高性能ペン型マイクロスコープ / M-S55 №15（10.11.20）

327 14-1511-18 高性能ペン型マイクロスコープ / M-S100 №15（10.11.20）

327 14-1511-19 ライト付きポケット顕微鏡 M-31 №28（12.12.25）

327 14-1589-89 遠近両用単眼鏡 / F-616 №15（10.11.20）

327 14-1589-90 遠近両用単眼鏡 / F-412 №15（10.11.20）

327 14-1589-90 遠近両用単眼鏡 F-412 №19（11.7.25）

327 14-1589-91 遠近両用単眼鏡 / F-820 №15（10.11.20）

327 14-1589-92 マイクロスタンド / F-100S №15（10.11.20）

327 14-1589-92,93 マイクロスタンド №19（11.7.25）

327 14-1589-93 マイクロスタンド / F-101S №15（10.11.20）

328 14-1530-31～33 マイクロスコープNo.2008-75交換用スケール板 №24（12.5.25）

328 14-1530-41～43 マイクロスコープNo.2008-100交換用スケール板 №24（12.5.25）

328 14-1530-50 ピーク・ワイド・スタンドマイクロスコープ No.2034-20 №24（12.5.25）

328 14-1530-51 ピーク・ワイド・スタンドマイクロスコープ No.2034-40 №24（12.5.25）

328 14-1530-52 ピーク・ワイド・スタンドマイクロスコープ No.2034-60 №24（12.5.25）

328 14-1530-53 ピーク・ワイド・スタンドマイクロスコープ No.2034-100 №24（12.5.25）

329 14-1533-10 ピークスケールルーペ 15× / No.2016 №24（12.5.25）

329 14-1535-10 ピークスケールルーペ 7× / No.1975 №24（12.5.25）

330 14-1500-10～14 ラウンドルーペ SKK-F №24（12.5.25）

330 14-1500-13 ラウンドルーペ SKK-F 8倍 №24（12.5.25）

330 14-1500-14 ラウンドルーペ SKK-F 10倍 №24（12.5.25）

332 14-1511-10,11 ピーク・ポケットマイクロスコープ №24（12.5.25）

333 14-1514-10 デスクルーペ P-35 №19（11.7.25）

333 14-1514-11 デスクルーペ P-36 №19（11.7.25）

333 14-1531-10 目盛板付ルーペ / P-10 №15（10.11.20）

333 14-1531-20 目盛板付ルーペ / P-15 №15（10.11.20）

333 14-1531-30 目盛板付ルーペ / P-22

¥27,000 ⇒

仕様表記訂正： 装着可能機種（装着時参考倍率）
F-616（18倍） ⇒ F-616（20倍）

価格改定： ¥2,400 ⇒

価格改定：

表記変更： ⇒

表記変更： ⇒

表記変更： ⇒

⇒¥115,700

価格改定：

¥28,000

¥28,000

価格改定： ¥2,400 ⇒ ¥3,600

¥6,300

¥12,800

価格改定：

価格改定：

¥94,000

¥5,800

価格改定：

¥25,000価格改定： ⇒

⇒

¥2,450

¥79,000

¥4,800 ⇒

実視界変更： 7° ⇒ 6.8°

¥5,400

実視界訂正： 12.5° ⇒ 9°

⇒

⇒ ¥9,800

価格改定： ¥12,000 ⇒

¥2,800 ⇒ ¥3,200

¥3,800

表記変更： ⇒

価格改定： ¥25,000 ⇒

価格改定：

価格改定： ¥3,600 ⇒

価格改定：

価格改定： ¥2,400 ⇒ ¥2,800

¥26,000

¥97,200 ⇒

¥27,000 ⇒

価格改定：

¥13,000

価格改定： ¥13,000 ⇒ ¥13,800

価格改定： ¥12,800

廃番

サイズ変更： φ60×30mm ⇒ φ62×36mm

¥26,000

¥8,800

サイズ変更： φ79×54mm ⇒ φ82×62mm

廃番

廃番で代替品：ﾗｲﾄ付きﾎﾟｹｯﾄ顕微鏡M-3 ￥3,000
※仕様詳細はお問合わせ下さい

03005 03505

13005 13505

12505 13005

12505 13005

333 14-1531-30 目盛板付ルーペ / P-22 №15（10.11.20）

333 14-1532-09 縞見ルーペ（4倍） / I-CW60 №15（10.11.20）価格改定： ¥12,000 ⇒ ¥14,000

¥3,800価格改定： ¥3,600 ⇒
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333 14-1532-10 縞見ルーペ（6倍） / I-CW6 №15（10.11.20）

333 14-1512-09 スタンドルーペ / CF-75 №15（10.11.20）

333 14-1512-10 スタンドルーペ / CF-90 №15（10.11.20）

333 14-1512-11 スタンドルーペ / CF-100 №15（10.11.20）

333 14-1512-12 スタンドルーペ / CF-115 №15（10.11.20）

333 14-1532-21 フォトルーペ / P-31 №7（09.9.1）

334 14-1512-13 スタンドルーペ / CF-150 №15（10.11.20）

334 14-1512-14 ライトスタンドルーペ / RX-130 №7（09.9.1）

334 14-1516-10 ワークルーペ クリップタイプ No.1646212 №39（14.4.25）

334 14-1516-11 ワークルーペ フレームタイプ No.1644512 №39（14.4.25）

334 14-1516-20～25 ワークルーペ用交換レンズ №39（14.4.25）

334 14-1516-30 ヘッドルーペ / LH-58 №15（10.11.20）

335 14-1513-15 カナ枠手持ちルーペ / R-115 №15（10.11.20）

335 14-1513-18 手持ちルーペ / RK-20 №15（10.11.20）

335 14-1513-19 手持ちルーペ / RK-5 №15（10.11.20）

335 14-1513-20 手持ちルーペ / RK-28 №15（10.11.20）

335 14-1513-21 手持ちルーペ / RK-65 №15（10.11.20）

335 14-1513-30～33 メディプラン エルゴ №7（09.9.1）

335 14-1513-30 メディプラン エルゴ 4.5倍 No.266850 №39（14.4.25）

335 14-1513-31 メディプラン エルゴ 3.8倍 No.266860 №39（14.4.25）

335 14-1513-32 メディプラン エルゴ 2.9倍 No.266875 №39（14.4.25）

335 14-1513-33 メディプラン エルゴ 2.7倍 No.2668950 №39（14.4.25）

336 14-1510-15 ポケットルーペ / L-70 №15（10.11.20）

336 14-1510-16 ポケットルーペ / L-71 №15（10.11.20）

336 14-1510-17 ポケットルーペ / L-72 №15（10.11.20）

336 14-1510-18 ポケットルーペ / L-67 №15（10.11.20）

336 14-1510-19 ポケットルーペ / L-68 №15（10.11.20）

336 14-1510-20 ポケットルーペ / L-69 №15（10.11.20）

価格改定： ¥3,400 ⇒ ¥4,500

価格改定： ¥3,800 ⇒ ¥4,800

¥3,000 ⇒ ¥3,800

価格改定： ¥3,000 ⇒ ¥3,800

⇒ ¥2,400

価格改定： ¥2,000 ⇒ ¥2,600

価格改定： ¥2,400

⇒ ¥7,000

価格改定： ¥3,200 ⇒ ¥3,400

価格改定： ¥2,000

¥3,000

価格改定： ¥3,000 ⇒ ¥3,600

価格改定： ¥6,800

価格改定： ¥15,000 ⇒ ¥16,800

説明文訂正： ●広視界、1.5倍、2.5倍、3倍・・・
⇒ ●広視界、1.5倍、2.5倍、3.5倍・・・

価格改定： ¥2,900 ⇒

価格改定： ¥9,800 ⇒ ¥11,000

価格改定： ¥12,000 ⇒ ¥12,800

価格改定： ¥4,000 ⇒ ¥4,200

価格改定： ¥6,600 ⇒ ¥6,800

価格改定： ¥3,200 ⇒ ¥3,800

廃番

表記訂正：（型番の右隣） 倍率 ⇒ レンズ径

廃番

価格改定： ¥11,000 ⇒ ¥12,100
価格改定： ¥16,500 ⇒ ¥18,200
価格改定： ¥4,300 ⇒ ¥4,700

価格改定： ¥9,000 ⇒ ¥9,900
価格改定： ¥8,400 ⇒ ¥9,200
価格改定： ¥9,800 ⇒ ¥10,800
価格改定： ¥11,000 ⇒ ¥12,100

⇒ ¥3,200

価格改定：

336 14-1510-20 ポケットルーペ / L-69 №15（10.11.20）

336 14-1510-25 ポケットルーペ / L-41 №15（10.11.20）

336 14-1510-26 ポケットルーペ / L-42 №15（10.11.20）

336 14-1510-27 ポケットルーペ / L-43 №15（10.11.20）

336 14-1515-31 コートレンズルーペ / I-K15 №15（10.11.20）

336 14-1515-32 コートレンズルーペ / I-K20 №15（10.11.20）

336 14-1515-40 ダイヤモンドルーペ / I-SA10 №15（10.11.20）

336 14-1515-41 ダイヤモンドルーペ / I-SA18 №15（10.11.20）

337 14-1519-29 スーパーライト付デスクリーダー 2.8倍 / No.26367-2090 №23（12.4.25）

337 14-1519-30,31 スーパーライト付デスクリーダー №39（14.4.25）

337 14-1550-10 ライトルーペ No.1550-71 №19（11.7.25）

337 14-1550-11 ライトルーペ用電球 No.1545 №19（11.7.25）

337 14-1550-12 ライトルーペ（スケール付き） No.1550-74 №39（14.4.25）

337 14-1550-15～17 LEDワイドライトルーペ №23（12.4.25）

338 14-1580-30 点検鏡S型 S-50 №37（14.2.25）

338 14-1580-31～33 S型用交換鏡 №37（14.2.25）

338 14-1580-31 S型用交換鏡 平面50×100mm №37（14.2.25）

338 14-1580-32 S型用交換鏡 平面φ50mm №37（14.2.25）

338 14-1580-33 S型用交換鏡 平面φ75mm №37（14.2.25）

338 14-1580-50 点検灯BB型 φ22鏡付 №32（13.6.25）

338 14-1580-51～52 BB型交換鏡 №37（14.2.25）

338 14-1580-51 BB型交換鏡 平面φ22mm №37（14.2.25）

338 14-1580-52 BB型交換鏡 平面φ38mm №37（14.2.25）

338 14-1580-55 点検灯BB型 LED φ22mm №37（14.2.25）

338 14-1580-70 点検灯FS型 №37（14.2.25）

338 14-1580-71～77 FS型交換鏡 №37（14.2.25）

2014/4/1 より価格改定： ￥3,500 ⇒ ￥3,000

2014/4/1 より価格改定： ￥12,500 ⇒ ￥11,000
2014/4/1 より表記変更： ⇒

2014/4/1 より価格改定： ￥23,500 ⇒ ￥21,200
2014/4/1 より表記変更： ⇒

2014/4/1 より表記変更： ⇒

2014/4/1 より価格改定： ￥3,300 ⇒ ￥2,900
2014/4/1 より価格改定： ￥3,200 ⇒ ￥2,800
2014/4/1 より価格改定： ￥3,300 ⇒ ￥2,900

2014/4/1 より表記変更： ⇒

在庫無くなり次第、LEDタイプに変更
⇒ 14-1580-55 点検灯BB型（LED） ￥12,500

2014/4/1 より価格改定： ￥3,300 ⇒ ￥2,900

2014/4/1 より表記変更： ⇒

2014/4/1 より価格改定： ￥6,600 ⇒ ￥5,900
2014/4/1 より表記変更： ⇒

¥9,400

¥7,800

価格改定： ¥8,600

⇒ ¥8,200

⇒

廃番 ⇒ 代替品：14-1550-12 LEDﾗｲﾄﾙｰﾍﾟNo.1550-74

価格改定： ¥4,000 ⇒ ¥5,200

廃番

価格改定：

価格改定： ¥2,400 ⇒ ¥2,600

価格改定： ¥3,800 ⇒ ¥5,000

価格改定： ¥1,800 ⇒ ¥2,000

価格改定： ¥2,000 ⇒ ¥2,400

価格改定： ¥3,800 ⇒ ¥4,800

廃番 ※後継機種はお問合わせ下さい。

廃番

取扱中止

価格改定： ¥15,000 ⇒ ¥16,500

12510 12505

12510 12505

12510 12505

12510 12505

12510 12505

12510 12505

338 14-1580-71 FS型交換鏡 平面φ75mm №37（14.2.25）

338 14-1580-72 FS型交換鏡 平面φ50mm №37（14.2.25）

2014/4/1 より価格改定： ￥3,800 ⇒ ￥3,300
2014/4/1 より価格改定： ￥3,700 ⇒ ￥3,200
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338 14-1580-73 FS型交換鏡 凹面φ50mm №37（14.2.25）

338 14-1580-74 FS型交換鏡 平面φ38mm №37（14.2.25）

338 14-1580-75 FS型交換鏡 凹面φ38mm №37（14.2.25）

338 14-1580-76 FS型交換鏡 平面50×100mm №37（14.2.25）

338 14-1580-77 FS型交換鏡 平面25×50mm №37（14.2.25）

339 14-1580-10 点検鏡 A型 （φ22mm） №37（14.2.25）

339 14-1580-11 点検鏡 B型 （φ22mm） №37（14.2.25）

339 14-1580-12 点検鏡 AJ型 （φ50mm） №37（14.2.25）

339 14-1580-13 点検鏡 F型 （φ22mm） №37（14.2.25）

339 14-1580-20～27 A/B/AJ/F型交換鏡 №37（14.2.25）

339 14-1580-20 A/B/AJ/F型交換鏡 平面25×50mm №37（14.2.25）

339 14-1580-21 A/B/AJ/F型交換鏡 平面50×100mm №37（14.2.25）

339 14-1580-22 A/B/AJ/F型交換鏡 平面φ22mm №37（14.2.25）

339 14-1580-23 A/B/AJ/F型交換鏡 平面φ38mm №37（14.2.25）

339 14-1580-24 A/B/AJ/F型交換鏡 凹面φ38mm №37（14.2.25）

339 14-1580-25 A/B/AJ/F型交換鏡 平面φ50mm №37（14.2.25）

339 14-1580-26 A/B/AJ/F型交換鏡 凹面φ50mm №37（14.2.25）

339 14-1580-27 A/B/AJ/F型交換鏡 平面φ75mm №37（14.2.25）

340 14-1550-40 ツインライト キセノンLED №18（11.5.20）

340 14-1550-41 紫外線ペンライト S-UV №21（11.11.25）

340 14-1550-43 LEDポケットライト / LEDレーザーマイクロ №14（10.8.20）

340 14-1550-44 LEDポケットライト LEDレーザーフォーカス №38（14.3.25）

341 33-0209-20 インスタント聴音器/M-3型 №1（09.2.9）

342 14-3371-40 上皿天秤ＭＳ-50 №6（09.7.1）

廃番

2014/4/1 より価格改定： ￥2,800 ⇒ ￥2,400

2014/4/1 より価格改定： ￥3,100 ⇒ ￥2,700

2014/4/1 より価格改定： ￥3,400 ⇒ ￥2,900

2014/4/1 より価格改定： ￥3,900 ⇒ ￥3,500
2014/4/1 より表記変更： ⇒

2014/4/1 より価格改定： ￥5,000 ⇒ ￥4,600
2014/4/1 より表記変更： ⇒

2014/4/1 より価格改定： ￥5,800 ⇒ ￥5,300
2014/4/1 より表記変更： ⇒

2014/4/1 より価格改定： ￥8,000 ⇒ ￥7,300
2014/4/1 より表記変更： ⇒

2014/4/1 より表記変更： ⇒

2014/4/1 より価格改定： ￥4,300 ⇒ ￥3,700
2014/4/1 より価格改定： ￥3,500 ⇒ ￥3,000

2014/4/1 より価格改定： ￥2,200 ⇒ ￥1,900
2014/4/1 より価格改定： ￥2,300 ⇒ ￥2,000
2014/4/1 より価格改定： ￥3,200 ⇒ ￥2,800
2014/4/1 より価格改定： ￥2,500 ⇒ ￥2,200

2014/4/1 より価格改定： ￥2,300 ⇒ ￥2,000

2014/4/1 より価格改定： ￥4,500 ⇒ ￥3,900
2014/4/1 より価格改定： ￥3,500 ⇒ ￥3,000
2014/4/1 より価格改定： ￥4,400 ⇒ ￥3,800

¥9,300

仕様表記訂正： 波長 375nm ⇒ 365nm

価格改定： ¥8,300 ⇒

廃番

¥23,000

価格訂正：￥13,600 ⇒ ￥16,900

価格改定： ¥19,500 ⇒

12510 12505

12510 12505

12510 12505

12510 12505

12510 12505

342 14-3371-40 上皿天秤ＭＳ-50

342 14-3371-41 上皿天秤ＭＳ-100 №6（09.7.1）

342 14-3371-42 上皿天秤ＭＳ-200 №6（09.7.1）

342 14-3371-43 上皿天秤ＭＳ-500 №6（09.7.1）

342 14-3371-44 上皿天秤ＭＳ-1 №6（09.7.1）

342 14-3371-45 上皿天秤ＭＳ-2 №6（09.7.1）

342 14-3371-50 上皿天秤ＨＳ-100 №6（09.7.1）

342 14-3371-51 上皿天秤ＨＳ-200 №6（09.7.1）

342 14-3371-52 上皿天秤ＨＳ-500 №6（09.7.1）

342 14-3371-53 上皿天秤ＨＳ-1 №6（09.7.1）

342 14-3371-54 上皿天秤ＨＳ-2 №6（09.7.1）

343 10-0301-80～85 ダクトレスヒュームフードXFB №2（09.3.20）

343 14-3300-15 分析天びん / AUX320 №10（10.3.17）

344 14-3300-80
電子天秤TXシリーズ / TX223L
（後継機種に変更になります）

№10（10.3.17）

344 14-3300-81
電子天秤TXシリーズ / TX323L
（後継機種に変更になります）

№10（10.3.17）

344 14-3300-82
電子天秤TXシリーズ / TX2202L
（後継機種に変更になります）

№10（10.3.17）

344 14-3300-83
電子天秤TXシリーズ / TX3202L
（後継機種に変更になります）

№10（10.3.17）

345 14-3330-01 一体型スケール ｽﾁｰﾙ（検定付） DS-805 S-SK30KT №32（13.6.25）

345 14-3330-02 一体型スケール ｽﾁｰﾙ（検定付） DS-805 S-SK60KT №32（13.6.25）

345 14-3330-03 一体型スケール ｽﾁｰﾙ（検定付） DS-805 S-SK150KT №32（13.6.25）

345 14-3330-04 一体型スケール ｽﾃﾝﾚｽ（検定付） DS-805 S-SKS30KT №32（13.6.25）

345 14-3330-05 一体型スケール ｽﾃﾝﾚｽ（検定付） DS-805 S-SKS60KT №32（13.6.25）

345 14-3330-06 一体型スケール ｽﾃﾝﾚｽ（検定付） DS-805 S-SKS150KT №32（13.6.25）

345 14-3330-10～15 一体型スケール DS-805 S-SKタイプ（検定なし） №32（13.6.25）

型番変更 ⇒ DS-805N S-SKS60

型番変更 ⇒ DS-805N S-SK30

型番変更 ⇒ DS-805N S-SKS150
廃番

型番変更 ⇒ DS-805N S-SK60
型番変更 ⇒ DS-805N S-SK150
型番変更 ⇒ DS-805N S-SKS30

型番： TX323L ⇒ TX323N
定価： ￥129,000 ⇒ ￥75,000
仕様詳細はお問合せ下さい

価格訂正：￥28,600 ⇒ ￥36,900

価格訂正：￥31,400 ⇒ ￥40,800

価格訂正：￥69,000 ⇒ ￥75,900

価格訂正：￥39,800 ⇒ ￥51,500

価格訂正：￥38,600 ⇒ ￥50,000

価格訂正：￥32,000 ⇒ ￥41,000

価格訂正：￥15,800 ⇒ ￥18,900

運送費マーク追加

型番： TX2202L ⇒ TX2202N
定価： ￥115,000 ⇒ ￥72,000
仕様詳細はお問合せ下さい

表記訂正： くりかえし性 0.1mg ⇒ 0.15mg

価格訂正：￥12,800 ⇒ ￥15,900

型番： TX3202L ⇒ TX3202N
定価： ￥119,000 ⇒ ￥77,000
仕様詳細はお問合せ下さい

価格訂正：￥77,600 ⇒ ￥85,000

型番： TX223L ⇒ TX223N
定価： ￥125,000 ⇒ ￥70,000
仕様詳細はお問合せ下さい

価格訂正：￥46,800 ⇒ ￥60,800

345 14-3330-10～15 一体型スケール DS-805 S-SKタイプ（検定なし） №32（13.6.25）

345 14-3330-24 一体型スケール ｽﾁｰﾙ（検定付） DS-805 S-TK60KT №32（13.6.25）

345 14-3330-25 一体型スケール ｽﾁｰﾙ（検定付） DS-805 S-TK150KT №32（13.6.25）型番変更 ⇒ DS-805N S-TK150

廃番
型番変更 ⇒ DS-805N S-TK60
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■テラオカ総合カタログ№1000 改正表№1-No.41

変 更 箇 所
345 14-3330-26 一体型スケール ｽﾁｰﾙ（検定付） DS-805 S-TK300KT №32（13.6.25）

345 14-3330-27 一体型スケール ｽﾃﾝﾚｽ（検定付） DS-805 S-TKS60KT №32（13.6.25）

345 14-3330-28 一体型スケール ｽﾃﾝﾚｽ（検定付） DS-805 S-TKS150KT №32（13.6.25）

345 14-3330-29 一体型スケール ｽﾃﾝﾚｽ（検定付） DS-805 S-TKS300KT №32（13.6.25）

345 14-3330-34～39 一体型スケール DS-805 S-TKタイプ（検定なし） №32（13.6.25）

346 14-3330-69 一体型スケール ショートポール DS-805 AP30S №32（13.6.25）

346 14-3330-70 一体型スケール ロングポール DS-805 AP30 №32（13.6.25）

346 14-3330-71 一体型スケール ロングポール DS-805 AP60 №32（13.6.25）

346 14-3330-72 一体型スケール ロングポール DS-805 BP60 №32（13.6.25）

349 14-3334-01～10 一体型スケール DS-204クレーンスケール №32（13.6.25）

349 14-3370-40 一体型スケール ポスタルスケールゆう太郎ＰＬＵＳ/ＰＳ-600 №2（09.3.20）

350 14-3372-13 デジタル式上皿自動台はかり / UDS-1V-15 №16（11.2.15）

350 14-3380-20 ミニスケール CS-240 №18（11.5.20）

351 14-3398-10 精密分銅セットＭＳ-1 №6（09.7.1）

351 14-3398-11 精密分銅セットＭＳ-500 №6（09.7.1）

351 14-3398-12 精密分銅セットＭＳ-200 №6（09.7.1）

351 14-3398-13 精密分銅セットＭＳ-100 №6（09.7.1）

351 14-3398-14 精密分銅セットＭＳ-50 №6（09.7.1）

351 14-3398-20 精密分銅単品 20㎏ №7（09.9.1）

351 14-3398-21 精密分銅単品 10㎏ №7（09.9.1）

351 14-3398-22 精密分銅単品 5㎏ №7（09.9.1）

351 14-3398-23 精密分銅単品 2㎏ №7（09.9.1）

351 14-3398-24 精密分銅単品 1㎏ №7（09.9.1）

351 14-3398-25 精密分銅単品 500ｇ №7（09.9.1）

351 14-3398-26 精密分銅単品 200ｇ №7（09.9.1）

351 14-3398-27 精密分銅単品 100ｇ №7（09.9.1）

351 14-3398-28 精密分銅単品 50ｇ №7（09.9.1）

351 14-3398-29 精密分銅単品 20ｇ №7（09.9.1）

型番変更 ⇒ DS-805N AP30S
型番変更 ⇒ DS-805N AP30
型番変更 ⇒ DS-805N AP60
型番変更 ⇒ DS-805N BP60

型番変更 ⇒ DS-805N S-TK300
型番変更 ⇒ DS-805N S-TKS60
型番変更 ⇒ DS-805N S-TKS150
型番変更 ⇒ DS-805N S-TKS300
廃番

取扱い中止

廃番

¥300 ¥450価格改定：

¥860 ⇒ ¥1,100

¥700

⇒

価格改定： ¥1,600 ⇒

⇒

価格改定： ¥530 ⇒

価格改定：

価格改定： ¥5,500

価格改定： ¥8,800 ⇒

価格改定： ¥11,600 ⇒

⇒ ¥112,000¥94,000

型番⇒品名・MS-50⇒計50ｇセット・￥4,000⇒￥5,000

価格改定：

¥11,000

¥2,100

型番⇒品名・MS100⇒計100ｇセット・￥3,900⇒￥4,900

⇒ ¥70,000

⇒

¥15,000

¥54,000

¥34,000

価格改定：

¥7,200

¥40,000価格改定：

型番⇒品名・MS-200⇒計200ｇセット・￥5,400⇒￥6,700

郵便料金改定の為モデルチェンジ⇒ＰＳ-610

型番⇒品名・MS-1⇒計1ｋｇセット・￥13,800⇒￥18,000

型番⇒品名・MS-500⇒計500ｇセット・￥7,500⇒￥9,700

目量訂正： 7.5kg～10kg 10ｇ ⇒ 7.5kg～15kg 10ｇ

351 14-3398-29 精密分銅単品 20ｇ №7（09.9.1）

351 14-3398-30 精密分銅単品 10ｇ №7（09.9.1）

351 14-3398-31 精密分銅単品 5ｇ №7（09.9.1）

351 14-3398-32 精密分銅単品 2ｇ №7（09.9.1）

351 14-3398-33 精密分銅単品 1ｇ №7（09.9.1）

351 14-3398-34 精密分銅単品 500㎎ №7（09.9.1）

351 14-3398-35 精密分銅単品 200㎎ №7（09.9.1）

351 14-3398-36 精密分銅単品 100㎎ №7（09.9.1）

351 14-3398-37 精密分銅単品 50㎎ №7（09.9.1）

351 14-3398-38 精密分銅単品 20㎎ №7（09.9.1）

351 14-3398-39 精密分銅単品 10㎎ №7（09.9.1）

352 14-5100-10,11 無線接点伝送器 MD1000 №35（13.12.25）

352 14-8002-02 簡易温度制御ユニット SU10-2 №22（12.2.24）

352 14-8002-04 簡易温度制御ユニット SU12-2 №22（12.2.24）

353 14-8001-10 ロバートショウサーモスタット EA3-L №38（14.3.25）

353 14-8001-11 ロバートショウサーモスタット EA3-H №38（14.3.25）

353 14-8001-12 ロバートショウサーモスタット EA4-L №38（14.3.25）

353 14-8001-13 ロバートショウサーモスタット EA4-H №38（14.3.25）

353 14-8001-14 ロバートショウサーモスタット EA-5 №38（14.3.25）

353 14-8001-15 ロバートショウサーモスタット EA-19P №38（14.3.25）

353 14-8001-20 ロバートショウサーモスタット D33-L №38（14.3.25）

353 14-8001-21 ロバートショウサーモスタット D33-H №38（14.3.25）

353 14-8001-30～35 ロバートショウサーモスタット（Bシリーズ） №14（10.8.20）

353 14-8001-30～35 ロバートショウサーモスタット Bシリーズ №38（14.3.25）

354 14-8001-90～95 ロバートショウサーモスタット別売部品 №38（14.3.25）

354 14-8002-10 デジタルファインサーモDG2 №9（10.2.2）

354 14-8002-11 デジタルファインサーモDG2 №9（10.2.2）

354 14-8002-10～11 デジタルファインサーモDG2 №9（10.2.2）

¥16,000

型番訂正：DGC-1150⇒1151（品名/DG2N-100）

価格改定： ¥24,200 ⇒ ¥26,200
価格改定： ¥23,600 ⇒ ¥25,500

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

⇒ ¥8,600
価格改定： ¥7,400 ⇒ ¥8,600

価格改定： ¥7,400 ⇒ ¥8,600

廃番 ※後継機種はお問合わせ下さい。

⇒ ¥184,500

備考訂正： ケース付き ⇒ －

型番訂正：DGC-2150⇒2151（品名/DG2N-200）

取扱中止
価格改定： ¥17,000 ⇒

価格改定：

名称訂正:デジタルファインサーモDG2Nシリーズ
■特長 ・止め金具････。設定可能な温度範囲は
0℃～600℃までの････。⇒0～750℃
■付属ｾﾝｻｰ ●標準ﾀｲﾌﾟｾﾝｻｰ型番:DGT0010

¥165,500

価格改定： ¥7,400 ⇒ ¥8,600
価格改定： ¥7,400

価格改定：

¥300価格改定：

¥300

価格改定：

¥217,500

¥180 ⇒

¥300 ¥450

⇒ ¥720

価格改定：

⇒

⇒

¥560

価格改定：

価格改定：

¥360

¥360

価格改定：

⇒ ¥236,500

¥720

¥170 ⇒

価格改定：

¥560

¥560

¥300 ⇒

価格改定：

¥720

¥230

¥360

¥240

価格改定： ¥250 ⇒

価格改定：

価格改定： ¥200 ⇒ ¥300

⇒

¥350

⇒

⇒

■付属ｾﾝｻｰ ●標準ﾀｲﾌﾟｾﾝｻｰ型番:DGT0010
⇒ DGT0010同等品
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頁 製品コード 品 名 ・ 型 番 №（発行日）

■テラオカ総合カタログ№1000 改正表№1-No.41

変 更 箇 所

354 14-8002-10～11 デジタルファインサーモDG2 №9（10.2.2）

354 14-8002-10,11 デジタルファインサーモ DG2Nシリーズ №38（14.3.25）

357 12-4333-01 汎用熱電対HT-20ｼｰｽﾀｲﾌﾟ φ1.0×50mm / HTK0219 №17（11.3.25）

357 12-4333-02 汎用熱電対Kタイプ HTK0220 №38（14.3.25）

357 12-4333-03 汎用熱電対Kタイプ HTK0221 №38（14.3.25）

357 12-4333-04 汎用熱電対Kタイプ HTK0222 №38（14.3.25）

357 12-4333-05 汎用熱電対Kタイプ HTK0223 №38（14.3.25）

357 12-4333-06 汎用熱電対Kタイプ HTK0224 №38（14.3.25）

357 12-4333-07 汎用熱電対Kタイプ HTK0225 №38（14.3.25）

357 12-4333-08 汎用熱電対Kタイプ HTK0226 №38（14.3.25）

357 12-4333-09 汎用熱電対HT-20ｼｰｽﾀｲﾌﾟ φ1.6×250mm / HTK0227 №17（11.3.25）

357 12-4333-10 汎用熱電対Kタイプ HTK0228 №38（14.3.25）

357 12-4333-11 汎用熱電対Kタイプ HTK0229 №38（14.3.25）

357 12-4333-12 汎用熱電対Kタイプ HTK0230 №38（14.3.25）

357 12-4333-13 汎用熱電対Kタイプ HTK0231 №38（14.3.25）

357 12-4333-14 汎用熱電対HT-20ｼｰｽﾀｲﾌﾟ φ2.3×200mm / HTK0232 №17（11.3.25）

357 12-4333-15 汎用熱電対HT-20ｼｰｽﾀｲﾌﾟ φ2.3×300mm / HTK0234 №17（11.3.25）

357 12-4333-16 汎用熱電対Kタイプ HTK0235 №38（14.3.25）

357 12-4333-17 汎用熱電対Kタイプ HTK0236 №38（14.3.25）

357 12-4333-18 汎用熱電対Kタイプ HTK0237 №38（14.3.25）

357 12-4333-19 汎用熱電対Kタイプ HTK0238 №38（14.3.25）

357 12-4333-20 汎用熱電対Kタイプ HTK0239 №38（14.3.25）

357 12-4333-21 汎用熱電対Kタイプ HTK0240 №38（14.3.25）

357 12-4333-22 汎用熱電対Kタイプ HTK0241 №38（14.3.25）

357 12-4333-23 汎用熱電対Kタイプ HTK0242 №38（14.3.25）

357 12-4333-24 汎用熱電対Kタイプ HTK0243 №38（14.3.25）

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

価格改定： ¥5,700 ⇒ ¥5,600

価格改定： ¥5,600 ⇒ ¥5,500

価格改定： ¥5,200 ⇒ ¥5,100
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： ¥5,300 ⇒ ¥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： ¥5,500 ⇒ ¥5,400
価格改定： ¥5,400 ⇒ ¥5,250

2011/4/1 より価格改定： ￥4,650 ⇒ ￥5,100

価格改定： ¥25,300

温度設定範囲：0℃(室温)～600℃
⇒ 0℃（室温）～750℃

追記表記：温度表示範囲：-9℃～800℃
欄外表記追加：700℃以上で使用する場合は、ｵﾌﾟ
ｼｮﾝｾﾝｻｰ(ｼｰｽφ3.2)をご用命下さい。

2011/4/1 より価格改定： ￥5,850 ⇒ ￥6,400

2011/4/1 より価格改定： ￥5,400 ⇒ ￥5,900

¥25,100

2011/4/1 より価格改定： ￥5,300 ⇒ ￥5,800

⇒

357 12-4333-24 汎用熱電対Kタイプ HTK0243 №38（14.3.25）

357 12-4333-25 汎用熱電対Kタイプ HTK0244 №38（14.3.25）

357 12-4333-26 汎用熱電対Kタイプ HTK0245 №38（14.3.25）

357 12-4333-27 汎用熱電対Kタイプ HTK0233 №38（14.3.25）

357 12-4333-28 汎用熱電対Kタイプ HTK0246 №38（14.3.25）

357 12-4333-29 汎用熱電対Kタイプ HTK0247 №38（14.3.25）

357 12-4333-30 汎用熱電対Kタイプ HTK0248 №38（14.3.25）

357 12-4333-31 汎用熱電対Kタイプ HTK0249 №38（14.3.25）

357 12-4333-32 汎用熱電対Kタイプ HTK0250 №38（14.3.25）

357 12-4333-33 汎用熱電対Kタイプ HTK0251 №38（14.3.25）

358 12-4333-90 熱電対用溶接器 アークウェルダ №41（14.8.25）

359 14-3402-01 標準棒状温度計 -50～0℃ / No.0 №33（13.8.26）

359 14-3402-02 標準棒状温度計 0～50℃ / No.1 №33（13.8.26）

359 14-3402-03 標準棒状温度計 50～100℃ / No.2 №33（13.8.26）

359 14-3402-04 標準棒状温度計 100～150℃ / No.3 №33（13.8.26）

359 14-3402-05 標準棒状温度計 150～200℃ / No.4 №33（13.8.26）

359 14-3402-06 標準棒状温度計 200～250℃ / No.5 №33（13.8.26）

359 14-3402-07 標準棒状温度計 250～300℃ / No.6 №33（13.8.26）

359 14-3402-08 標準棒状温度計 300～360℃ / No.7 №33（13.8.26）

359 14-3402-09 標準棒状温度計 8本組セット №33（13.8.26）

359 14-3403-01 アルコール棒状温度計 -80～50℃ №22（12.2.24）

359 14-3403-03 アルコール棒状温度計 -30～50℃ №22（12.2.24）

359 14-3403-08 アルコール棒状温度計 -30～105℃ №22（12.2.24）

359 14-3404-01 黄管精密棒状水銀温度計 0～50℃ （1/2） №22（12.2.24）

359 14-3404-02 黄管精密棒状水銀温度計 -20～50℃ （1/2） №22（12.2.24）

359 14-3404-03 黄管精密棒状水銀温度計 0～50℃ （1/5） №22（12.2.24）

359 14-3404-04 黄管精密棒状水銀温度計 -20～50℃ （1/5） №22（12.2.24）

359 14-3404-05 黄管精密棒状水銀温度計 0～50℃ （1/10） №22（12.2.24）

359 14-3404-06 黄管精密棒状水銀温度計 -20～50℃ （1/10） №22（12.2.24）

359 14-3404-07 黄管精密棒状水銀温度計 0～100℃ （1/5） №22（12.2.24）

359 14-3405-10 水銀棒状温度計 0～50℃ №32（13.6.25）

価格改定： ￥85,000 ⇒ ￥120,000
表記変更： ⇒

価格改定： ¥17,300 ⇒ ¥17,100

価格改定： ¥12,300 ⇒ ¥12,100
価格改定： ¥14,700 ⇒ ¥14,500

価格改定： ¥10,600 ⇒ ¥10,500
価格改定： ¥12,700 ⇒ ¥12,500

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

価格改定： ¥8,800 ⇒ ¥8,600
価格改定： ¥10,400 ⇒ ¥10,200

価格改定： ¥8,000 ⇒ ¥7,900

価格訂正： ¥41,600 ⇒ ¥37,000
価格訂正： ¥227,000 ⇒ ¥184,500

価格訂正： ¥26,000 ⇒ ¥23,500
価格訂正： ¥33,000 ⇒ ¥30,000

価格訂正： ¥17,700 ⇒ ¥15,000
価格訂正： ¥20,400 ⇒ ¥18,000

価格訂正： ¥15,300 ⇒ ¥13,500

価格改定： ¥7,200

⇒ ¥1,300

⇒

価格訂正： ¥40,800

⇒

⇒ ¥36,000

¥7,800

価格改定：

¥8,900¥7,400

価格訂正： ¥1,900

¥5,400 ⇒ ¥7,400
価格改定：

価格改定： ¥4,400 ⇒ ¥5,400
価格改定： ¥4,400 ⇒ ¥5,500

価格改定： ¥3,000 ⇒ ¥3,120

価格改定： ⇒ ¥3,700¥3,200

価格改定： ¥600 ⇒ ¥920

価格訂正： ¥13,000 ⇒ ¥11,500

⇒

価格改定： ¥2,200 ⇒ ¥3,000

¥500価格改定： ¥570

お見積 02505

359 14-3405-10 水銀棒状温度計 0～50℃ №32（13.6.25）

359 14-3405-11 水銀棒状温度計 0～100℃ №32（13.6.25）

359 14-3405-12 水銀棒状温度計 -20～100℃ №32（13.6.25）

価格訂正： ¥2,200 ⇒ ¥1,800
価格訂正： ¥1,900

⇒ ¥1,300

⇒ ¥1,150

価格訂正： ¥1,900
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頁 製品コード 品 名 ・ 型 番 №（発行日）

■テラオカ総合カタログ№1000 改正表№1-No.41

変 更 箇 所
359 14-3405-12 水銀棒状温度計 -20～100℃ №33（13.8.26）

359 14-3405-13 水銀棒状温度計 0～150℃ №32（13.6.25）

359 14-3405-14 水銀棒状温度計 0～200℃ №22（12.2.24）

359 14-3405-15 水銀棒状温度計 0～300℃ №32（13.6.25）

359 14-3405-16 水銀棒状温度計 0～360℃ №32（13.6.25）

359 14-3405-17 水銀棒状温度計 0～400℃ №32（13.6.25）

359 14-3405-18 水銀棒状温度計 0～500℃ №32（13.6.25）

359 14-3405-20 水銀棒状温度計 -20～50℃ №22（12.2.24）

360 14-3402-20 試薬試験用温度計 1号 / JC-1201 №33（13.8.26）

360 14-3402-21 試薬試験用温度計 2号 / JC-1202 №33（13.8.26）

360 14-3402-22 試薬試験用温度計 3号 / JC-1203 №33（13.8.26）

360 14-3402-23 試薬試験用温度計 4号 / JC-1204 №33（13.8.26）

360 14-3402-24 試薬試験用温度計 5号 / JC-1205 №33（13.8.26）

360 14-3402-25 試薬試験用温度計 6号 / JC-1206 №33（13.8.26）

360 14-3402-26 試薬試験用温度計 6本組セット / JC-1207 №33（13.8.26）

360 14-3402-30 留点温度計 No.3301 （0～50℃） №22（12.2.24）

360 14-3402-31 留点温度計 No.3302 （0～100℃） №22（12.2.24）

360 14-3402-32 留点温度計 No.3303 （0～150℃） №22（12.2.24）

360 14-3402-33 留点温度計 No.3304 （0～200℃） №22（12.2.24）

360 14-3402-34 留点温度計 No.3305 （0～250℃） №22（12.2.24）

360 14-3402-35 留点温度計 No.3306 （0～300℃） №22（12.2.24）

360 14-3402-36 留点温度計 No.3307 （0～360℃） №22（12.2.24）

360 14-3541-15 アスマン通風乾湿計 JC-5131 （無検） №22（12.2.24）

360 14-3541-16 アスマン通風乾湿計 JC-5131K （検定付） №22（12.2.24）

361 14-3540-12 温度計・湿度計 / CR-221W №17（11.3.25）

361 14-3541-10 乾湿計 一般用 №22（12.2.24）

361 14-3405-25 最高最低温度計 №24（12.5.25）

362 14-3420-10 強力磁石付表面温度計 / No.312C-A №9（10.2.2）

362 14-3420-11 強力磁石付表面温度計 / No.313C-A №9（10.2.2）

価格訂正： ¥94,000

取扱中止

¥1,400 ⇒ ¥1,700

価格改定：

価格訂正： ¥55,000 ⇒
¥43,000

価格訂正： ¥76,000 ⇒ ¥63,000
⇒ ¥78,000

価格訂正： ¥62,000 ⇒ ¥52,000

目盛範囲訂正： -20～100℃ ⇒ -20～105℃

¥59,000 ⇒ ¥49,000

廃番

価格訂正： ¥3,800 ⇒ ¥3,400

¥52,000

価格訂正：

⇒
¥46,000

¥4,400 ⇒ ¥3,600

価格訂正： ¥2,100 ⇒ ¥1,150

価格訂正： ¥3,600 ⇒ ¥2,700

価格改定： ¥155,000 ⇒ ¥215,000

価格改定：

¥10,500 ⇒ ¥14,000
価格改定： ¥75,000 ⇒ ¥80,400

価格改定： ¥6,600 ⇒ ¥8,700
価格改定： ¥9,000 ⇒ ¥12,100

価格改定： ¥4,300 ⇒ ¥5,800
価格改定： ¥5,300 ⇒ ¥6,700

価格改定： ¥3,200 ⇒ ¥4,000

価格改定： ¥3,600 ⇒ ¥4,900
価格訂正： ¥398,000 ⇒ ¥331,000

価格改定： ¥1,400 ⇒ ¥2,400

価格訂正：

価格訂正：

価格改定： ¥1,900 ⇒ ¥3,000

取扱中止

¥8,000

価格改定：

¥9,000価格改定：

⇒ ¥9,000¥8,000

⇒362 14-3420-11 強力磁石付表面温度計 / No.313C-A №9（10.2.2）

362 14-3420-12 強力磁石付表面温度計 / No.314C-A №9（10.2.2）

362 14-3420-20 ミニチュアスポットチェックサーモメーター / No.674C №9（10.2.2）

362 14-3420-21 ミニチュアスポットチェックサーモメーター / No.675C №9（10.2.2）

362 14-3420-22 ミニチュアスポットチェックサーモメーター / No.676C №9（10.2.2）

363 14-3454-50～61 プリンタ付温度計測器 AP-310/320 №38（14.3.25）

363 14-3454-70～71 メモリ付き温度計 / AM-2001 №16（11.2.15）

364 14-3454-10～27 温度計測器 HDシリーズ №38（14.3.25）

364 14-3454-10,20 温度計測器 HA-100 №22（12.2.24）

364 14-3454-11,21 温度計測器 HA-200 №22（12.2.24）

364 14-3454-12,22 温度計測器 HA-201 №22（12.2.24）

364 14-3454-13,23 温度計測器 HA-202 №22（12.2.24）

364 14-3454-14,24 温度計測器 HA-300 №22（12.2.24）

364 14-3454-15,25 温度計測器 HA-301 №22（12.2.24）

364 14-3454-16,26 温度計測器 HA-302 №22（12.2.24）

364 14-3454-17,27 温度計測器 HA-400 №22（12.2.24）

365 14-3453-50～53 静止表面用温度センサ N形シリーズ №16（11.2.15）

365 14-3453-50,51 静止表面用温度センサ N-231 №38（14.3.25）

365 14-3453-52,53 静止表面用温度センサ N-233 №38（14.3.25）

365 14-3453-58～63 高性能表面温度センサ S形シリーズ №16（11.2.15）

365 14-3453-58,59 高性能表面温度センサ S-113 №38（14.3.25）

365 14-3453-62,63 高性能表面温度センサ S-221 №38（14.3.25）

365 14-3453-66～69 移動/回転表面用温度センサ U形シリーズ №16（11.2.15）

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： ⇒

モデルチェンジ（仕様詳細はお問合わせ下さい）
型番変更： HA-300 ⇒ HD-1300

モデルチェンジ（仕様詳細はお問合わせ下さい）
型番変更： HA-301 ⇒ HD-1301

モデルチェンジ（仕様詳細はお問合わせ下さい）
型番変更： HA-201 ⇒ HD-1201

¥6,500⇒

モデルチェンジ（仕様詳細はお問合わせ下さい）
型番変更： HA-100 ⇒ HD-1100

モデルチェンジ（仕様詳細はお問合わせ下さい）
型番変更： HA-200 ⇒ HD-1200

¥5,800

価格改定：

価格改定： ¥8,000

⇒ ¥6,500

価格改定：

⇒ ¥9,000

¥5,800

¥8,000

¥5,800 ⇒ ¥6,500

¥9,000価格改定：

表記削除⇒●100℃金属表面における精度：±1.5℃

価格改定：

モデルチェンジ（仕様詳細はお問合わせ下さい）
型番変更： HA-302 ⇒ HD-1302

モデルチェンジ（仕様詳細はお問合わせ下さい）
型番変更： HA-400 ⇒ HD-1400

表記変更： ⇒

⇒

廃番

モデルチェンジ（仕様詳細はお問合わせ下さい）
型番変更： HA-202 ⇒ HD-1202

表記削除⇒●100℃金属表面における精度：±1.2℃

表記削除⇒●100℃金属表面における精度：±1.2℃

13005 04005

13505 04005

13505 04005

13505 04005

13505 04005

365 14-3453-66～69 移動/回転表面用温度センサ U形シリーズ №16（11.2.15）

365 14-3453-66,67 移動/回転表面用温度センサ U-211 №38（14.3.25）表記変更： ⇒

表記削除⇒●100℃金属表面における精度：±1.5℃

13505 04005
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365 14-3453-68,69 移動/回転表面用温度センサ U-221 №38（14.3.25）

365 14-3453-74～77 半固形物・液体一般用温度センサ BS形シリーズ №16（11.2.15）

365 14-3453-74,75 半固形物・液体一般用温度センサ BS-21 №38（14.3.25）

365 14-3453-76,77 半固形物・液体一般用温度センサ BS-31 №38（14.3.25）

365 14-3453-86～87 マグネット内蔵温度センサ MG-11 №16（11.2.15）

365 14-3453-86,87 マグネット内蔵温度センサ MG-11 №38（14.3.25）

365 14-3453-90～91 水中投下形温度センサ 530 №16（11.2.15）

365 14-3453-90,91 水中投下形センサ 530 №38（14.3.25）

366 14-3451-19 デジタル温度計 CT-410WR №14（10.8.20）

366 14-3451-19 デジタル温度計 CT-410WR №19（11.7.25）

366 14-3451-53 デジタル温度計 CT-413WR №23（12.4.25）

366 14-3451-55 デジタル温度計 CT-416SF №14（10.8.20）

367 14-3455-03 デジタル温度計 SK-1250MCⅢα №18（11.5.20）

367 14-3455-03 デジタル温度計 SK-1260 №24（12.5.25）

368 14-3451-40～45 デジタル温度計 CT-800WP №31（13.4.25）

369 14-3451-02 デジタル温度計 CT-102 №14（10.8.20）

369 14-3451-04 デジタル温度計 CT-26L №14（10.8.20）

369 14-3451-05 デジタル温度計 CT-130D №19（11.7.25）

369 14-3451-20 デジタル温度計 CT-420WR №14（10.8.20）

370 14-3451-03 デジタル温度計 CT-07 №18（11.5.20）

370 14-3451-11 デジタル温度計 CT-220 №14（10.8.20）

370 14-3451-22 デジタル温度計 CT-281WR №14（10.8.20）

370 14-3451-23 デジタル温度計 CT-282WR №14（10.8.20）

表記変更： ⇒

表記変更： ⇒

表記変更： ⇒

表記変更： ⇒

表記変更： ⇒

表記削除⇒●100℃金属表面における精度：±1.3℃

廃番

測定精度変更 ⇒ ±1℃(-10～+120℃） ±2℃
(+121～+180℃) ±3℃(+181～+220℃)

表記変更： ⇒

廃番

廃番

廃番

廃番 ⇒ 後継機種： SK-1260 ￥31,000
（仕様詳細はお問合わせ下さい）

廃番

使用温湿度変更： 0～+50℃ ⇒ 0～+40℃

測定範囲変更： 0～+50℃(IN) ⇒ -10～+60℃(IN)

センサ変更： コード80cm ⇒ コード100cm

外観（デザイン）変更
センサ変更： コード55cm ⇒ コード65cm
ﾌﾟﾛｰﾌﾞ変更：φ4.5mm×10.3cm⇒φ4.5mm×100mm

廃番

廃番

廃番

表記削除⇒●100℃金属表面における精度：±2.5℃

表記削除⇒●100℃金属表面における精度：±1.3℃

03005 04005

13505 04005

13505 04005

13505 04005

13505 04005

13505 04005

371 14-3451-24 デジタル温度計 CT-450WR №31（13.4.25）

371 14-3451-27 デジタル温度計 CT-283WR №19（11.7.25）

371 14-3451-28 デジタル温度計 CT-430WP №31（13.4.25）

372 14-3451-01 温度計 / Checktemp 2 №15（10.11.20）

372 14-3455-02 ポータブル温度計 / HI935007 №15（10.11.20）

372 14-3455-02 ポータブル温度計 HI 935007N №21（11.11.25）

373 14-3450-21 放射温度計 CT-2000D №11（10.4.15）

373 14-3450-24 放射温度計 CT-2000N №11（10.4.15）

373 14-3450-25 放射温度計 IR-301 №27（12.11.26）

374 14-3451-62 デジタル温度計 CT-1310D №19（11.7.25）

374 14-3451-68 デジタル温度計 CT-1307 №19（11.7.25）

375 14-3451-36 デジタル温度計 CT-1200D №31（13.4.25）

375 14-3451-37 デジタル温度計 CT-04 №31（13.4.25）

375 14-3451-61 デジタル温度計 CT-1000 №19（11.7.25）

375 14-3451-64 デジタル温度計 CT-2310 №31（13.4.25）

376 14-3451-70～88 センサプローブ（オプションアクセサリー） №19（11.7.25）

377 14-3514-21 デジタル温度計 CTH-360 №14（10.8.20）

377 14-3514-22 デジタル温湿度計 CTH-1365 №14（10.8.20）

378 14-3514-50～70 ハンディタイプ温湿度計 / ハイグロパームシリーズ №9（10.2.2）

379 14-3514-23 デジタル温湿度計 CTH-201 №22（12.2.24）

381 14-3454-45 ハンディロガー GL200A №14（10.8.20）

382 14-3459-20～23 温湿度ロガー・温度ロガー №26（12.9.25）

廃番

廃番

廃番

廃番

表記変更： 測定範囲 ⇒ 温度保証範囲
※温度保証範囲＝下限が全て-40℃～に変更

写真変更： 右側の2個目、3個目のボタン無し。

廃番

モデルチェンジ
型番変更： HI935007 ⇒ HI935007N
電源変更： 単三電池3個 ⇒ 単四電池3個
ｻｲｽﾞ変更： 150×80×36mm ⇒ 152×58×30mm

廃番

電源訂正： 単4乾電池（1.5V）電池×1個
⇒ 単4電池（1.5V）×2個

廃番

価格改定：

表記訂正： 使用温湿度 ⇒ サンプリング
表記訂正： 保存温湿度 ⇒ 使用温湿度
表記訂正： 表示 ⇒ 保存温湿度

製造中止 ⇒ 後継 GL220 ￥110,000
（詳細はお問合わせ下さい）

廃番

廃番

表記削除 ⇒ ●衝撃防止ラバーブーツ
価格改定： ￥29,000 ⇒ ￥22,600

廃番

¥4,500

⇒

廃番

価格改定：

価格改定：

⇒ ¥8,500

¥10,400 ¥7,900

⇒ ¥3,200

¥11,500

廃番

383 14-3501-12 専用記録紙 7日 / 20012-7 №22（12.2.24）

383 14-3501-13 専用記録紙 1日 / 20012-1 №22（12.2.24）枚数訂正： 365 ⇒ 400

枚数訂正： 53 ⇒ 55
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383 14-3501-14 専用記録紙 31日 / 20012-31 №22（12.2.24）

383 14-3501-15 専用記録紙 62日 / 20012-62 №22（12.2.24）

383 14-3501-16 専用記録紙 93日 / 20012-93 №22（12.2.24）

383 14-3501-18 専用記録紙 365日 / 20012-365 №22（12.2.24）

384 14-3443-10～27 サーモデマンド 3Rタイプ №27（12.11.26）

384 14-3443-30～35 サーモデマンド 4Rタイプ №27（12.11.26）

384 14-3443-30～35 サーモデマンド4点表示タイプ 4R №27（12.11.26）

384 14-3443-40～55 サーモデマンド 5Rタイプ №27（12.11.26）

385 14-3444-10～66 サーモデマンド CR/HRタイプ №27（12.11.26）

385 14-3444-70～75 サーモデマンド ミニタイプ №27（12.11.26）

386 14-3445-10～40 サーモデマンド デマンドタイプ （6×12/φ11mm） №27（12.11.26）

387 14-3442-10 サーマックス・クロックインジケーター / レンジ1 №9（10.2.2）

387 14-3442-11 サーマックス・クロックインジケーター / レンジ2 №9（10.2.2）

387 14-3442-12 サーマックス・クロックインジケーター / レンジ3 №9（10.2.2）

387 14-3442-13 サーマックス・クロックインジケーター / レンジ4 №9（10.2.2）

387 14-3442-14 サーマックス・クロックインジケーター / レンジ5 №9（10.2.2）

387 14-3442-15 サーマックス・クロックインジケーター / レンジ6 №9（10.2.2）

387 14-3442-16 サーマックス・クロックインジケーター / レンジ7 №9（10.2.2）

387 14-3442-17 サーマックス・クロックインジケーター / レンジ8 №9（10.2.2）

387 14-3442-20 サーマックス・4レベルマイクロラベル レンジM/L1 №9（10.2.2）

387 14-3442-21 サーマックス・4レベルマイクロラベル レンジM/L2 №9（10.2.2）

387 14-3442-22 サーマックス・4レベルマイクロラベル レンジM/L3 №9（10.2.2）

387 14-3442-23 サーマックス・4レベルマイクロラベル レンジM/L4 №9（10.2.2）

追記：※指定変色温度をこえる恐れがある場合は、
クール便の発送となり別途送料を申し受けます。

¥4,800

枚数訂正： 4 ⇒ 5

枚数訂正： 1 ⇒ 2

追記：※指定変色温度をこえる恐れがある場合は、
クール便の発送となり別途送料を申し受けます。

追記：※指定変色温度をこえる恐れがある場合は、
クール便の発送となり別途送料を申し受けます。

価格改定： ¥5,500 ⇒

追記：※指定変色温度をこえる恐れがある場合は、
クール便の発送となり別途送料を申し受けます。

追記：※指定変色温度をこえる恐れがある場合は、
クール便の発送となり別途送料を申し受けます。

価格改定： ¥2,700 ⇒ ¥3,000

価格改定： ¥2,700 ⇒ ¥3,000

価格改定： ¥2,700 ⇒ ¥3,000

¥2,700 ⇒価格改定： ¥3,000

価格改定： ¥2,800

⇒ ¥3,100

価格改定：

¥3,100

価格改定： ¥2,800

価格改定：

価格改定：

¥2,800 ⇒ ¥3,100

価格改定： ¥2,700

⇒

¥3,100

価格改定： ¥2,700

⇒ ¥3,000

⇒

⇒

¥3,000¥2,700 ⇒

枚数訂正： 6 ⇒ 7

⇒

¥2,800

価格改定：

¥3,000

¥3,000

枚数訂正： 372 ⇒ 15

追記：※指定変色温度をこえる恐れがある場合は、
クール便の発送となり別途送料を申し受けます。

¥2,700

387 14-3442-23 サーマックス・4レベルマイクロラベル レンジM/L4 №9（10.2.2）

387 14-3442-24 サーマックス・4レベルマイクロラベル レンジM/L5 №9（10.2.2）

387 14-3442-25 サーマックス・4レベルマイクロラベル レンジM/L6 №9（10.2.2）

387 14-3442-26 サーマックス・4レベルマイクロラベル レンジM/L7 №9（10.2.2）

387 14-3442-27 サーマックス・4レベルマイクロラベル レンジM/L8 №9（10.2.2）

387 14-3442-28 サーマックス・4レベルマイクロラベル レンジM/L9 №9（10.2.2）

387 14-3442-30 サーマックス・5レベルサーモメータストリップ / レンジS №9（10.2.2）

387 14-3442-31 サーマックス・5レベルサーモメータストリップ / レンジA №9（10.2.2）

387 14-3442-32 サーマックス・5レベルサーモメータストリップ / レンジB №9（10.2.2）

387 14-3442-33 サーマックス・5レベルサーモメータストリップ / レンジC №9（10.2.2）

387 14-3442-34 サーマックス・5レベルサーモメータストリップ / レンジD №9（10.2.2）

387 14-3442-35 サーマックス・5レベルサーモメータストリップ / レンジE №9（10.2.2）

387 14-3442-36 サーマックス・5レベルサーモメータストリップ / レンジF №9（10.2.2）

387 14-3442-37 サーマックス・5レベルサーモメータストリップ / レンジG №9（10.2.2）

387 14-3442-38 サーマックス・5レベルサーモメータストリップ / レンジH №9（10.2.2）

387 14-3442-39 サーマックス・5レベルサーモメータストリップ / レンジI №9（10.2.2）

388 14-3442-40 サーマックス・6レベルマイクロラベル / レンジ6ML-1 №9（10.2.2）

388 14-3442-41 サーマックス・6レベルマイクロラベル / レンジ6ML-2 №9（10.2.2）

388 14-3442-42 サーマックス・6レベルマイクロラベル / レンジ6ML-3 №9（10.2.2）

388 14-3442-43 サーマックス・6レベルマイクロラベル / レンジ6ML-4 №9（10.2.2）

388 14-3442-44 サーマックス・6レベルマイクロラベル / レンジ6ML-5 №9（10.2.2）

388 14-3442-45 サーマックス・6レベルマイクロラベル / レンジ6ML-6 №9（10.2.2）

388 14-3442-46 サーマックス・6レベルマイクロラベル / レンジ6ML-7 №9（10.2.2）

388 14-3442-47 サーマックス・6レベルマイクロラベル / レンジ6ML-8 №9（10.2.2）

388 14-3442-50 サーマックス・8レベルサーモメータストリップ / レンジA №9（10.2.2）

388 14-3442-51 サーマックス・8レベルサーモメータストリップ / レンジB №9（10.2.2）

388 14-3442-52 サーマックス・8レベルサーモメータストリップ / レンジC №9（10.2.2）

388 14-3442-53 サーマックス・8レベルサーモメータストリップ / レンジD №9（10.2.2）

388 14-3442-54 サーマックス・8レベルサーモメータストリップ / レンジE №9（10.2.2）

388 14-3442-60 サーマックス・液晶サーモメータ7レベル / レンジ1 №9（10.2.2）

388 14-3442-61 サーマックス・液晶サーモメータ7レベル / レンジ2 №9（10.2.2）

¥3,100

¥3,000

¥3,000

⇒

価格改定：

⇒ ¥3,100

¥3,100 ¥3,200

⇒ ¥3,300価格改定：

価格改定： ¥3,000 ¥3,300

¥3,200

価格改定： ¥3,000 ⇒ ¥3,100

⇒

⇒

価格改定：

価格改定：

価格改定： ¥3,000 ⇒ ¥3,100

価格改定： ¥2,700 ⇒ ¥2,900

価格改定： ¥2,700 ⇒ ¥2,900

価格改定： ¥2,600 ⇒ ¥2,800

価格改定： ¥2,700 ⇒ ¥2,900

価格改定： ¥2,600 ⇒ ¥2,800

価格改定： ¥2,600 ⇒ ¥2,800

価格改定： ¥2,600 ⇒ ¥2,800

価格改定： ¥2,600 ⇒ ¥2,800

価格改定： ¥2,100 ⇒ ¥2,300

価格改定： ¥2,100 ⇒ ¥2,300

価格改定： ¥2,100 ⇒ ¥2,300

価格改定： ¥2,100 ⇒ ¥2,300

価格改定： ¥2,000 ⇒ ¥2,200

価格改定： ¥2,000 ⇒ ¥2,200

価格改定： ¥2,000 ⇒ ¥2,200

価格改定： ¥2,000 ⇒ ¥2,200

価格改定： ¥2,100 ⇒ ¥2,300

価格改定： ¥2,000 ⇒ ¥2,200

価格改定： ¥2,700 ⇒ ¥3,000

価格改定： ¥2,700 ⇒ ¥3,000

価格改定： ¥2,700 ⇒ ¥3,000

価格改定： ¥2,700 ⇒ ¥3,000

価格改定： ¥2,700 ⇒ ¥3,000

価格改定： ¥2,700 ⇒ ¥3,000

388 14-3442-61 サーマックス・液晶サーモメータ7レベル / レンジ2 №9（10.2.2）

388 14-3442-62 サーマックス・液晶サーモメータ7レベル / レンジ3 №9（10.2.2）

388 14-3442-63 サーマックス・液晶サーモメータ7レベル / レンジ4 №9（10.2.2）⇒ ¥3,300

⇒

価格改定： ¥3,000

⇒ ¥3,300価格改定： ¥3,000

価格改定： ¥3,000 ¥3,300
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頁 製品コード 品 名 ・ 型 番 №（発行日）

■テラオカ総合カタログ№1000 改正表№1-No.41

変 更 箇 所

388 14-3442-64 液晶サーモメータ7レベル / レンジ5 №17（11.3.25）

388 14-3442-70 サーマックス・液晶サーモメータ8レベル / レンジ1 №9（10.2.2）

388 14-3442-71 サーマックス・液晶サーモメータ8レベル / レンジ2 №9（10.2.2）

388 14-3442-72 サーマックス・液晶サーモメータ8レベル / レンジ3 №9（10.2.2）

388 14-3442-73 サーマックス・液晶サーモメータ8レベル / レンジ4 №9（10.2.2）

388 14-3442-74 サーマックス・液晶サーモメータ8レベル / レンジ5 №9（10.2.2）

388 14-3442-75 サーマックス・液晶サーモメータ8レベル / レンジ6 №9（10.2.2）

390 16-0301-02 ポケット糖度・濃度計（低・中濃度用モデル） / PAL-1 №15（10.11.20）

391 16-2304-10 イオンメーター CARDY Na+ / C-122 №27（12.11.26）

391 16-2304-11 イオンメーター CARDY k+ / C-131 №27（12.11.26）

391 16-2304-13 塩分計 CARDY 塩分濃度 / C-121 №27（12.11.26）

392 14-3561-40 電気式水分計 / MR-200 №16（11.2.15）

393 16-2001-46 工業用計測機器 pH計オプション PVC製・Uボルト固定/CH-50US №1（09.2.9）

393 16-2001-47 工業用計測機器 pH計オプション PVC製・Uボルト固定/CH-100US №1（09.2.9）

394 33-0300-30 残留塩素計 / HI95701C №15（10.11.20）

394 33-0300-31 残留塩素計 / HI95711C №15（10.11.20）

394 33-0300-50 残留塩素計 / HI95734C №15（10.11.20）

¥3,000価格改定：

廃番でﾓﾃﾞﾙﾁｪﾝｼﾞ（仕様詳細はお問合わせ下さい）
後継機種：LAQUAtwin B-721 ￥38,000

型番訂正⇒CH-50UP 材質訂正⇒PP製

廃番でﾓﾃﾞﾙﾁｪﾝｼﾞ（仕様詳細はお問合わせ下さい）
後継機種：LAQUAtwin B-722 ￥38,000

価格改定：

⇒

廃番でﾓﾃﾞﾙﾁｪﾝｼﾞ（仕様詳細はお問合わせ下さい）
後継機種：LAQUAtwin B-731 ￥38,000

仕様変更： 温度表示機能追加
温度補正範囲変更： 10～75℃ ⇒ 10～100℃

価格改定：

¥3,000

¥3,000

⇒

モデルチェンジ（仕様詳細はお問合わせ下さい）
型番変更： HI95734C ⇒ HI96734C

⇒ ¥3,300

価格改定：

¥3,000 ⇒

価格改定：

価格改定：

¥3,000 ⇒ ¥3,300

¥3,300

¥3,300

¥3,300

¥3,300

⇒

¥3,000

廃番

モデルチェンジ（外観変更）
型番変更： MR-200 ⇒ MR-200 Ⅱ
表示方式変更： 電圧低下 ⇒ 電池残量

型番訂正⇒CH-100UP 材質訂正⇒PP製

モデルチェンジ（仕様詳細はお問合わせ下さい）
型番変更： HI95701C ⇒ HI96701C
価格改定： ￥45,000 ⇒ ￥57,000

モデルチェンジ（仕様詳細はお問合わせ下さい）
型番変更： HI95711C ⇒ HI96711C
価格改定： ￥48,000 ⇒ ￥59,000

モデルチェンジ（仕様詳細はお問合わせ下さい）
394 33-0300-51 残留塩素計 / HI95761C №15（10.11.20）

394 33-0300-52 残留塩素計 / HI95762C №15（10.11.20）

394 33-0300-53 残留塩素計 / HI95771C №15（10.11.20）

395 33-0300-05～10 ハンディタイプ残留塩素計 CL-51 №21（11.11.25）

395 33-0300-20 ＤＰＤテストキット/ＤＰＤプラス100包入 №2（09.3.20）

395 33-0300-21 ＤＰＤテストキット/ＤＰＤプラス500包入 №2（09.3.20）

396 16-2900-10 デジタルpHコントローラー NPH-680D №33（13.8.26）

396 16-2900-11 pHコントローラー NPH-660 №19（11.7.25）

396 16-2900-11 pHコントローラー NPH-660 №33（13.8.26）

396 16-2900-12 微調整タイマー NPHT-10 №33（13.8.26）

397 16-2010-30～34 pHメーター D-50シリーズ №20（11.9.26）

397 16-2010-30～34 pHメーター D-50シリーズ №32（13.6.25）

397 16-2010-30 pHメーター D-51S №34（13.10.25）

397 16-2010-31 pHメーター D-52S №34（13.10.25）

397 16-2010-32 pHメーター D-53S №34（13.10.25）

397 16-2010-33 pHメーター D-54S №34（13.10.25）

397 16-2010-34 pHメーター D-55S №34（13.10.25）

16-2010-35 50シリーズ用ACアダプタ №15（10.11.20）

16-2010-36 50シリーズ用ACアダプタケーブル №15（10.11.20）

398 16-2010-40～43 pHメーター F-70シリーズ №32（13.6.25）

398 16-2010-40 pHメーター F-51S №20（11.9.26）
モデルチェンジ ⇒ F-71S ￥185,000
仕様等詳細はお問合わせ下さい。

モデルチェンジ ⇒ D-75S ￥123,000
仕様等詳細はお問合わせ下さい。

2013/10/1 より表記変更： ⇒

2013/9/1 より表記変更： ⇒

2013/9/1 より表記変更： ⇒

2013/10/1 より表記変更： ⇒

モデルチェンジ ⇒ D-71S ￥70,000
仕様等詳細はお問合わせ下さい。

モデルチェンジ ⇒ D-73S ￥143,000
仕様等詳細はお問合わせ下さい。

モデルチェンジ ⇒ D-74S ￥103,000
仕様等詳細はお問合わせ下さい。

モデルチェンジ ⇒ D-72S ￥90,000
仕様等詳細はお問合わせ下さい。

廃番

397～
401

単品販売中止でセット販売のみ
新規： 16-2010-37 ACアダプタセット ￥6,000

モデルチェンジ（仕様詳細はお問合わせ下さい）
型番変更： HI95771C ⇒ HI96771C

価格訂正：￥8,900⇒￥3,200

付属品（pH電極）変更： 9621-10D ⇒ 9625-10D

モデルチェンジ（仕様詳細はお問合わせ下さい）
型番変更： HI95762C ⇒ HI96762C

制御出力訂正： AC100V 5A ⇒ AC100V 10A
外形寸法変更⇒W205×D140×H170+50(取手)ｍｍ

モデルチェンジ（仕様詳細はお問合わせ下さい）
型番変更： HI95761C ⇒ HI96761C

価格訂正：￥3,200⇒￥8,900

2013/10/1 より表記変更： ⇒

03205 03505

03205 03505

03005 03505

03005 03505

03005 03505

398 16-2010-40 pHメーター F-51S №20（11.9.26）
仕様等詳細はお問合わせ下さい。
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頁 製品コード 品 名 ・ 型 番 №（発行日）

■テラオカ総合カタログ№1000 改正表№1-No.41

変 更 箇 所

398 16-2010-41 pHメーター F-52S №20（11.9.26）

398 16-2010-42 pHメーター F-53S №20（11.9.26）

398 16-2010-43 pHメーター F-54S №20（11.9.26）

398 16-2010-44 pHメーター F-55S №20（11.9.26）

399 16-2010-10 コンパクトpHメーター B-211 №27（12.11.26）

399 16-2010-11 コンパクトpHメーター B-212 №27（12.11.26）

399 16-2010-12～16 コンパクトpHメーター用アクセサリー №27（12.11.26）

399 16-2303-10 コンパクト導電率計 B-173 №27（12.11.26）

399 16-2303-20、21 コンパクト導電率計用アクセサリー №27（12.11.26）

400 16-2011-13 pH計 pHep 4 / HI 98127 №22（12.2.24）

400 16-2011-14 pH計 pHep 5 / HI 98128 №22（12.2.24）

401 16-2302-35,36 導電率計 DS-70シリーズ №32（13.6.25）

401 16-2302-35 導電率計 DS-51 №20（11.9.26）

401 16-2302-36 導電率計 DS-52 №20（11.9.26）

401 16-2302-40 導電率計 ES-51 №32（13.6.25）

401 16-2302-40 導電率計 ES-51 №34（13.10.25）

403 16-2303-30 pH/導電率計 ウォーターチェック / HI98114 №18（11.5.20）

モデルチェンジ ⇒ ES-71 ￥98,000
仕様等詳細はお問合わせ下さい。

廃番でﾓﾃﾞﾙﾁｪﾝｼﾞ（仕様詳細はお問合わせ下さい）
後継機種：LAQUAtwin B-771 ￥29,000

取扱中止

モデルチェンジ ⇒ F-74S ￥380,000
仕様等詳細はお問合わせ下さい。

廃番でﾓﾃﾞﾙﾁｪﾝｼﾞ（仕様詳細はお問合わせ下さい）
後継機種：LAQUAtwin B-711 ￥22,000

モデルチェンジ ⇒ F-72S ￥230,000
仕様等詳細はお問合わせ下さい。

取扱中止

モデルチェンジ ⇒ F-73S ￥330,000
仕様等詳細はお問合わせ下さい。

モデルチェンジ ⇒ DS-71E ￥200,000
仕様等詳細はお問合わせ下さい。

2013/9/1 より表記変更： ⇒

2013/9/1 より表記変更： ⇒

廃番でﾓﾃﾞﾙﾁｪﾝｼﾞ（仕様詳細はお問合わせ下さい）
後継機種：LAQUAtwin B-712 ￥28,000

廃番で代替品： 16-2010-43 F-74S ￥380,000

測定範囲変更： 0.0～14.0pH/0.0～60.0℃
⇒ -2.0～16.0pH/-5.0～60.0℃

測定範囲変更： 0.0～14.0pH/0.0～60.0℃
⇒ -2.0～16.0pH/-5.0～60.0℃

製造中止 ⇒ 代替品：P.403 16-2302-25 HI98129

モデルチェンジ ⇒ DS-72E ￥250,000
仕様等詳細はお問合わせ下さい。

03205 03505

03205 03505

403 16-2303-31 pH/導電率計 アグリテスト / HI98116 №18（11.5.20）

403 16-2303-35 pH/導電率/ORP/温度測定計 ウォーターテスト №21（11.11.25）

404 16-2810-10 ガラス電極 1066A-10C №20（11.9.26）

404 16-2810-12 ガラス電極 6961-15C №20（11.9.26）

404 16-2811-10 比較電極 2060A-10T №20（11.9.26）

404 16-2811-11 比較電極 2660A-10T №20（11.9.26）

404 16-2811-12 比較電極 2565A-10T №20（11.9.26）

404 16-2811-14 比較電極 2461A-15T №20（11.9.26）

404 16-2811-15 pH電極 0030-10C №18（11.5.20）

404 16-2811-16 pH電極 9300-10C №18（11.5.20）

404 16-2812-05 pH複合電極 9611-10D №20（11.9.26）

404 16-2812-06 pH複合電極 9677-10D №20（11.9.26）

404 16-2812-07 pH複合電極 9678-10D №20（11.9.26）

404 16-2812-08 pH複合電極 9669-10D №20（11.9.26）

404 16-2812-09 pH複合電極 9621-10D №20（11.9.26）

404 16-2812-11 pH複合電極 6366-10D №20（11.9.26）

404 16-2812-13 pH複合電極 6378-10D №20（11.9.26）

404 16-2812-15 pH複合電極 6352-10D №20（11.9.26）

404 16-2812-20 pH複合電極 6066-10C №20（11.9.26）

404 16-2812-22 pH複合電極 6251-10C №20（11.9.26）

406 16-2901-10 ツーバンドpH試験紙 広領域用 / MN90301 №25（12.7.25）

406 16-2901-11 ツーバンドｐH試験紙 MN90302 №2（09.3.20）

406 16-2901-11～15 ツーバンドpH試験紙 狭領域用 №25（12.7.25）

406 16-2901-16 ツーバンドpH試験紙セット / MN90319 №25（12.7.25）

406 16-2901-17 ツーバンドpH試験紙詰替用 / MN90311 №25（12.7.25）

406 16-2902-11 スリーバンドpH試験紙 / MN90510 №25（12.7.25）

406 16-2904-10～19 スティックpH試験紙 №25（12.7.25）

406 16-2905-10,11 スタンダードpH試験紙 広領域用 №25（12.7.25）

406 16-2905-20～27 スタンダードpH試験紙 狭領域用 №25（12.7.25）

406 16-2905-30 スタンダードpH試験紙 TRI-BOX / MN90218 №25（12.7.25）

406 16-2905-31,32 スタンダードpH試験紙 詰替用 3巻入 №25（12.7.25）

廃番

2012/9/1 より価格改定： ￥22,000 ⇒ ￥23,000

型番変更： 0030-10C ⇒ 0030-10D

2012/9/1 より価格改定： ￥4,500 ⇒ ￥4,800
2012/9/1 より価格改定： ￥3,000 ⇒ ￥3,300

2012/9/1 より価格改定： ￥2,300 ⇒ ￥2,400

⇒

¥12,000

2012/9/1 より価格改定： ￥4,500 ⇒ ￥4,700
2012/9/1 より価格改定： ￥2,700 ⇒ ￥3,000

¥7,000 ⇒ ¥14,000

製造中止 ⇒ 代替品：P.403 16-2302-25 HI98129

廃番

廃番

価格改定：

廃番

¥10,000

価格改定： ¥10,000

¥6,000

型番変更： 9300-10C ⇒ 9300-10D

廃番

廃番

廃番

廃番

廃番

廃番

廃番

廃番

表示訂正：ｐH測定領域：1.0～4.0⇒1.0～4.3

2012/9/1 より価格改定： ￥1,550 ⇒ ￥1,600

2012/9/1 より価格改定： ￥2,300 ⇒ ￥2,400

2012/9/1 より価格改定： ￥2,200 ⇒ ￥2,300

2012/9/1 より価格改定： ￥1,550 ⇒ ￥1,600

廃番

廃番

⇒

価格改定：

406 16-2905-31,32 スタンダードpH試験紙 詰替用 3巻入

407 16-2921-30 半定量イオン試験紙 鉄1000（※） / MN91302 №21（11.11.25）
型番変更： MN91302 ⇒ MN91330
品名変更： 鉄1000（※） ⇒ 全鉄1000

2012/9/1 より価格改定： ￥2,700 ⇒ ￥3,000



40/119

頁 製品コード 品 名 ・ 型 番 №（発行日）

■テラオカ総合カタログ№1000 改正表№1-No.41

変 更 箇 所
407 16-2921-30 半定量イオン試験紙 全鉄1000 / MN91330 №25（12.7.25）

407 16-2921-31 半定量イオン試験紙 鉄100（※） / MN91308 №21（11.11.25）

407 16-2921-31 半定量イオン試験紙 全鉄100 / MN91344 №25（12.7.25）

407 16-2921-32 半定量イオン試験紙 コバルト / MN91303 №25（12.7.25）

407 16-2921-33 半定量イオン試験紙 銅 / MN91304 №25（12.7.25）

407 16-2921-34 半定量イオン試験紙 ニッケル / MN91305 №25（12.7.25）

407 16-2921-35 半定量イオン試験紙 サルファイト / MN91306 №25（12.7.25）

407 16-2921-36 半定量イオン試験紙 スズ / MN91309 №25（12.7.25）

407 16-2921-37 半定量イオン試験紙 亜硝酸 / MN91311 №25（12.7.25）

407 16-2921-38 半定量イオン試験紙 硝酸 / MN91313 №25（12.7.25）

407 16-2921-39 半定量イオン試験紙 パーオキシド100 / MN91312 №25（12.7.25）

407 16-2921-40 半定量イオン試験紙 パーオキシド25 / MN91319 №25（12.7.25）

407 16-2921-41 半定量イオン試験紙 アスコルビン酸 / MN91314 №25（12.7.25）

407 16-2921-42 半定量イオン試験紙 カリウム / MN91316 №25（12.7.25）

407 16-2921-43 半定量イオン試験紙 亜硝酸3000 / MN91322 №25（12.7.25）

407 16-2921-44 半定量イオン試験紙 パーオキシド1000 / MN91333 №25（12.7.25）

408 16-2920-10 フッ素試験紙 / MN90734 №25（12.7.25）

408 16-2920-28,29 酸性/アルカリ度判定用試験紙 №33（13.8.26）

408 16-2920-11 銅試験紙 MN90601 №29（13.2.25）

408 16-2920-12 鉛試験紙 / MN90602 №25（12.7.25）

408 16-2920-13 オイル試験紙 / MN90760 №25（12.7.25）

408 16-2920-20 銀試験紙 / MN90741 №25（12.7.25）

408 16-2920-21 ヨウ素酸カリウムでんぷん試験紙 / MN90753 №25（12.7.25）

408 16-2920-22 ヨウ化カリウムでんぷん試験紙 / MN90754 №25（12.7.25）

408 16-2920-25 リトマスブルー試験紙 / MN91106 №25（12.7.25）

408 16-2920-26 リトマスニュートラル試験紙 / MN91107 №25（12.7.25）

408 16-2920-27 リトマスレッド試験紙 / MN91108 №25（12.7.25）

408 16-2920-28 酸性/アルカリ性判定用試験紙 ＭＮ91702 №2（09.3.20）

408 16-2920-28 コンゴ試験紙 / MN90702

2012/9/1 より価格改定： ￥1,600 ⇒ ￥1,900
2012/9/1 より価格改定： ￥1,550 ⇒ ￥1,600
2012/9/1 より価格改定： ￥1,550 ⇒ ￥1,600
2012/9/1 より価格改定： ￥1,550 ⇒ ￥1,600

2012/9/1 より価格改定： ￥1,600 ⇒ ￥1,800

2012/9/1 より価格改定： ￥4,200 ⇒ ￥4,600
2012/9/1 より価格改定： ￥5,300 ⇒ ￥5,800
2012/9/1 より価格改定： ￥7,800 ⇒ ￥8,500
2012/9/1 より価格改定： ￥4,600 ⇒ ￥5,000

廃番

2012/9/1 より価格改定： ￥4,800 ⇒ ￥5,500
2012/9/1 より価格改定： ￥1,600 ⇒ ￥1,900

2012/9/1 より価格改定： ￥6,800 ⇒ ￥7,400

2012/9/1 より価格改定： ￥4,200 ⇒ ￥4,700
2012/9/1 より価格改定： ￥13,700 ⇒ ￥15,500

2012/9/1 より価格改定： ￥4,300 ⇒ ￥4,700

2012/9/1 より価格改定： ￥4,100 ⇒ ￥4,500

型番変更： MN91308 ⇒ MN91344
品名変更： 鉄100（※） ⇒ 全鉄100

2012/9/1 より価格改定： ￥4,100 ⇒ ￥4,500
2012/9/1 より価格改定： ￥5,600 ⇒ ￥6,100
2012/9/1 より価格改定： ￥4,200 ⇒ ￥4,600

2012/9/1 より価格改定： ￥4,200 ⇒ ￥4,600

廃番
2012/9/1 より価格改定： ￥4,600 ⇒ ￥5,000

2012/9/1 より価格改定： ￥4,700 ⇒ ￥5,200

2012/9/1 より価格改定： ￥4,500 ⇒ ￥4,900
2012/9/1 より価格改定： ￥5,000 ⇒ ￥5,500

型番訂正⇒ＭＮ90702

廃番

408 16-2920-28 コンゴ試験紙 / MN90702 №25（12.7.25）

408 16-2920-29 フェノールフタレイン試験紙 / MN90712 №25（12.7.25）

409 14-4161-01 小型標準比重計 検定証印付 No.1 №33（13.8.26）

409 14-4161-02 小型標準比重計 検定証印付 No.2 №33（13.8.26）

409 14-4161-03 小型標準比重計 検定証印付 No.3 №33（13.8.26）

409 14-4161-04 小型標準比重計 検定証印付 No.4 №33（13.8.26）

409 14-4161-05 小型標準比重計 検定証印付 No.5 №33（13.8.26）

409 14-4161-06 小型標準比重計 検定証印付 No.6 №33（13.8.26）

409 14-4161-07 小型標準比重計 検定証印付 No.7 №33（13.8.26）

409 14-4161-08 小型標準比重計 検定証印付 No.8 №33（13.8.26）

409 14-4161-09 小型標準比重計 検定証印付 No.9 №33（13.8.26）

409 14-4161-10 小型標準比重計 検定証印付 No.10 №33（13.8.26）

409 14-4161-11 小型標準比重計 検定証印付 No.11 №33（13.8.26）

409 14-4161-12 小型標準比重計 検定証印付 No.12 №33（13.8.26）

409 14-4161-13 小型標準比重計 検定証印付 No.13 №33（13.8.26）

409 14-4161-14 小型標準比重計 検定証印付 No.14 №33（13.8.26）

409 14-4161-15 小型標準比重計 検定証印付 No.15 №33（13.8.26）

409 14-4161-16 小型標準比重計 検定証印付 No.16 №33（13.8.26）

409 14-4161-17 小型標準比重計 検定証印付 No.17 №33（13.8.26）

409 14-4161-18 小型標準比重計 検定証印付 No.18 №33（13.8.26）

409 14-4161-19 小型標準比重計 検定証印付 No.19 №33（13.8.26）

409 14-4161-20 小型標準比重計 検定証印付 19本組セット №33（13.8.26）

409 14-4161-30 大型標準比重計30cm 7本組用No.1 検定付 №18（11.5.20）

409 14-4161-31 大型標準比重計30cm 7本組用No.2 検定付 №18（11.5.20）

409 14-4161-32 大型標準比重計30cm 7本組用No.3 検定付 №18（11.5.20）

409 14-4161-33 大型標準比重計30cm 7本組用No.4 検定付 №18（11.5.20）

409 14-4161-34 大型標準比重計30cm 7本組用No.5 検定付 №18（11.5.20）

409 14-4161-35 大型標準比重計30cm 7本組用No.6 検定付 №18（11.5.20）

409 14-4161-36 大型標準比重計30cm 7本組用No.7 検定付 №18（11.5.20）

409 14-4161-37 大型標準比重計30cm 7本組セット 検定付 №18（11.5.20）

409 14-4161-40 重液用比重計 №22（12.2.24）

409 14-4161-41 軽液用比重計 №22（12.2.24）

価格訂正： ¥110,000 ⇒ ¥91,800
価格訂正： ¥9,200 ⇒ ¥8,600
価格訂正： ¥9,200 ⇒ ¥8,600

価格訂正： ¥5,600 ⇒ ¥4,600
価格訂正： ¥5,600 ⇒ ¥4,600

価格訂正： ¥4,200 ⇒ ¥3,000
価格訂正： ¥5,600 ⇒ ¥4,600

価格訂正： ¥4,200 ⇒ ¥3,000
価格訂正： ¥4,200 ⇒ ¥3,000

価格訂正： ¥4,200 ⇒ ¥3,000
価格訂正： ¥4,200 ⇒ ¥3,000

価格訂正： ¥4,200 ⇒ ¥3,000
価格訂正： ¥4,200 ⇒ ¥3,000

価格訂正： ¥4,200 ⇒ ¥3,000
価格訂正： ¥4,200 ⇒ ¥3,000

¥3,000
価格訂正： ¥4,200 ⇒ ¥3,000

価格訂正： ¥5,600 ⇒ ¥4,600

価格訂正： ¥4,200 ⇒ ¥3,000
価格訂正： ¥5,600 ⇒ ¥4,600

2012/9/1 より価格改定： ￥1,600 ⇒ ￥1,800
2012/9/1 より価格改定： ￥1,600 ⇒ ￥1,800

価格改定：

価格改定： ¥7,000 ⇒

¥2,200¥2,000

価格改定： ¥2,200

価格改定：

¥7,400

¥43,000

⇒

¥39,800 ⇒

¥2,400⇒

価格改定： ¥7,000 ⇒ ¥7,400

¥4,000

価格改定： ¥4,500 ⇒ ¥4,800

価格改定： ¥3,800 ⇒ ¥4,000

価格訂正： ¥4,200 ⇒

¥4,800

価格改定： ¥3,800 ⇒ ¥4,000

価格改定： ¥3,800 ⇒

価格改定： ¥4,500 ⇒

409 14-4161-41 軽液用比重計 №22（12.2.24）

410 14-4160-11 電子比重計 MD-300S №21（11.11.25）

価格改定： ¥2,200

モデルチェンジ ⇒ 型番：MDS-300 ￥218,000
（仕様詳細はお問合わせ下さい。）

¥2,400⇒
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頁 製品コード 品 名 ・ 型 番 №（発行日）

■テラオカ総合カタログ№1000 改正表№1-No.41

変 更 箇 所

410 14-4160-40 比重測定装置 / AUW220D＋SMK-401 №10（10.3.17）

410 14-4160-41 比重測定装置 / AUW120D＋SMK-401 №10（10.3.17）

411 14-4120-04 ピクノメーター No.4 №37（14.2.25）

411 14-4120-05 ピクノメーター No.5 №37（14.2.25）

411 14-4121-10 ハーバード型比重瓶 №39（14.4.25）

411 14-4121-20～24 ゲーリュサック型比重瓶 №39（14.4.25）

411 14-4121-20 ゲーリュサック型比重瓶 5mL №39（14.4.25）

411 14-4121-21 ゲーリュサック型比重瓶 10mL №39（14.4.25）

411 14-4121-22 ゲーリュサック型比重瓶 25mL №39（14.4.25）

411 14-4121-23 ゲーリュサック型比重瓶 50ml №19（11.7.25）

411 14-4121-24 ゲーリュサック型比重瓶 100ml №19（11.7.25）

412 14-4162-10 JIS カサ密度測定器 K-5101 №25（12.7.25）

412 14-4162-10 カサ密度測定器 K-5101 №34（13.10.25）

412 14-4162-11 カサ比重測定器 K-6720 №34（13.10.25）

412 14-4162-12 見掛密度測定器 Z-2504 №34（13.10.25）

412 14-4162-90 A.B.D粉体特性測定器 ABD-72 №34（13.10.25）

413 14-4111-10 粘度カップ / NK２ №7（09.9.1）

413 14-4111-30～34 ザンカップ No.343 №26（12.9.25）

415 14-4203-10 隠ペイ率測定紙/\24、000 №1（09.2.9）

417 14-3210-18 クアニックス キーレス （膜厚計） №27（12.11.26）

417 14-3210-20 クアニックスNo.1500M （膜厚計） №27（12.11.26）

420 14-4601-30 引掻硬度計 No.318 №15（10.11.20）

421 14-4603-02,05 ゴム・プラスチック硬度計 / GS-702N , GS-709N №16（11.2.15）

421 14-4604-25 ショア硬度計 D型 №16（11.2.15）

2014/1/1 より表記変更： ⇒

2014/1/1 より表記変更： ⇒

廃番

2014/1/1 より表記変更： ⇒

2014/1/1 より表記変更： ⇒

廃番

形状変更

⇒

¥2,100

価格改定： ¥1,700

⇒

¥1,800

価格改定： ¥1,980

容量表記訂正： 100ml ⇒ 50ml
容量表記訂正： 50ml ⇒ 100ml

仕様変更：材質/アルミ⇒砲金製（クロムメッキ）

表記訂正： くりかえし性 0.1mg/0.02g ⇒ 0.1mg/0.02mg

価格訂正 ⇒ \28,000

表記訂正： ■使用方法（11枚刃使用例）
⇒ ■使用方法

説明文訂正：●試験できる・・・（中心から）：
70mm×45mm（幅＝∞）⇒70mm×65mm（幅＝∞）

規格追記 ⇒ JIS Z 2246

表記削除 ⇒ [準拠規格] JIS K 6253、ISO 7619

表記訂正： くりかえし性 0.1mg/0.05g ⇒ 0.1mg/0.05mg

規格表記訂正： ASTMD1200に適合
⇒ ASTM D4212に適合

廃番

表記変更： ⇒

価格改定： ¥1,450 ⇒ ¥1,750
価格改定： ¥1,500 ⇒ ¥1,750
価格改定： ¥1,600 ⇒ ¥1,800

03505 御見積

03505 御見積

03505 御見積

03005 03505

02005 02505

422 14-3001-20～22 ダイヤルノギス №11（10.4.15）

423 14-3001-05 シルバーM型ノギス 自動ストップ付 THS-15 №36（14.1.28）

423 14-3001-06 シルバーM型ノギス 自動ストップ付 THS-20 №36（14.1.28）

423 14-3001-15 シルバー普及型ノギス VC-10 №36（14.1.28）

423 14-3001-16 シルバー普及型ノギス VC-15 №36（14.1.28）

423 14-3001-17 シルバー普及型ノギス VC-20 №36（14.1.28）

423 14-3001-18 シルバー普及型ノギス VC-30 №36（14.1.28）

423 14-3001-25 ダイヤルノギス DVC-15Ⅱ №36（14.1.28）

423 14-3001-26 ダイヤルノギス DVC-20Ⅱ №36（14.1.28）

423 14-3001-27 ダイヤルノギス DVC-30Ⅱ №36（14.1.28）

423 14-3001-35～38 デジタルノギス №15（10.11.20）

423 14-3001-35～37 デジタルノギス / DT-100,DT-150,DT-200 №15（10.11.20）

423 14-3001-38 デジタルノギス / DT-300 №15（10.11.20）

424 14-3002-23 カウント外側マイクロメータ / M820-100 №16（11.2.15）

424 14-3002-40 マイクロメータスタンド MS-R №24（12.5.25）

424 14-3002-41 マイクロメータスタンド MS-S №24（12.5.25）

425 14-3002-01 クイックミニ25 / PK0510SU №15（10.11.20）

425 14-3021-20～22 デジタルシックネスゲージ №16（11.2.15）

425 14-3021-20 ダイヤルシックネスゲージ SM-112 №24（12.5.25）

425 14-3021-21 ダイヤルシックネスゲージ SM-528 №24（12.5.25）

425 14-3021-22 ダイヤルシックネスゲージ SM-114 №24（12.5.25）

426 14-4650-10 ABSデジマチックインジケータ / ID-C1012 №16（11.2.15）

426 14-4650-11 ABSデジマチックインジケータ / ID-C1025B №16（11.2.15）

426 14-4650-12 ABSデジマチックインジケータ / ID-C1050B №16（11.2.15）

426 14-4650-13 ABSデジマチックインジケータ / ID-C112 №16（11.2.15）

価格改定： ¥12,000
価格改定： ¥18,000 ⇒ ¥19,800

価格改定： ¥9,400 ⇒ ¥10,400
⇒ ¥13,400

価格改定： ¥4,200 ⇒ ¥5,000
価格改定： ¥7,600 ⇒ ¥9,200

価格改定： ¥2,900 ⇒ ¥3,500

¥7,300 ⇒ ¥9,000
価格改定： ¥5,200

価格改定： ¥1,800 ⇒

型番変更： MS-R ⇒ MS-RB

¥11,000価格改定：

モデルチェンジ（仕様詳細はお問合わせ下さい）
後継機種 ⇒ ID-C112X

モデルチェンジ（仕様詳細はお問合わせ下さい）
後継機種 ⇒ ID-C1025XB

モデルチェンジ（仕様詳細はお問合わせ下さい）
後継機種 ⇒ ID-C1050XB

¥8,500 ⇒

価格改定：

モデルチェンジ（仕様詳細はお問合わせ下さい）
後継機種 ⇒ ID-C1012X

¥10,800 ⇒

¥11,900 ⇒ ¥12,000

¥8,600

型番変更： MS-S ⇒ MS-SB

価格改定：

デザイン変更

規格追記 ⇒ JIS Z 2246
本体寸法（高さ）変更： H335mm ⇒ H355mm

品名訂正： デジタルシックネスゲージ
⇒ ダイヤルシックネスゲージ

製品写真違い(正しい製品写真はお問合せ下さい)

価格改定： ¥18,400 ⇒ ¥18,800

器差変更： ±0.03 ⇒ ±0.04

⇒ ¥6,300
価格改定：

¥2,300

製造中止

器差変更： ±0.02 ⇒ ±0.03

426 14-4650-14 ABSデジマチックインジケータ / ID-C125B №16（11.2.15）
モデルチェンジ（仕様詳細はお問合わせ下さい）
後継機種 ⇒ ID-C125XB

後継機種 ⇒ ID-C112X
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頁 製品コード 品 名 ・ 型 番 №（発行日）

■テラオカ総合カタログ№1000 改正表№1-No.41

変 更 箇 所

426 14-4650-15 ABSデジマチックインジケータ / ID-C150B №16（11.2.15）

426 14-4650-20,21 ABSデジマチックインジケータ №18（11.5.20）

427 14-5101-30 ピンセット型LCRメーター / スマートツィザー №29（13.2.25）

427 14-5101-31 LCRメーター ELC-100 №27（12.11.26）

427 14-5101-32 LCRメーター ELC-121D №27（12.11.26）

428 14-5101-01 クランプテスタ C-02 №31（13.4.25）

428 14-5101-02 クランプテスタ C-04 №31（13.4.25）

428 14-5101-03 クランプテスタ No.200 №19（11.7.25）

428 14-5101-04 クランプテスタ CM-400 №19（11.7.25）

429 14-5101-21 アナログテスタ CX-180N №31（13.4.25）

429 14-5101-23 アナログテスタ CX-160 №23（12.4.25）

430 14-5131-30 検電器 V-15 №23（12.4.25）

430 14-5131-50 EMFテスタ EMF-822 №22（12.2.24）

430 14-5131-51 EMFテスタ No.8050 №31（13.4.25）

430 14-5131-52 トリフィールドメータ TFM-50/TFM-60 №8（09.11.20）

431 14-3601-10 照度計 LX-1330D №14（10.8.20）

431 14-3601-11 照度計 LX-1332D №14（10.8.20）

432 14-4703-40～41 デジタル回転計 RM-1500 №31（13.4.25）

432 14-4703-45 デジタル回転計 / HT-3200 №16（11.2.15）

434 14-4400-90～95 エア管理用メーター №25（12.7.25）

435 14-4400-10～16 デジタルマスフローコントローラー №25（12.7.25）

436 14-4400-01 気体用マスフローメータ / CMS0020BPRN000000 №16（11.2.15）

436 14-4400-02～04 気体用マスフローメータ CMSシリーズ №25（12.7.25）

436 14-4400-04 気体用マスフロメーター/CMS0010BTSN200100 №1（09.2.9）

廃番
廃番

取扱中止

廃番

廃番

廃番

廃番

廃番

販売再開

廃番

廃番

廃番

取扱中止
取扱中止

廃番

型番訂正 ⇒ CMS0010BTSH200100

表記削除⇒ [回転速度範囲]
Lo：0.5～2,000.0r/min Hi：5～1,000r/min

表記削除 ⇒ ●アナログ出力端子付
電池寿命変更： 約200時間 ⇒ 約140時間
寸法・重量変更 ⇒ W71×D37×H148mm、約275ｇ

電池寿命変更： 約200時間 ⇒ 約140時間
寸法・重量変更 ⇒ W71×D37×H148mm、約275ｇ

製造中止

廃番

廃番

廃番

モデルチェンジ（仕様詳細はお問合わせ下さい）
後継機種 ⇒ ID-C150XB

436 14-4400-04 気体用マスフロメーター/CMS0010BTSN200100 №1（09.2.9）

436 14-4400-07 ACアダプア №3（09.3.20）

437 10-7001-01 パーティクルモニター №25（12.7.25）

437 14-5501-01 感震装置 ビブコン №25（12.7.25）

439 14-3502-01～05 セパレート形温湿度センサ №25（12.7.25）

439 14-4800-01,02 アンプ内蔵漏液センサ №25（12.7.25）

439 14-4800-10 アンプ内蔵パイプ取付液面センサ №25（12.7.25）

440 14-5130-38 直流安定化電源/CSP-3025X №1（09.2.9）

440 14-5130-39 直流安定化電源 CPS-3025L №23（12.4.25）

440 14-5130-38～39 直流安定化電源 CPSシリーズ №14（10.8.20）

440 14-5130-40～47 直流安定化電源 AP・DPシリーズ №14（10.8.20）

442 14-9002-10 タイムリーS №14（10.8.20）

442 14-9002-11 タイムリー7 №14（10.8.20）

443 14-9002-20 タイマー TM-09 №22（12.2.24）

443 14-9002-23 タイマー TM-15 №14（10.8.20）

443 14-9002-23 タイマー TM-15 №27（12.11.26）

443 14-9002-30 タイマー CL-099 №31（13.4.25）

444 14-9002-22 タイマー No.264 №23（12.4.25）

444 14-9002-25 タイマー No.897 №23（12.4.25）

444 14-9002-26 タイマー No.899 №14（10.8.20）

444 14-9002-42 タイマー No.274 №23（12.4.25）

445 14-9071-03 ストップウォッチ No.709R №27（12.11.26）

445 14-9071-04 ストップウォッチ No.7334R №27（12.11.26）

445 14-9071-31 ストップウォッチ SW-04 №23（12.4.25）

445 14-9071-34 ストップウォッチ SW-12 №23（12.4.25）

446 14-9073-03 ストップウォッチソーラー SVAE011 №34（13.10.25）

446 14-9073-04 ストップウォッチ SVAE101 №34（13.10.25）

取扱中止

取扱中止

廃番

取扱中止

型番変更： No.709R ⇒ No.709RN
電源変更 ⇒ LR-44（1.5V）ボタン電池1個
価格改定： ￥2,300 ⇒ ￥2,500

モデルチェンジ（仕様詳細はお問合わせ下さい）
型番変更： No.7334R ⇒ No.7334RN

取扱中止

取扱中止

電源訂正： 単4（1.5V）ボタン電池1個
⇒ 単4電池（1.5V）1個

型番訂正 ⇒ CMS0010BTSH200100

仕様表記変更（詳細はお問合せ下さい）

廃番

廃番

型番訂正 ⇒ CPS-3025X

型番変更： TM-15 ⇒ TM-15N

仕様表記変更（詳細はお問合せ下さい）

廃番

廃番

廃番

廃番
廃番

廃番

廃番

表示訂正： ＡＣアダプター

廃番

電源訂正： LR-44（1.5V）ボタン電池1個
⇒ 単4電池（1.5V）1個

廃番

446 14-9073-04 ストップウォッチ SVAE101 №34（13.10.25）

449 16-0100-01 分光光度計 ND-1000 №4（09.4.20）

449 16-0100-02 分光光度計 / ND-3300 №15（10.11.20）

廃番 → モデルチェンジ NanoDrop2000

¥1,900,000

廃番

価格改定： ¥2,000,000 ⇒
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頁 製品コード 品 名 ・ 型 番 №（発行日）

■テラオカ総合カタログ№1000 改正表№1-No.41

変 更 箇 所

449 16-0100-03 プリンター/DYMO-400 №5（09.5.26）

449 16-0100-03 分光光度計 / ND-2000 №15（10.11.20）

449 16-0100-04（新規） №4（09.4.20）

449 16-0100-04 分光光度計 / ND-2000C №15（10.11.20）

452 16-0905-01 ディスポーザブルセル No.1937 №14（10.8.20）

452 16-0905-02 ディスポーザブルセル No.1938 №22（12.2.24）

452 16-0905-03 ディスポーザブルセル / №1939 №16（11.2.15）

452 16-0905-03 ディスポーザブルセル No.1939 №22（12.2.24）

457 16-4121-01 ミニ水平型電気泳動システム 基本セット / MJ-105 №38（14.3.25）

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 №38（14.3.25）

457 16-4121-03 ミニ水平型電気泳動システム 実習セット / MJ-120 №38（14.3.25）

457 16-4121-04 ミニ水平型電気泳動システム / MJ-100 №38（14.3.25）

457 16-4121-05 ミニ水平型電気泳動システム 蓋 / MJ-K01 №38（14.3.25）

457 16-4121-06 ミニ水平型電気泳動システム / MJ-C01 №38（14.3.25）

457 16-4121-07 ミニ水平型電気泳動システム / MJ-S01 №38（14.3.25）

457 16-4121-08 ミニ水平型電気泳動システム / MJ-P02 №38（14.3.25）

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 №38（14.3.25）

458 19-0101-01 テーブルトップ遠心機 No.2420 №8（09.11.20）

458 19-0101-03 テーブルトップ遠心機 No.2800 №8（09.11.20）

458 19-0101-04 テーブルトップ遠心機 No.2810 №8（09.11.20）

458 19-0105-01 バケット コードNo.053-5040 №8（09.11.20）

458 19-0105-02
バケット コードNo.053-5030
公称容量 6ml×40

№8（09.11.20）

458 19-0105-03
バケット コードNo.053-5850
公称容量 5ml細い採血菅/10ml×24

№8（09.11.20）

458 19-0105-04 ﾊﾞｹｯﾄ ｺｰﾄﾞNo.053-4910/公称容量 10ml採血菅/15ml×4 №8（09.11.20）

458 19-0105-04,05 バケット コードNo.053-4910 №8（09.11.20）

価格改定： ¥9,800 ⇒ ¥10,600

価格改定： ¥6,000 ⇒ ¥6,500
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： ¥21,000 ⇒ ¥22,500

価格改定： ¥29,500 ⇒ ¥31,800
¥42,500

価格改定： ¥111,000
価格改定： ¥39,000 ⇒

⇒ ¥122,500

廃番

⇒¥2,150,000

公称容量訂正⇒5～7ml細い採血菅/10ml×24
価格改定：￥34,500 ⇒ ￥36,000

公称容量訂正⇒7～10ml長い採血菅/15ml×4

公称容量訂正⇒6ml RIAチューブ×40
価格改定：￥35,000 ⇒ ￥36,800

価格改定： ¥15,200¥14,500

超微量分光光度計NanoDrop２０００C(ｷｭﾍﾞｯﾄ測定を用いた吸光度測定が可能）

⇒ ¥37,200

¥420,000¥398,000

⇒

¥175,000

¥1,850,000

材質表記訂正： ﾒﾀｸﾘﾚｰﾄ ⇒ ﾎﾟﾘﾒﾁﾙﾒﾀｸﾘﾚｰﾄ

⇒価格改定：

⇒

¥1,750,000

価格改定：

廃番のためその都度別途見積。
このコードは分光光度計NanoDrop2000
となります。

価格改定：

¥2,050,000

寸法訂正： 10×4×45mm ⇒ 12.5×12.5×45mm

寸法訂正： 10×10×45mm ⇒ 12.5×12.5×45mm

⇒

廃番

¥35,500価格改定：

価格改定： ¥165,000

458 19-0105-04,05 バケット コードNo.053-4910 №8（09.11.20）

458 19-0105-06 ﾊﾞｹｯﾄ ｺｰﾄﾞNo.053-4900/公称容量 10ml採血菅/15ml×8 №8（09.11.20）

458 19-0105-06,07 バケット コードNo.053-4900 №8（09.11.20）

458 19-0105-08
バケット コードNo.053-4980
公称容量 10ml採血菅/15ml×16

№8（09.11.20）

458 19-0105-09 ﾊﾞｹｯﾄ ｺｰﾄﾞNo.053-4980/公称容量 10ml採血菅/15ml×24 №8（09.11.20）

458 19-0105-10,11 バケット コードNo.053-4990 №8（09.11.20）

458 19-0105-10 ﾊﾞｹｯﾄ ｺｰﾄﾞNo.053-4990/公称容量 10ml採血菅/15ml×4 №8（09.11.20）

458 19-0105-11 バケット コードNo.053-4990/公称容量 50ml×4 №8（09.11.20）

458 19-0105-12,13 バケット コードNo.053-5010 №8（09.11.20）

458 19-0105-14
バケット コードNo.K13009
公称容量 RIAチューブ×20

№8（09.11.20）

458
19-0105-

16,17,21,23,26
バケット コードNo.K13041 №8（09.11.20）

458 19-0105-17 ﾊﾞｹｯﾄ ｺｰﾄﾞNo.K13041/公称容量 5ml細い採血菅×16 №8（09.11.20）

458 19-0105-18 バケット コードNo.K13150 №8（09.11.20）

458 19-0105-19 バケット コードNo.K13152 №8（09.11.20）

458 19-0105-20
バケット コードNo.K13012
公称容量 15ml×16

№8（09.11.20）

458 19-0105-21 ﾊﾞｹｯﾄ ｺｰﾄﾞNo.K13041/公称容量 15ml×16 №8（09.11.20）

458 19-0105-22,25,27 バケット コードNo.K13097 №8（09.11.20）

458 19-0105-25 ﾊﾞｹｯﾄ ｺｰﾄﾞNo.K13097/公称容量 50ml×4 №8（09.11.20）

458 19-0105-26 ﾊﾞｹｯﾄ ｺｰﾄﾞNo.K13041/公称容量 50ml×4 №8（09.11.20）

458 19-0105-53 チューブラック、アダプタ コードNo.055-7400 №8（09.11.20）

458 19-0105-54 チューブラック、アダプタ コードNo.055-6010 №8（09.11.20）

458 19-0105-55 チューブラック、アダプタ コードNo.K14029 №8（09.11.20）

458 19-0105-57 チューブラック、アダプタ コードNo.K17925 №8（09.11.20）

458 19-0105-58 チューブラック、アダプタ コードNo.K17950 №8（09.11.20）

458 19-0105-61 チューブラック、アダプタ コードNo.K14033 №8（09.11.20）

458 19-0105-64 チューブラック、アダプタ コードNo.K14030 №8（09.11.20）

458 19-0105-65 チューブラック、アダプタ コードNo.K14031 №8（09.11.20）

¥10,000 ¥12,000

¥32,000

¥32,000

¥4,800

⇒

⇒

¥18,000 ⇒

⇒

¥18,000

¥18,000

¥18,000価格改定：

⇒

¥10,000

¥32,000

価格改定：

価格改定：

価格改定：

価格改定：

価格改定：

⇒

⇒ ¥6,800

¥6,000 ⇒

価格改定：

¥6,400

¥32,000

¥12,000

公称容量訂正⇒50ml×4 シグマ製ガラス

公称容量訂正⇒50ml×4 シグマ製ガラス

価格改定：

¥68,000 ⇒ ¥116,000

公称容量訂正⇒7～10ml長い採血菅/15ml×16
価格改定：￥56,000 ⇒ ￥100,000

公称容量訂正⇒7～10ml長い採血菅/15ml×16

価格改定： ¥52,000 ⇒ ¥86,000

¥35,000 ⇒ ¥36,800

価格改定： ¥100,000 ⇒ ¥124,000

公称容量訂正⇒5～7ml細い採血菅×16

価格改定：

¥22,500 ⇒

公称容量訂正⇒7～10ml長い採血菅/15ml×8

価格改定： ¥68,000 ⇒ ¥116,000

公称容量訂正⇒7～10ml長い採血菅/15ml×4

価格改定：

価格改定： ¥15,200¥14,500

¥16,000 ⇒

⇒

公称容量訂正⇒50ml×4 久保田製ガラス

¥16,800

公称容量訂正⇒7～10ml長い採血菅/15ml×16
価格改定：￥28,000 ⇒ ￥29,500

公称容量訂正⇒7～10ml長い採血菅/15ml×24

価格改定： ¥23,600

公称容量訂正⇒5ml RIAチューブ×20
価格改定：￥58,000 ⇒ ￥100,000

価格改定：

458 19-0105-67 チューブラック、アダプタ コードNo.K14032 №8（09.11.20）

458 19-0105-68 チューブラック、アダプタ コードNo.K16051 底ゴム付 №8（09.11.20）

¥18,000 ⇒

⇒ ¥8,000

価格改定：

価格改定： ¥4,000

¥32,000
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頁 製品コード 品 名 ・ 型 番 №（発行日）

■テラオカ総合カタログ№1000 改正表№1-No.41

変 更 箇 所

458 19-0105-78 ロータ RS-240 №8（09.11.20）

458 19-0105-79 ロータ/ＲＳ-1004 RS-1004/2 №4（09.4.20）

458 19-0105-79 ロータ RS-1004 №8（09.11.20）

458 19-0105-80 ロータ №4（09.4.20）

458 19-0105-80 マイクロプレート用ロータ RMP-23 №8（09.11.20）

458 19-0105-81（新規） ロータ RS-1004/2 №4（09.4.20）

459 19-0101-10 プレート専用遠心機 Plate Spin® №8（09.11.20）

459 19-0101-11 インバーター・ヘマトリック遠心機 センテック® №8（09.11.20）

459 19-0101-12 マイクロチューブ・ヘマトリック兼用 HT/2ロータ №8（09.11.20）

459 コードなし 0.5ml、0.5ml用PCR用アダプタ コードNo.055-7590 №8（09.11.20）

459 コードなし 0.4ml用アダプタ コードNo.055-7580 №8（09.11.20）

459 コードなし 0.2mlPCR用アダプタ コードNo.055-0500 №8（09.11.20）

460 19-0104-33,34 マイクロミニ遠心機 Ｎｏ．1-14 別売ロータ №3（09.3.20）

462 20-4142-10 遠沈管（丸底）標準 50mL / 8540CTF-50 №39（14.4.25）

462 20-4142-11 遠沈管（丸底）標準 100mL / 8540CTF-100 №39（14.4.25）

462 20-4142-12 遠沈管（丸底）肉厚 50mL / 8550CTF-50 №39（14.4.25）

462 20-4142-13 遠沈管（丸底）肉厚 100mL / 8550CTF-100 №39（14.4.25）

462 20-4142-20 遠沈管（丸底）ネジ付 30mL / 8422CTF-30 №39（14.4.25）

462 20-4142-21 遠沈管（丸底）ネジ付 50mL / 8422CTF-50 №39（14.4.25）

462 20-4142-30 遠沈管（丸底）共栓付 10mL / 8424CTF-10 №39（14.4.25）

462 20-4142-31 遠沈管（丸底）共栓付 50mL / 8424CTF-50 №39（14.4.25）

462 20-4142-40 遠沈管（丸底目盛付）ネジ付 10mL / 8482CTF-10 №39（14.4.25）

462 20-4142-41 遠沈管（丸底） / 8482CTF-50 №14（10.8.20）

462 20-4142-41 遠沈管（丸底目盛付）ネジ付 50mL / 8482CTF-50 №39（14.4.25）

462 20-4142-50 遠沈管（丸底目盛付）共栓付 10mL / 8484CTF-10 №39（14.4.25）

462 20-4142-51 遠沈管（丸底） / 8484CTF-50 №14（10.8.20）目盛精度訂正： ±0.2ml ⇒ ±1.0ml

価格改定：

¥2,800¥2,500

目盛精度訂正： ±0.1ml ⇒ ±1.0ml

¥2,500

⇒

¥36,800

¥108,000

¥288,000

⇒ ¥2,800

⇒

型番訂正 ⇒ ＲＳ-1004

⇒価格改定：

¥2,800

⇒

型番訂正： ＰＭＰ-23 → ＲＭＰ-23

¥98,000

¥228,500

価格改定：

価格改定：

価格改定：

表示訂正： 付属品 ⇒ 品名

¥2,500

価格改定：

⇒¥35,000

表記削除：お持ちのModel3220のロータをHT/2
に交換できます。

表記削除：（制御方式）インバータ
価格改定：￥200,000⇒\218,000

モデルチェンジ⇒Plate Spin®Ⅱ ￥220,000
（仕様詳細はお問合せ下さい）

¥98,000

¥9,000
価格改定： ¥15,400 ⇒ ¥16,200
価格改定： ¥8,500 ⇒

価格改定： ¥9,500 ⇒ ¥10,000
価格改定： ¥17,100 ⇒ ¥18,000
価格改定： ¥10,600 ⇒ ¥12,100
価格改定： ¥13,500 ⇒ ¥15,700
価格改定： ¥61,500 ⇒ ¥65,000
価格改定： ¥25,900 ⇒ ¥27,200
価格改定： ¥27,000 ⇒ ¥31,500

価格改定： ¥17,000 ⇒ ¥19,200
価格改定： ¥67,500 ⇒ ¥71,000

462 20-4142-51 遠沈管（丸底） / 8484CTF-50 №14（10.8.20）

462 20-4142-51 遠沈管（丸底目盛付）共栓付 50mL / 8484CTF-50 №39（14.4.25）

462 20-4142-60 遠沈管（円錐） 10mL / 8060CTF-10 №39（14.4.25）

462 20-4142-61 遠沈管（円錐） / 8060CTF-15 №17（11.3.25）

462 20-4142-61 遠沈管（円錐） 13mL / 8060CTF-15 №39（14.4.25）

462 20-4142-70 遠沈管（円錐）ネジ付 10mL / 8062CTF-10 №39（14.4.25）

462 20-4142-71 遠沈管（円錐）ネジ付 30mL / 8062CTF-30 №39（14.4.25）

462 20-4142-72 遠沈管（円錐）ネジ付 40mL / 8062CTF-40 №39（14.4.25）

462 20-4142-80 遠沈管（円錐）共栓付 10mL / 8064CTF-10 №39（14.4.25）

462 20-4142-81 遠沈管（円錐目盛付） 10mL / 8080CTF-10 №39（14.4.25）

462 20-4142-82 遠沈管（円錐目盛付）ネジ付 10mL / 8082CTF-10 №39（14.4.25）

462 20-4142-83 遠沈管（円錐目盛付）共栓付 10mL / 8084CTF-10 №39（14.4.25）

462 20-4301-10 遠沈管用キャップ 9998CAP415-13 №39（14.4.25）

462 20-4301-11 遠沈管用キャップ 9998CAP415-15 №39（14.4.25）

462 20-4301-12 遠沈管用キャップ 9998CAP415-18 №39（14.4.25）

462 20-4301-13 遠沈管用キャップ 9998CAP410-24 №39（14.4.25）

462 20-4301-14 遠沈管用キャップ 9998CAP410-28 №39（14.4.25）

463 20-0202-20～28 遠沈管（コーニング社製） 15ml遠沈管 №7（09.9.1）

463 20-0202-20 遠沈管 15mL （500本） / 430052 №38（14.3.25）

463 20-0202-21 遠沈管 15mL （500本） / 430053 №38（14.3.25）

463 20-0202-22 遠沈管 15mL （500本） / 430055 №38（14.3.25）

463 20-0202-24 遠沈管 15mL （500本） / 430766 №38（14.3.25）

463 20-0202-27 遠沈管 15mL （500本） / 430790 №38（14.3.25）

463 20-0202-28 遠沈管 15mL （500本） / 430791 №38（14.3.25）

463 20-0202-30～35 遠沈管（コーニング社製） 50ml遠沈管 №7（09.9.1）

463 20-0202-30 遠沈管 50mL （500本） / 430290 №38（14.3.25）

463 20-0202-31 遠沈管 50mL （500本） / 430291 №38（14.3.25）

463 20-0202-32 遠沈管 50mL （500本） / 430304 №38（14.3.25）

463 20-0202-34 遠沈管 50mL （500本） / 430828 №38（14.3.25）

463 20-0202-35 遠沈管 50mL （500本） / 430829 №38（14.3.25）

463 20-0202-40,41 遠沈管（コーニング社製） セルフスタンディング50ml遠沈管 №7（09.9.1）

463 20-0202-40 遠沈管 セルフスタンディング50mL （500本） / 430897 №38（14.3.25）

価格改定： ¥35,500 ⇒ ¥36,600

価格改定： ¥44,000 ⇒ ¥45,300

価格改定： ¥43,500 ⇒ ¥44,800
価格改定： ¥40,000 ⇒ ¥41,200

価格改定： ¥40,000 ⇒ ¥41,200
価格改定： ¥35,500 ⇒ ¥36,600

価格改定： ¥36,000 ⇒ ¥37,100
価格改定： ¥29,000 ⇒ ¥29,900

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

¥37,100

目盛精度訂正： ±0.2ml ⇒ ±1.0ml

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

容量表記変更： 15ml ⇒ 13ml

表記訂正： ⇒

表記訂正： ⇒

表記訂正： ⇒

価格改定： ¥27,000 ⇒ ¥28,400
価格改定： ¥12,000 ⇒ ¥13,000

価格改定： ¥13,000 ⇒ ¥14,000
価格改定： ¥24,500 ⇒ ¥29,000
価格改定： ¥12,400 ⇒ ¥13,900
価格改定： ¥17,200 ⇒ ¥19,400
価格改定： ¥65,000 ⇒ ¥68,500
価格改定： ¥24,000 ⇒ ¥25,500
価格改定： ¥34,000 ⇒ ¥38,500
価格改定： ¥70,000 ⇒ ¥73,500
価格改定： ¥3,900 ⇒ ¥7,800
価格改定： ¥4,400 ⇒ ¥8,800
価格改定： ¥2,750 ⇒ ¥5,500

価格改定： ¥5,500 ⇒ ¥11,000
¥7,500価格改定： ¥3,750 ⇒

02005

02005 02505

02005 02505

02505

02005 02505

02005 02505

463 20-0202-40 遠沈管 セルフスタンディング50mL （500本） / 430897 №38（14.3.25）

463 20-0202-41 遠沈管 セルフスタンディング50mL （500本） / 430921 №38（14.3.25）価格改定： ¥35,500 ⇒ ¥36,600
価格改定： ¥44,000 ⇒ ¥45,300
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頁 製品コード 品 名 ・ 型 番 №（発行日）

■テラオカ総合カタログ№1000 改正表№1-No.41

変 更 箇 所

463 20-0202-45,46 遠沈管（コーニング社製） 250ml遠沈管 №7（09.9.1）

463 20-0202-45 遠沈管 250mL （102本） / 430776 №38（14.3.25）

463 20-0202-46 250mL遠沈管用クッション （6個） / 430236 №38（14.3.25）

463 20-0202-48,49 遠沈管（コーニング社製） 500ml遠沈管 №7（09.9.1）

463 20-0202-48 遠沈管 500mL （36本） / 431123 №38（14.3.25）

463 20-0202-49 500mL遠沈管用クッション （6個） / 431124 №38（14.3.25）

464 20-0790-40 ラバーポリスマン / CM201103 №9（10.2.2）

464 20-0790-41 ラバーポリスマン フラット型 / CM201137 №10（10.3.17）

464 20-0790-50,51 ループラスト 1μℓ/ＬＰ-130118、10μℓ/ＬＰ-131018 №4（09.4.20）

464 20-0790-60 白金線ホルダー AH （アルミ） №26（12.9.25）

464 20-0790-66 代用ニードル コバルトクロム線 φ0.5×70mm №32（13.6.25）

465 14-1001-20 コロニーカウンター №40（14.6.25）

465 14-1001-20 コロニーカウンター No.608703 №41（14.8.25）

465 14-1001-22 スペアペン 青 №41（14.8.25）

465 20-0790-30～32 イノキュレーティングループ/ニードル №30（13.3.25）

465 20-0790-30～32 イノキュレーティングループ/ニードル №39（14.4.25）

466 20-0301-10～15 細胞培養ディッシュ №7（09.9.1）

466 20-0301-10 細胞培養ディッシュ φ35 / 430165 №38（14.3.25）

466 20-0301-11 細胞培養ディッシュ φ60 / 430166 №38（14.3.25）

466 20-0301-12 細胞培養ディッシュ 2mmグリッド付φ60 / 430196 №38（14.3.25）

466 20-0301-13 細胞培養ディッシュ φ100 / 430167 №38（14.3.25）

466 20-0301-14 細胞培養ディッシュ φ100 / 430293 №38（14.3.25）

466 20-0301-15 細胞培養ディッシュ φ150 / 430599 №38（14.3.25）

466 20-0320-20 ペトリシャーレ / No821681 №14（10.8.20）

466 20-0320-20 ペトリシャーレ（硝子）焼口 No.821681 №31（13.4.25）

466 20-0320-21 ペトリシャーレ（硝子）焼口 No.821682 №31（13.4.25）

466 20-0320-22 ペトリシャーレ（硝子）焼口 No.821683 №31（13.4.25）

付属品変更： マーカーペン黒・青 各1本
⇒ マーカーペン黒 2本

廃番

価格改定： ¥21,300 ⇒ ¥21,900

価格改定： ¥76,500 ⇒ ¥78,800
価格改定： ¥80,640 ⇒ ¥83,100

価格改定： ¥36,500 ⇒ ¥37,600
価格改定： ¥52,500 ⇒ ¥54,100

価格改定： ¥5,400 ⇒ ¥5,900

¥30,900

価格改定： ¥5,400 ⇒ ¥5,900

価格改定： ¥16,200 ⇒ ¥16,700

価格改定： ¥39,270 ⇒ ¥40,400

寸法訂正： φ0.5×70mm ⇒ φ0.5×65mm

価格改定： ¥30,000 ⇒

¥390 ⇒ ¥420

価格訂正： ¥410

カラー変更： ベージュ ⇒ ブラック （先端ゴムカラー）

価格訂正：

廃番

寸法変更： A=35 B=30 C=36 D=40.5 F=13
⇒ A=32 B=27 C=33 D=37 F=15

表記訂正： ⇒

表記訂正： ⇒

表記訂正： ⇒

廃番

価格改定： ¥8,500
輸送費マーク追記

長さ訂正： 242mm ⇒ 200mm

⇒ ¥9,900

価格訂正： ¥370 ⇒ ¥410
¥370 ⇒

価格改定： ¥22,000 ⇒ ¥16,000

02005 02505

02005 02505

02005 02505

02005 02505

02005 02505

02005 0250502005 02505

466 20-0320-22 ペトリシャーレ（硝子）焼口 No.821683 №31（13.4.25）

466 20-0320-23 ペトリシャーレ（硝子）焼口 No.821684 №31（13.4.25）

466 20-0320-24 ペトリシャーレ（硝子）焼口 No.821685 №31（13.4.25）

466 20-0320-25 ペトリシャーレ（硝子）焼口 No.821686 №31（13.4.25）

466 20-0320-27 ペトリシャーレ（硝子）焼口 No.821688 №31（13.4.25）

466 20-0320-28 ペトリシャーレ（硝子）焼口 No.821689 №31（13.4.25）

466 20-0320-29 ペトリシャーレ（硝子）焼口 No.821690 №31（13.4.25）

466 20-0320-29 ペトリシャーレ 焼口 No.821690 №39（14.4.25）

467 20-0199-20,21 メリクロン培養用フラスコ №9（10.2.2）

467 20-0710-01～10 マルチプルウェルプレート №7（09.9.1）

467 20-0710-01 マルチプルウェルプレート 6ウェル / No.3516 №38（14.3.25）

467 20-0710-02 マルチプルウェルプレート 12ウェル / No.3513 №38（14.3.25）

467 20-0710-03 マルチプルウェルプレート 24ウェル / No.3526 №38（14.3.25）

467 20-0710-04 マルチプルウェルプレート 48ウェル / No.3548 №38（14.3.25）

467 20-0710-05 マルチプルウェルプレート 96ウェル / No.3595 №38（14.3.25）

467 20-0710-07 マルチプルウェルプレート 96ウェル / No.3799 №38（14.3.25）

467 20-0710-08 マルチプルウェルプレート 96ウェル / No.3894 №38（14.3.25）

467 20-0710-10 マルチプルウェルプレート No3790 №14（10.8.20）

468 20-0701-60～63 ストレージボトル №7（09.9.1）

468 20-0701-60 ストレージボトル 150mL / No.431175 №38（14.3.25）

468 20-0701-61 ストレージボトル 250mL / No.430281 №38（14.3.25）

468 20-0701-62 ストレージボトル 500mL / No.430282 №38（14.3.25）

468 20-0701-63 ストレージボトル 1000mL / No.430518 №38（14.3.25）

468 20-0702-50～70 組織培養フラスコ №7（09.9.1）

468 20-0702-50 組織培養フラスコ 70mL （プラグ） / No.430168 №38（14.3.25）

468 20-0702-51 組織培養フラスコ 70mL （フェノール） / No.430372 №38（14.3.25）

468 20-0702-52 組織培養フラスコ 70mL （ベント） / No.430639 №38（14.3.25）

468 20-0702-53 組織培養フラスコ 325mL （プラグ） / No.430720 №38（14.3.25）

468 20-0702-54 組織培養フラスコ 325mL （フェノール） / No.430725 №38（14.3.25）

468 20-0702-55 組織培養フラスコ 325mL （ベント） / No.430641 №38（14.3.25）

468 20-0702-57 組織培養フラスコ 600mL （プラグ） / No.430823 №38（14.3.25）価格改定： ¥43,100 ⇒ ¥44,400

価格改定： ¥37,600 ⇒ ¥38,700
価格改定： ¥39,700 ⇒ ¥40,900

価格改定： ¥49,200 ⇒ ¥50,700
価格改定： ¥37,600 ⇒ ¥38,700

価格改定： ¥117,000 ⇒ ¥120,500
価格改定： ¥117,000 ⇒ ¥120,500

価格改定： ¥20,160 ⇒ ¥20,200
価格改定： ¥23,640 ⇒ ¥23,700

価格改定： ¥10,080 ⇒ ¥10,100
価格改定： ¥10,560 ⇒ ¥10,600

価格改定： ¥24,050 ⇒ ¥24,800
価格改定： ¥31,150 ⇒ ¥32,100

価格改定： ¥55,400 ⇒ ¥56,500
価格改定： ¥24,000 ⇒ ¥24,700

価格改定： ¥24,000 ⇒ ¥24,500
価格改定： ¥29,250 ⇒ ¥29,800

価格改定： ¥22,000 ⇒ ¥22,400

価格訂正： ¥1,450
価格訂正： ¥1,850 ⇒ ¥2,100

⇒ ¥1,600
価格訂正： ¥1,050 ⇒ ¥1,150
価格訂正： ¥440 ⇒ ¥520
価格訂正： ¥390 ⇒ ¥440
価格訂正： ¥390 ⇒ ¥420

¥390 ⇒ ¥420

廃番

表記訂正： ⇒

価格訂正：

廃番

表記訂正： ⇒

表記訂正： ⇒

参考ケース入数変更： 12 ⇒ 20

02005 02505

02005 02505

02005 0250502005 02505

02505 03005

02005 0250502005 0250502005 02505

468 20-0702-58 組織培養フラスコ 600mL （フェノール） / No.430824 №38（14.3.25）

468 20-0702-59 組織培養フラスコ 600mL （ベント） / No.430825 №38（14.3.25）価格改定： ¥43,900 ⇒ ¥45,200
価格改定： ¥43,100 ⇒ ¥44,400
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468 20-0702-60 組織培養フラスコ 790mL （プラグ） / No.431079 №38（14.3.25）

468 20-0702-61 組織培養フラスコ 790mL （フェノール） / No.431085 №38（14.3.25）

468 20-0702-62 組織培養フラスコ 790mL （ベント） / No.431080 №38（14.3.25）

468 20-0702-63 組織培養フラスコ 1000mL （プラグ） / No.431081 №38（14.3.25）

468 20-0702-64 組織培養フラスコ 1000mL （ベント） / No.431082 №38（14.3.25）

468 20-0702-65 組織培養フラスコ 50mL （フェノール） / No.3055 №38（14.3.25）

468 20-0702-66 組織培養フラスコ 50mL （ベント） / No.3056 №38（14.3.25）

468 20-0702-67 組織培養フラスコ 300mL （フェノール） / No.3275 №38（14.3.25）

468 20-0702-68 組織培養フラスコ 300mL （ベント） / No.3276 №38（14.3.25）

468 20-0702-69 組織培養フラスコ 900mL （フェノール） / No.3000 №38（14.3.25）

468 20-0702-70 組織培養フラスコ 900mL （ベント） / No.3001 №38（14.3.25）

469 19-0230-01 3-ピースフィルタファネル 直径2.5cm / No.1950-002 №38（14.3.25）

469 19-0230-04 3-ピースフィルタファネル 直径4.7cm / No.1950-004 №38（14.3.25）

469 19-0230-05 3-ﾋﾟｰｽﾌｨﾙﾀﾌｧﾈﾙ（交換用ﾌﾟﾚｰﾄ PP/4.7cm）/1950-104 №29（13.2.25）

469 19-0230-06 交換用PTFEプレート 4.7cm / No.1950-114 №38（14.3.25）

469 19-0230-07 3-ピースフィルタファネル 直径7cm / No.1950-007 №38（14.3.25）

469 19-0230-08 3-ﾋﾟｰｽﾌｨﾙﾀﾌｧﾈﾙ（交換用ﾌﾟﾚｰﾄ PP/7cm）/1950-107 №29（13.2.25）

469 19-0230-09 交換用PTFEプレート 7cm / No.1950-117 №38（14.3.25）

469 19-0230-10 3-ピースフィルタファネル 直径7cm / No.1950-017 №38（14.3.25）

469 19-0230-11 3-ピースフィルタファネル 直径9cm / No.1950-009 №38（14.3.25）

469 19-0230-12 交換用ポリプロピレンプレート 9cm / No.1950-109 №38（14.3.25）

469 19-0230-13 3-ピースフィルタファネル交換用プレート 1950-119 №30（13.3.25）

469 19-0230-14 3-ピースフィルタファネル 直径12.5cm / No.1950-012 №38（14.3.25）

469 19-0245-37～59 フィルターシステム（コーニング社製） №7（09.9.1）

469 19-0245-37～59
フィルターシステム（コーニング社製）

【仕様変更】
№14（10.8.20）

469 19-0245-37～39 フィルターシステム（コーニング社製） 150ml №14（10.8.20）

価格改定： ¥82,300 ⇒ ¥86,500

価格改定： ¥37,000 ⇒ ¥38,900
価格改定： ¥6,200 ⇒ ¥6,600

価格改定： ¥12,900 ⇒ ¥13,600
価格改定： ¥37,200 ⇒ ¥39,100

価格改定： ¥10,300 ⇒ ¥10,900
価格改定： ¥32,800 ⇒ ¥34,500

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

価格改定： ¥21,360 ⇒ ¥22,000
価格改定： ¥22,320 ⇒ ¥23,000

価格改定： ¥33,400 ⇒ ¥36,100
価格改定： ¥35,000 ⇒ ¥37,800

価格改定： ¥115,000 ⇒ ¥118,500
価格改定： ¥48,000 ⇒ ¥49,400

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

価格改定： ¥44,400 ⇒ ¥45,700
価格改定： ¥46,500 ⇒ ¥47,900

価格改定： ¥44,400 ⇒ ¥45,700

表記変更： ●コネクター部が・・・・CN:青、NY:赤）
⇒ ●ﾒﾝﾌﾞﾚﾝの種類と孔ｻｲｽﾞはﾌｧﾈﾙ上に印刷

されており、製品識別が容易です。
仕様変更： フィルター直径 ⇒ フィルターサイズ

ﾌｨﾙﾀｰ(ｻｲｽﾞ)変更： φ50mm ⇒ 42×42mm

廃番

廃番

表記訂正： ⇒

廃番

03005 03505

469 19-0245-37～39 フィルターシステム（コーニング社製） 150ml

469 19-0245-37 フィルターシステム 150mL （PES） / 431153 №38（14.3.25）

469 19-0245-38 フィルターシステム 150mL （CA） / 431154 №38（14.3.25）

469 19-0245-39 フィルターシステム 150mL （CA） / 431155 №38（14.3.25）

469 19-0245-40～45 フィルターシステム（コーニング社製） 250ml №14（10.8.20）

469 19-0245-40 フィルターシステム 250mL （PES） / 431096 №38（14.3.25）

469 19-0245-41 フィルターシステム 250mL （CA） / 430767 №38（14.3.25）

469 19-0245-42 フィルターシステム 250mL （CA） / 430768 №38（14.3.25）

469 19-0245-43 フィルターシステム 250mL （NY） / 430771 №38（14.3.25）

469 19-0245-45 フィルターシステム 250mL （CN） / 430756 №38（14.3.25）

469 19-0245-47～52 フィルターシステム（コーニング社製） 500ml №14（10.8.20）

469 19-0245-47 フィルターシステム 500mL （PES） / 431097 №38（14.3.25）

469 19-0245-48 フィルターシステム 500mL （CA） / 430769 №38（14.3.25）

469 19-0245-49 フィルターシステム 500mL （CA） / 430770 №38（14.3.25）

469 19-0245-50 フィルターシステム 500mL （NY） / 430773 №38（14.3.25）

469 19-0245-52 フィルターシステム 500mL （CN） / 430758 №38（14.3.25）

469 19-0245-54～59 フィルターシステム（コーニング社製） 1000ml №14（10.8.20）

469 19-0245-54 フィルターシステム 1000mL （PES） / 431098 №38（14.3.25）

469 19-0245-55 フィルターシステム 1000mL （CA） / 430517 №38（14.3.25）

469 19-0245-56 フィルターシステム 1000mL （CA） / 430516 №38（14.3.25）

469 19-0245-57 フィルターシステム 1000mL （NY） / 430515 №38（14.3.25）

469 19-0245-59 フィルターシステム 1000mL （CN） / 430186 №38（14.3.25）

470 20-3465-81 テルモシリンジ/NN-2538R №7（09.9.1）

470 20-3465-84 テルモシリンジ/NN-2725R №7（09.9.1）

470 20-3465-85 テルモシリンジ/NN-2738R №7（09.9.1）

471 20-3464-10
オールプラスチックディスポシリンジ（ﾙｱｰﾁｯﾌﾟ）
1ml / H4010-LT

№36（14.1.28）

471 20-3464-11
オールプラスチックディスポシリンジ（ﾙｱｰﾁｯﾌﾟ）
2ml / H4020-LT

№36（14.1.28）

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

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

価格改定： ¥16,380 ⇒ ¥16,900

価格改定： ¥27,600 ⇒ ¥28,400

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

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

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

価格改定： ¥15,000 ⇒ ¥15,500

一般医療機器クラスⅠに変更
型番変更： H4020-LT ⇒ S4020-LT

一般医療機器クラスⅠに変更
型番変更： H4010-LT ⇒ S4010-LT

ﾌｨﾙﾀｰ(ｻｲｽﾞ)変更： φ70mm ⇒ 63×63mm

ﾌｨﾙﾀｰ(ｻｲｽﾞ)変更： φ90mm ⇒ 79×79mm

価格改定：\870 ⇒ \2,000
表記訂正： ⇒

ﾌｨﾙﾀｰ(ｻｲｽﾞ)変更： φ50mm ⇒ 42×42mm

ﾌｨﾙﾀｰ(ｻｲｽﾞ)変更： φ50mm ⇒ 49.5×49.5mm

価格改定：\870 ⇒ \2,000
表記訂正： ⇒

価格改定： \870 ⇒ \2,000
表記訂正： ⇒12005 12505

12005 12505

12005 12505

471 20-3464-12
オールプラスチックディスポシリンジ（ﾙｱｰﾁｯﾌﾟ）
5ml / H4050-LT

№36（14.1.28）
一般医療機器クラスⅠに変更
型番変更： H4050-LT ⇒ S4050-LT
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471 20-3464-13
オールプラスチックディスポシリンジ（ﾙｱｰﾁｯﾌﾟ）
10ml / H4100-LT

№36（14.1.28）

471 20-3464-14
オールプラスチックディスポシリンジ（ﾙｱｰﾁｯﾌﾟ）
20ml / H4200-LT

№36（14.1.28）

471 20-3464-15
オールプラスチックディスポシリンジ（ﾙｱｰﾁｯﾌﾟ）
30ml / H4830-LT

№36（14.1.28）

471 20-3464-16
オールプラスチックディスポシリンジ（ﾙｱｰﾁｯﾌﾟ）
50ml / H4850-LT

№36（14.1.28）

471 20-3464-20
オールプラスチックディスポシリンジ（ﾙｱｰﾛｯｸ）
2ml / H4020-LL

№36（14.1.28）

471 20-3464-21
オールプラスチックディスポシリンジ（ﾙｱｰﾛｯｸ）
5ml / H4050-LL

№36（14.1.28）

471 20-3464-22
オールプラスチックディスポシリンジ（ﾙｱｰﾛｯｸ）
10ml / H4100-LL

№36（14.1.28）

471 20-3464-23
オールプラスチックディスポシリンジ（ﾙｱｰﾛｯｸ）
20ml / H4200-LL

№36（14.1.28）

472 20-3461-64 ｲﾝﾀｰﾁｪﾝｼﾞｬﾌﾞﾙ注射筒 ロック先 外筒のみ 横口 10ml №22（12.2.24）

472 20-3462-16 ガラス注射筒（ルアー先） 30ml №9（10.2.2）

472 20-3462-27 ガラス注射筒（ロック先） 50ml №9（10.2.2）

473 20-3437-10～12 ハミルトン チャニーアダプター №21（11.11.25）

473 20-3437-10 ハミルトン チャニーアダプター No.14700 №21（11.11.25）

473 20-3437-11 ハミルトン チャニーアダプター No.14725 №21（11.11.25）

473 20-3437-12 ハミルトン チャニーアダプター No.32146 №21（11.11.25）

473 20-3437-20～21 ハミルトン ガイド №21（11.11.25）

473 20-3437-20 ハミルトン ガイド No.14806 №21（11.11.25）

473 20-3437-21 ハミルトン ガイド No.14906 №21（11.11.25）

474 20-3430-01～24 ハミルトン リムーバブルニードル（RN）交換針 №21（11.11.25）

474 20-3430-01 ハミルトン リムーバブルニードル（RN）交換針PT2 / No.7758-02 №21（11.11.25）

一般医療機器クラスⅠに変更
型番変更： H4850-LT ⇒ S4850-LT

一般医療機器クラスⅠに変更
型番変更： H4020-LL ⇒ S4020-LL

一般医療機器クラスⅠに変更
型番変更： H4050-LL ⇒ S4050-LL

一般医療機器クラスⅠに変更
型番変更： H4100-LL ⇒ S4100-LL

一般医療機器クラスⅠに変更
型番変更： H4200-LL ⇒ S4200-LL

一般医療機器クラスⅠに変更
型番変更： H4100-LT ⇒ S4100-LT

一般医療機器クラスⅠに変更
型番変更： H4200-LT ⇒ S4200-LT

一般医療機器クラスⅠに変更
型番変更： H4830-LT ⇒ S4830-LT

⇒¥11,300 ¥13,000価格改定：

⇒ ¥6,400価格改定：

価格改定： ¥19,600 ⇒ ¥14,400

価格改定： ¥9,000 ⇒ ¥6,600

価格改定： ¥19,600 ⇒ ¥14,400

表記変更： ⇒

¥8,800

¥6,600

価格改定：

¥9,000 ⇒

⇒ ¥2,700

価格改定：

表記変更： ⇒

¥28,400 ⇒

¥900 ⇒価格改定：

¥2,100

表記変更： ⇒

価格改定：

¥22,100

¥1,800

01005 02005

01005 02005

01005 02005

474 20-3430-01 ハミルトン リムーバブルニードル（RN）交換針PT2 / No.7758-02 №21（11.11.25）

474 20-3430-02 ハミルトン リムーバブルニードル（RN）交換針PT2 / No.7758-04 №21（11.11.25）

474 20-3430-03 ハミルトン リムーバブルニードル（RN）交換針PT2 / No.7758-03 №21（11.11.25）

474 20-3430-04 ハミルトン リムーバブルニードル（RN）交換針PT2 / No.7758-01 №21（11.11.25）

474 20-3430-05 ハミルトン リムーバブルニードル（RN）交換針PT3 / No.7768-01 №21（11.11.25）

474 20-3430-06 ハミルトン リムーバブルニードル（RN）交換針PT3 / No.7768-02 №21（11.11.25）

474 20-3430-07 ハミルトン リムーバブルニードル（RN）交換針PT3 / No.7770-02 №21（11.11.25）

474 20-3430-08 ハミルトン リムーバブルニードル（RN）交換針PT5 / No.7784-08 №21（11.11.25）

474 20-3430-09 ハミルトン リムーバブルニードル（RN）交換針PT5 / No.7784-07 №21（11.11.25）

474 20-3430-10 ハミルトン リムーバブルニードル（RN）交換針PT5 / No.7784-06 №21（11.11.25）

474 20-3430-11 ハミルトン リムーバブルニードル（RN）交換針PT5 / No.7784-05 №21（11.11.25）

474 20-3430-12 ハミルトン リムーバブルニードル（RN）交換針PT2 / No.7779-02 №21（11.11.25）

474 20-3430-13 ハミルトン リムーバブルニードル（RN）交換針PT2 / No.7779-04 №21（11.11.25）

474 20-3430-14 ハミルトン リムーバブルニードル（RN）交換針PT2 / No.7779-03 №21（11.11.25）

474 20-3430-15 ハミルトン リムーバブルニードル（RN）交換針PT2 / No.7779-01 №21（11.11.25）

474 20-3430-16 ハミルトン リムーバブルニードル（RN）交換針PT3 / No.7780-01 №21（11.11.25）

474 20-3430-17 ハミルトン リムーバブルニードル（RN）交換針PT3 / No.7780-02 №21（11.11.25）

474 20-3430-18 ハミルトン リムーバブルニードル（RN）交換針PT3 / No.7780-03 №21（11.11.25）

474 20-3430-19 ハミルトン リムーバブルニードル（RN）交換針PT3 / No.7780-04 №21（11.11.25）

474 20-3430-20 ハミルトン リムーバブルニードル（RN）交換針PT5 / No.7784-03 №21（11.11.25）

474 20-3430-21 ハミルトン リムーバブルニードル（RN）交換針PT5 / No.7784-04 №21（11.11.25）

474 20-3430-22 ハミルトン リムーバブルニードル（RN）交換針PT5 / No.7784-01 №21（11.11.25）

474 20-3430-23 ハミルトン リムーバブルニードル（RN）交換針PT5 / No.7784-02 №21（11.11.25）

474 20-3430-24 ハミルトン リムーバブルニードル（RN）交換針PT3 / No.7770-01 №21（11.11.25）

474
20-3431-03

～20-3432-58
ハミルトン KF CTFEハブ付き交換針 メタルハブ付交換針 №21（11.11.25）

474 20-3431-03 ハミルトン メタルハブ付交換針 N731 PT2 / No.90031 №21（11.11.25）

474 20-3431-04 ハミルトン メタルハブ付交換針 N730 PT2 / No.90030 №21（11.11.25）

474 20-3431-05 ハミルトン メタルハブ付交換針 N729 PT2 / No.90029 №21（11.11.25）

474 20-3431-06 ハミルトン メタルハブ付交換針 N728 PT2 / No.90028 №21（11.11.25）

474 20-3431-07 ハミルトン メタルハブ付交換針 N727 PT2 / No.90027 №21（11.11.25）

474 20-3431-08 価格改定： ¥13,800 ⇒ ¥10,000

価格改定： ¥11,700 ⇒ ¥8,500

価格改定： ¥13,900 ⇒ ¥10,300

価格改定： ¥13,800 ⇒ ¥10,000

価格改定： ¥16,900 ⇒ ¥12,300

表記変更： ⇒

価格改定： ¥19,400 ⇒ ¥14,300

価格改定： ¥28,900 ⇒ ¥21,200
価格改定： ¥8,800 ⇒ ¥6,400

価格改定： ¥28,900 ⇒ ¥21,200

価格改定： ¥28,900 ⇒ ¥21,200

価格改定： ¥8,800 ⇒ ¥6,400
価格改定： ¥28,900 ⇒ ¥21,200

価格改定： ¥9,300 ⇒ ¥7,700
価格改定： ¥8,000 ⇒ ¥5,800

価格改定： ¥8,800 ⇒ ¥6,400

価格改定： ¥10,300 ⇒ ¥7,700

価格改定： ¥8,800 ⇒ ¥8,100
価格改定： ¥9,300 ⇒ ¥6,800

価格改定： ¥28,900 ⇒ ¥21,200

価格改定： ¥8,800 ⇒ ¥6,600

価格改定： ¥28,900 ⇒ ¥21,200

価格改定： ¥28,900 ⇒ ¥21,200

価格改定： ¥8,800 ⇒ ¥6,400

価格改定： ¥28,900 ⇒ ¥21,200

価格改定： ¥10,300 ⇒ ¥7,500

価格改定： ¥8,800 ⇒ ¥6,400

価格改定： ¥8,800 ⇒ ¥6,400

価格改定： ¥8,800 ⇒ ¥6,400

⇒ ¥6,400

価格改定： ¥9,300 ⇒ ¥6,800

価格改定： ¥8,800

01005 02005

474 20-3431-08 ハミルトン メタルハブ付交換針 N726s PT2 / No.90039 №21（11.11.25）

474 20-3431-09 ハミルトン メタルハブ付交換針 N726 PT2 / No.90026 №21（11.11.25）

価格改定： ¥13,800 ⇒ ¥10,000

価格改定： ¥13,900 ⇒ ¥10,000
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474 20-3431-11 ハミルトン メタルハブ付交換針 N725 PT2 / No.90025 №21（11.11.25）

474 20-3431-12 ハミルトン メタルハブ付交換針 N724 PT2 / No.90024 №21（11.11.25）

474 20-3431-13 ハミルトン メタルハブ付交換針 N723 PT2 / No.90023 №21（11.11.25）

474 20-3431-14 ハミルトン メタルハブ付交換針 N722s PT2 / No.90038 №21（11.11.25）

474 20-3431-15 ハミルトン メタルハブ付交換針 N722 PT2 / No.90022 №21（11.11.25）

474 20-3431-16 ハミルトン メタルハブ付交換針 N721 PT2 / No.90021 №21（11.11.25）

474 20-3431-17 ハミルトン メタルハブ付交換針 N720 PT2 / No.90020 №21（11.11.25）

474 20-3431-30 ハミルトン メタルハブ付交換針 N731 PT3 / No.91031 №21（11.11.25）

474 20-3431-31 ハミルトン メタルハブ付交換針 N730 PT3 / No.91030 №21（11.11.25）

474 20-3431-32 ハミルトン メタルハブ付交換針 N729 PT3 / No.91029 №21（11.11.25）

474 20-3431-33 ハミルトン メタルハブ付交換針 N728 PT3 / No.91028 №21（11.11.25）

474 20-3431-34 ハミルトン メタルハブ付交換針 N727 PT3 / No.91027 №21（11.11.25）

474 20-3431-35 ハミルトン メタルハブ付交換針 N726s PT3 / No.91039 №21（11.11.25）

474 20-3431-36 ハミルトン メタルハブ付交換針 N726 PT3 / No.91026 №21（11.11.25）

474 20-3431-37 ハミルトン メタルハブ付交換針 N725 PT3 / No.91025 №21（11.11.25）

474 20-3431-38 ハミルトン メタルハブ付交換針 N724 PT3 / No.91024 №21（11.11.25）

474 20-3431-39 ハミルトン メタルハブ付交換針 N723 PT3 / No.91023 №21（11.11.25）

474 20-3431-40 ハミルトン メタルハブ付交換針 N722s PT3 / No.91038 №21（11.11.25）

474 20-3431-41 ハミルトン メタルハブ付交換針 N722 PT3 / No.91022 №21（11.11.25）

474 20-3431-42 ハミルトン メタルハブ付交換針 N721 PT3 / No.91021 №21（11.11.25）

474 20-3431-43 ハミルトン メタルハブ付交換針 N720 PT3 / No.91020 №21（11.11.25）

474 20-3431-50～58 ハミルトン メタルハブ付交換針 PT5 №21（11.11.25）

474 20-3432-03 ハミルトン KF CTFEハブ付交換針 KF731 PT2 / No.90131 №21（11.11.25）

474 20-3432-04 ハミルトン KF CTFEハブ付交換針 KF730 PT2 / No.90130 №21（11.11.25）

474 20-3432-05 ハミルトン KF CTFEハブ付交換針 KF729 PT2 / No.90129 №21（11.11.25）

474 20-3432-06 ハミルトン KF CTFEハブ付交換針 KF728 PT2 / No.90128 №21（11.11.25）

474 20-3432-07 ハミルトン KF CTFEハブ付交換針 KF727 PT2 / No.90127 №21（11.11.25）

474 20-3432-08 ハミルトン KF CTFEハブ付交換針 KF726s PT2 / No.90139 №21（11.11.25）

474 20-3432-09 価格改定： ¥18,700 ⇒ ¥13,800

価格改定： ¥18,400 ⇒ ¥13,500

価格改定： ¥20,400 ⇒ ¥15,000

価格改定： ¥25,300 ⇒ ¥18,500

価格改定： ¥23,800 ⇒ ¥17,500

価格改定： ¥26,800 ⇒ ¥19,800

価格改定： ¥24,400 ⇒ ¥17,800

価格改定： ¥11,200 ⇒ ¥8,300

価格改定： ¥33,900 ⇒ ¥24,800

価格改定： ¥10,700 ⇒ ¥7,800

価格改定： ¥10,700 ⇒ ¥7,800

価格改定： ¥12,300 ⇒ ¥9,000

価格改定： ¥11,200 ⇒ ¥8,300

価格改定： ¥12,800 ⇒ ¥9,300
価格改定： ¥14,600 ⇒ ¥10,500

価格改定： ¥12,300 ⇒ ¥9,000

価格改定： ¥13,800 ⇒ ¥10,000

価格改定： ¥12,800 ⇒ ¥9,500

価格改定： ¥13,800 ⇒ ¥10,000

価格改定： ¥15,600 ⇒ ¥11,300

価格改定： ¥11,200 ⇒ ¥8,300

価格改定： ¥11,100 ⇒ ¥8,000

価格改定： ¥21,100 ⇒ ¥15,500

価格改定： ¥10,700 ⇒ ¥7,800

価格改定： ¥12,800 ⇒ ¥9,300

価格改定： ¥11,200 ⇒ ¥8,500

価格改定： ¥13,800 ⇒ ¥10,000

価格改定： ¥13,800 ⇒ ¥10,000

価格改定： ¥10,700 ⇒ ¥8,000

474 20-3432-09 ハミルトン KF CTFEハブ付交換針 KF726 PT2 / No.90126 №21（11.11.25）

474 20-3432-11 ハミルトン KF CTFEハブ付交換針 KF725 PT2 / No.90125 №21（11.11.25）

474 20-3432-12 ハミルトン KF CTFEハブ付交換針 KF724 PT2 / No.90124 №21（11.11.25）

474 20-3432-13 ハミルトン KF CTFEハブ付交換針 KF723 PT2 / No.90123 №21（11.11.25）

474 20-3432-14 ハミルトン KF CTFEハブ付交換針 KF722s PT2 / No.90138 №21（11.11.25）

474 20-3432-15 ハミルトン KF CTFEハブ付交換針 KF722 PT2 / No.90122 №21（11.11.25）

474 20-3432-16 ハミルトン KF CTFEハブ付交換針 KF721 PT2 / No.90121 №21（11.11.25）

474 20-3432-17 ハミルトン KF CTFEハブ付交換針 KF720 PT2 / No.90120 №21（11.11.25）

474 20-3432-30 ハミルトン KF CTFEハブ付交換針 KF731 PT3 / No.90531 №21（11.11.25）

474 20-3432-31 ハミルトン KF CTFEハブ付交換針 KF730 PT3 / No.90530 №21（11.11.25）

474 20-3432-32 ハミルトン KF CTFEハブ付交換針 KF729 PT3 / No.90529 №21（11.11.25）

474 20-3432-33 ハミルトン KF CTFEハブ付交換針 KF728 PT3 / No.90528 №21（11.11.25）

474 20-3432-34 ハミルトン KF CTFEハブ付交換針 KF727 PT3 / No.90532 №21（11.11.25）

474 20-3432-35 ハミルトン KF CTFEハブ付交換針 KF726s PT3 / No.90539 №21（11.11.25）

474 20-3432-36 ハミルトン KF CTFEハブ付交換針 KF726 PT3 / No.90533 №21（11.11.25）

474 20-3432-37 ハミルトン KF CTFEハブ付交換針 KF725 PT3 / No.90525 №21（11.11.25）

474 20-3432-38 ハミルトン KF CTFEハブ付交換針 KF724 PT3 / No.90524 №21（11.11.25）

474 20-3432-39 ハミルトン KF CTFEハブ付交換針 KF723 PT3 / No.90523 №21（11.11.25）

474 20-3432-40 ハミルトン KF CTFEハブ付交換針 KF722s PT3 / No.90534 №21（11.11.25）

474 20-3432-41 ハミルトン KF CTFEハブ付交換針 KF722 PT3 / No.90134 №21（11.11.25）

474 20-3432-42 ハミルトン KF CTFEハブ付交換針 KF721 PT3 / No.90521 №21（11.11.25）

474 20-3432-43 ハミルトン KF CTFEハブ付交換針 KF720 PT3 / No.90520 №21（11.11.25）

474 20-3432-50 ハミルトン KF CTFEハブ付交換針 KF726s PT5 / No.7746-12 №21（11.11.25）

474 20-3432-51 ハミルトン KF CTFEハブ付交換針 KF726 PT5 / No.7746-10 №21（11.11.25）

474 20-3432-52 ハミルトン KF CTFEハブ付交換針 KF725 PT5 / No.7746-09 №21（11.11.25）

474 20-3432-53 ハミルトン KF CTFEハブ付交換針 KF724 PT5 / No.7746-08 №21（11.11.25）

474 20-3432-54 ハミルトン KF CTFEハブ付交換針 KF723 PT5 / No.7746-07 №21（11.11.25）

474 20-3432-55 ハミルトン KF CTFEハブ付交換針 KF722s PT5 / No.7746-11 №21（11.11.25）

474 20-3432-56 ハミルトン KF CTFEハブ付交換針 KF722 PT5 / No.7746-06 №21（11.11.25）

474 20-3432-57 ハミルトン KF CTFEハブ付交換針 KF721 PT5 / No.7746-05 №21（11.11.25）

474 20-3432-58 ハミルトン KF CTFEハブ付交換針 KF720 PT5 / No.7746-04 №21（11.11.25）価格改定： ¥36,700 ⇒ ¥26,800

価格改定： ¥36,700 ⇒ ¥26,800

価格改定： ¥36,700 ⇒ ¥26,800

価格改定： ¥33,900 ⇒ ¥24,800
価格改定： ¥36,700 ⇒ ¥26,800

価格改定： ¥36,700 ⇒ ¥26,800
価格改定： ¥36,700 ⇒ ¥26,800

価格改定： ¥38,400 ⇒ ¥28,300

価格改定： ¥38,400 ⇒ ¥28,300

価格改定： ¥15,700 ⇒ ¥11,500

価格改定： ¥18,700 ⇒ ¥13,800

価格改定： ¥18,700 ⇒ ¥12,000

価格改定： ¥15,700 ⇒ ¥11,500

価格改定： ¥20,400 ⇒ ¥15,000

価格改定： ¥18,700 ⇒ ¥13,800

価格改定： ¥20,400 ⇒ ¥15,000

価格改定： ¥18,700 ⇒ ¥13,800

価格改定： ¥18,700 ⇒ ¥13,500

価格改定： ¥20,800 ⇒ ¥15,300

価格改定： ¥21,800 ⇒ ¥16,500

価格改定： ¥21,400 ⇒ ¥15,800

価格改定： ¥24,400 ⇒ ¥18,300
価格改定： ¥24,400 ⇒ ¥18,300

価格改定： ¥17,200 ⇒ ¥12,800

価格改定： ¥14,800 ⇒ ¥10,800

価格改定： ¥23,500 ⇒ ¥17,500

価格改定： ¥15,700 ⇒ ¥11,500

価格改定： ¥20,400 ⇒ ¥15,000
価格改定： ¥18,700 ⇒ ¥13,800

価格改定： ¥18,700 ⇒ ¥13,800
価格改定： ¥20,400 ⇒ ¥15,000

474 20-3432-58 ハミルトン KF CTFEハブ付交換針 KF720 PT5 / No.7746-04 №21（11.11.25）

475
20-3440-10

～20-3442-15
ハミルトン マイクロリッターシリンジ700シリーズ №21（11.11.25）

価格改定： ¥36,700 ⇒ ¥26,800

表記変更： ⇒01005 02005
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頁 製品コード 品 名 ・ 型 番 №（発行日）

■テラオカ総合カタログ№1000 改正表№1-No.41

変 更 箇 所

475 20-3440-10 マイクロリッターシリンジ700シリーズ 701N / No.80300 №21（11.11.25）

475 20-3440-11 マイクロリッターシリンジ700シリーズ 702N / No.80400 №21（11.11.25）

475 20-3440-12 マイクロリッターシリンジ700シリーズ 705N / No.80500 №21（11.11.25）

475 20-3440-13 マイクロリッターシリンジ700シリーズ 710N / No.80600 №21（11.11.25）

475 20-3440-14 マイクロリッターシリンジ700シリーズ 725N / No.80700 №21（11.11.25）

475 20-3440-15 マイクロリッターシリンジ700シリーズ 750N / No.80800 №21（11.11.25）

475 20-3440-20 マイクロリッターシリンジ700シリーズ 701NWG / No.80307 №21（11.11.25）

475 20-3440-30 マイクロリッターシリンジ700シリーズ 701NCH / No.80304 №21（11.11.25）

475 20-3440-32 マイクロリッターシリンジ700シリーズ 705NCH / No.80505 №21（11.11.25）

475 20-3440-33 マイクロリッターシリンジ700シリーズ 710NCH / No.80605 №21（11.11.25）

475 20-3441-10 マイクロリッターシリンジ700シリーズ 701LT / No.80301 №21（11.11.25）

475 20-3441-11 マイクロリッターシリンジ700シリーズ 702LT / No.80401 №21（11.11.25）

475 20-3441-12 マイクロリッターシリンジ700シリーズ 705LT / No.80501 №21（11.11.25）

475 20-3441-13 マイクロリッターシリンジ700シリーズ 710LT / No.80601 №21（11.11.25）

475 20-3441-14 マイクロリッターシリンジ700シリーズ 725LT / No.80701 №21（11.11.25）

475 20-3441-15 マイクロリッターシリンジ700シリーズ 750LT / No.80801 №21（11.11.25）

475 20-3442-10 マイクロリッターシリンジ700シリーズ 701RN / No.80330 №21（11.11.25）

475 20-3442-11 マイクロリッターシリンジ700シリーズ 702RN / No.80430 №21（11.11.25）

475 20-3442-12 マイクロリッターシリンジ700シリーズ 705RN / No.80530 №21（11.11.25）

475 20-3442-13 マイクロリッターシリンジ700シリーズ 710RN / No.80630 №21（11.11.25）

475 20-3442-14 マイクロリッターシリンジ700シリーズ 725RN / No.80730 №21（11.11.25）

475 20-3442-15 マイクロリッターシリンジ700シリーズ 750RN / No.80830 №21（11.11.25）

475 20-3446-10～15 ハミルトン マイクロリッターシリンジ700SNRシリーズ №21（11.11.25）

475 20-3446-10 マイクロリッターシリンジ700SNRシリーズ 701SNR / No.80365 №21（11.11.25）

475 20-3446-11 マイクロリッターシリンジ700SNRシリーズ 702SNR / No.80465 №21（11.11.25）

475 20-3446-12 マイクロリッターシリンジ700SNRシリーズ 705SNR / No.80565 №21（11.11.25）

475 20-3446-13 マイクロリッターシリンジ700SNRシリーズ 710SNR / No.80665 №21（11.11.25）

475 20-3446-14 マイクロリッターシリンジ700SNRシリーズ 725SNR / No.80765 №21（11.11.25）

価格改定： ¥8,900 ⇒ ¥6,300

価格改定： ¥12,400 ⇒ ¥9,100

価格改定： ¥7,700 ⇒ ¥5,400

価格改定： ¥8,600 ⇒ ¥6,100

表記変更： ⇒

価格改定： ¥8,200 ⇒ ¥5,800

価格改定： ¥18,200 ⇒ ¥13,500

価格改定： ¥19,400 ⇒ ¥14,100

価格改定： ¥12,300 ⇒ ¥8,700
価格改定： ¥13,400 ⇒ ¥9,400

価格改定： ¥10,200 ⇒ ¥7,200

価格改定： ¥11,600 ⇒ ¥8,200

価格改定： ¥14,100 ⇒ ¥10,400
価格改定： ¥14,800 ⇒ ¥10,800

価格改定： ¥9,400 ⇒ ¥7,000

価格改定： ¥11,200 ⇒ ¥8,300

価格改定： ¥8,400 ⇒ ¥6,200

価格改定： ¥9,100 ⇒ ¥6,600

価格改定： ¥39,100 ⇒ ¥28,700

価格改定： ¥38,400 ⇒ ¥28,100

価格改定： ¥15,300 ⇒ ¥11,200

価格改定： ¥28,900 ⇒ ¥21,200

価格改定： ¥12,400 ⇒ ¥9,100

価格改定： ¥13,600 ⇒ ¥9,800

価格改定： ¥8,600 ⇒ ¥6,100

価格改定： ¥9,300 ⇒ ¥6,600

価格改定： ¥5,900 ⇒ ¥4,000

価格改定： ¥7,700 ⇒ ¥5,400

01005 02005

475 20-3446-15 マイクロリッターシリンジ700SNRシリーズ 750SNR / No.80865 №21（11.11.25）

476
20-3443-10～24
20-3447-10～14

ハミルトン マイクロリッターシリンジ800シリーズ №21（11.11.25）

476 20-3443-10 マイクロリッターシリンジ800シリーズ 801N / No.84852 №21（11.11.25）

476 20-3443-11 マイクロリッターシリンジ800シリーズ 802N / No.84854 №21（11.11.25）

476 20-3443-12 マイクロリッターシリンジ800シリーズ 805N / No.84856 №21（11.11.25）

476 20-3443-13 マイクロリッターシリンジ800シリーズ 810N / No.84858 №21（11.11.25）

476 20-3443-20 マイクロリッターシリンジ800シリーズ 801RN / No.84853 №21（11.11.25）

476 20-3443-21 マイクロリッターシリンジ800シリーズ 802RN / No.84855 №21（11.11.25）

476 20-3443-22 マイクロリッターシリンジ800シリーズ 805RN / No.84857 №21（11.11.25）

476 20-3443-23 マイクロリッターシリンジ800シリーズ 810RN / No.84859 №21（11.11.25）

476 20-3443-24 マイクロリッターシリンジ800シリーズ 825RN / No.84861 №21（11.11.25）

476 20-3444-10～21 ハミルトン マイクロリッターシリンジ900シリーズ №21（11.11.25）

476 20-3444-10 マイクロリッターシリンジ900シリーズ 95N / No.87920 №21（11.11.25）

476 20-3444-11 マイクロリッターシリンジ900シリーズ 901N / No.80360 №21（11.11.25）

476 20-3444-20 マイクロリッターシリンジ900シリーズ 95RN / No.87925 №21（11.11.25）

476 20-3444-21 マイクロリッターシリンジ900シリーズ 901RN / No.80370 №21（11.11.25）

476 20-3447-10 マイクロリッターシリンジ800シリーズ 801RNW / No.84815 №21（11.11.25）

476 20-3447-11 マイクロリッターシリンジ800シリーズ 802RNW / No.84816 №21（11.11.25）

476 20-3447-12 マイクロリッターシリンジ800シリーズ 805RNW / No.84817 №21（11.11.25）

476 20-3447-13 マイクロリッターシリンジ800シリーズ 810RNW / No.84818 №21（11.11.25）

476 20-3447-14 マイクロリッターシリンジ800シリーズ 825RNW / No.84819 №21（11.11.25）

476 20-3454-10～24 ハミルトン マイクロリッターシリンジ1800シリーズ №21（11.11.25）

476 20-3454-10 マイクロリッターシリンジ1800シリーズ 1801N / No.84875 №21（11.11.25）

476 20-3454-11 マイクロリッターシリンジ1800シリーズ 1802N / No.84878 №21（11.11.25）

476 20-3454-12 マイクロリッターシリンジ1800シリーズ 1805N / No.84881 №21（11.11.25）

476 20-3454-13 マイクロリッターシリンジ1800シリーズ 1810N / No.84884 №21（11.11.25）

476 20-3454-14 マイクロリッターシリンジ1800シリーズ 1825N / No.84887 №21（11.11.25）

476 20-3454-20 マイクロリッターシリンジ1800シリーズ 1801RN / No.84877 №21（11.11.25）

476 20-3454-21 マイクロリッターシリンジ1800シリーズ 1802RN / No.84880 №21（11.11.25）価格改定： ¥34,600 ⇒ ¥25,300

価格改定： ¥34,100 ⇒ ¥25,000
価格改定： ¥34,600 ⇒ ¥23,700

価格改定： ¥31,000 ⇒ ¥22,800

価格改定： ¥31,800 ⇒ ¥23,300

価格改定： ¥29,200 ⇒ ¥21,300
価格改定： ¥30,100 ⇒ ¥22,000

価格改定： ¥35,800 ⇒ ¥26,300

表記変更： ⇒

価格改定： ¥31,000 ⇒ ¥22,800

価格改定： ¥31,800 ⇒ ¥23,300

価格改定： ¥29,200 ⇒ ¥21,300
価格改定： ¥29,200 ⇒ ¥21,300

価格改定： ¥26,000 ⇒ ¥19,000
価格改定： ¥28,500 ⇒ ¥21,000

価格改定： ¥21,400 ⇒ ¥15,500

価格改定： ¥23,700 ⇒ ¥17,500

価格改定： ¥35,800 ⇒ ¥26,300

表記変更： ⇒

価格改定： ¥31,000 ⇒ ¥22,800

価格改定： ¥31,800 ⇒ ¥23,300

価格改定： ¥29,200 ⇒ ¥21,300

価格改定： ¥29,200 ⇒ ¥21,300

価格改定： ¥30,200 ⇒ ¥22,000
価格改定： ¥28,500 ⇒ ¥21,000

価格改定： ¥24,600 ⇒ ¥18,000

価格改定： ¥25,600 ⇒ ¥18,800

価格改定： ¥15,300 ⇒ ¥11,200

表記変更： ⇒01005 02005

01005 02005

01005 02005

476 20-3454-22 マイクロリッターシリンジ1800シリーズ 1805RN / No.84883 №21（11.11.25）

476 20-3454-23 マイクロリッターシリンジ1800シリーズ 1810RN / No.84886 №21（11.11.25）価格改定： ¥36,300 ⇒ ¥26,500

価格改定： ¥35,400 ⇒ ¥26,000
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476 20-3454-24 マイクロリッターシリンジ1800シリーズ 1825RN / No.84889 №21（11.11.25）

477
20-3450-10

～20-3453-20
ハミルトン ガスタイトシリンジ1700シリーズ、1000シリーズ №21（11.11.25）

477 20-3450-10 ガスタイトシリンジ1700シリーズ 1701N / No.80000 №21（11.11.25）

477 20-3450-11 ガスタイトシリンジ1700シリーズ 1702N / No.80200 №21（11.11.25）

477 20-3450-12 ガスタイトシリンジ1700シリーズ 1705N / No.80900 №21（11.11.25）

477 20-3450-13 ガスタイトシリンジ1700シリーズ 1710N / No.81000 №21（11.11.25）

477 20-3450-14 ガスタイトシリンジ1700シリーズ 1725N / No.81100 №21（11.11.25）

477 20-3450-15 ガスタイトシリンジ1700シリーズ 1750LTN / No.81217 №21（11.11.25）

477 20-3450-21 ガスタイトシリンジ1000シリーズ 1001LTN / No.81317 №21（11.11.25）

477 20-3450-22 ガスタイトシリンジ1000シリーズ 1002LTN / No.81417 №21（11.11.25）

477 20-3450-23 ガスタイトシリンジ1000シリーズ 1005LTN / No.81517 №21（11.11.25）

477 20-3450-24 ガスタイトシリンジ1000シリーズ 1010LTN / No.81617 №21（11.11.25）

477 20-3450-25 ガスタイトシリンジ1000シリーズ 1001.25LTN / No.82017 №21（11.11.25）

477 20-3451-10 ガスタイトシリンジ1700シリーズ 1701RN / No.80030 №21（11.11.25）

477 20-3451-11 ガスタイトシリンジ1700シリーズ 1702RN / No.80230 №21（11.11.25）

477 20-3451-12 ガスタイトシリンジ1700シリーズ 1705RN / No.80930 №21（11.11.25）

477 20-3451-13 ガスタイトシリンジ1700シリーズ 1710RN / No.81030 №21（11.11.25）

477 20-3451-14 ガスタイトシリンジ1700シリーズ 1725RN / No.81130 №21（11.11.25）

477 20-3451-15 ガスタイトシリンジ1700シリーズ 1750RN / No.81230 №21（11.11.25）

477 20-3451-16 ガスタイトシリンジ1000シリーズ 1001RN / No.81330 №21（11.11.25）

477 20-3451-17 ガスタイトシリンジ1000シリーズ 1002RN / No.81430 №21（11.11.25）

477 20-3451-18 ガスタイトシリンジ1000シリーズ 1005RN / No.81530 №21（11.11.25）

477 20-3451-19 ガスタイトシリンジ1000シリーズ 1010RN / No.81630 №21（11.11.25）

477 20-3452-10 ガスタイトシリンジ1700シリーズ 1701LT / No.80001 №21（11.11.25）

477 20-3452-11 ガスタイトシリンジ1700シリーズ 1702LT / No.80201 №21（11.11.25）

477 20-3452-12 ガスタイトシリンジ1700シリーズ 1705LT / No.80901 №21（11.11.25）

477 20-3452-13 ガスタイトシリンジ1700シリーズ 1710LT / No.81001 №21（11.11.25）

477 20-3452-14 ガスタイトシリンジ1700シリーズ 1725LT / No.81101 №21（11.11.25）価格改定： ¥12,700 ⇒ ¥9,300

価格改定： ¥11,300 ⇒ ¥8,300

価格改定： ¥12,000 ⇒ ¥8,900

価格改定： ¥10,500 ⇒ ¥7,700

価格改定： ¥10,500 ⇒ ¥7,700

価格改定： ¥20,000 ⇒ ¥14,600
価格改定： ¥23,500 ⇒ ¥17,300

価格改定： ¥17,900 ⇒ ¥13,100

価格改定： ¥17,500 ⇒ ¥12,900

価格改定： ¥14,800 ⇒ ¥10,800

価格改定： ¥14,800 ⇒ ¥10,800

価格改定： ¥13,000 ⇒ ¥9,600

価格改定： ¥14,800 ⇒ ¥10,800

価格改定： ¥12,700 ⇒ ¥9,300
価格改定： ¥12,700 ⇒ ¥9,300

価格改定： ¥19,500 ⇒ ¥14,300

価格改定： ¥17,400 ⇒ ¥12,700

価格改定： ¥13,000 ⇒ ¥9,600
価格改定： ¥16,100 ⇒ ¥11,800

価格改定： ¥12,000 ⇒ ¥8,900

価格改定： ¥14,100 ⇒ ¥10,000

価格改定： ¥10,900 ⇒ ¥6,400

価格改定： ¥12,700 ⇒ ¥9,300

価格改定： ¥10,500 ⇒ ¥7,700

価格改定： ¥11,300 ⇒ ¥8,300

表記変更： ⇒

価格改定： ¥9,000 ⇒ ¥4,900

価格改定： ¥38,700 ⇒ ¥28,300

01005 02005

477 20-3452-14 ガスタイトシリンジ1700シリーズ 1725LT / No.81101 №21（11.11.25）

477 20-3452-15 ガスタイトシリンジ1700シリーズ 1750LT / No.81201 №21（11.11.25）

477 20-3452-16 ガスタイトシリンジ1000シリーズ 1001LT / No.81301 №21（11.11.25）

477 20-3452-17 ガスタイトシリンジ1000シリーズ 1002LT / No.81401 №21（11.11.25）

477 20-3452-18 ガスタイトシリンジ1000シリーズ 1005LT / No.81501 №21（11.11.25）

477 20-3452-19 ガスタイトシリンジ1000シリーズ 1010LT / No.81601 №21（11.11.25）

477 20-3452-20 ガスタイトシリンジ1000シリーズ 1001.25LT / No.82001 №21（11.11.25）

477 20-3453-10 ガスタイトシリンジ1700シリーズ 1705TLL / No.80920 №21（11.11.25）

477 20-3453-11 ガスタイトシリンジ1700シリーズ 1710TLL / No.81020 №21（11.11.25）

477 20-3453-12 ガスタイトシリンジ1700シリーズ 1725TLL / No.81120 №21（11.11.25）

477 20-3453-13 ガスタイトシリンジ1700シリーズ 1750TLL / No.81220 №21（11.11.25）

477 20-3453-14 ガスタイトシリンジ1000シリーズ 1001TLL / No.81320 №21（11.11.25）

477 20-3453-15 ガスタイトシリンジ1000シリーズ 1002TLL / No.81420 №21（11.11.25）

477 20-3453-16 ガスタイトシリンジ1000シリーズ 1005TLL / No.81520 №21（11.11.25）

477 20-3453-17 ガスタイトシリンジ1000シリーズ 1010TLL / No.81620 №21（11.11.25）

477 20-3453-18 ガスタイトシリンジ1000シリーズ 1025TLL / No.82520 №21（11.11.25）

477 20-3453-19 ガスタイトシリンジ1000シリーズ 1050TLL / No.85020 №21（11.11.25）

477 20-3453-20 ガスタイトシリンジ1000シリーズ 1100TLL / No.86020 №21（11.11.25）

478 20-3437-30 ハミルトン スペシャルシリンジ リピーティングディスペンサー №21（11.11.25）

478 20-3445-10～15 ハミルトン スペシャルシリンジ 7000シリーズ KH PT2 №21（11.11.25）

478 20-3445-20～25 ハミルトン スペシャルシリンジ 7000シリーズ KH PT3 №21（11.11.25）

478 20-3445-10 ハミルトン スペシャルシリンジ 7000.5KH PT2 / No.86259 №21（11.11.25）

478 20-3445-11 ハミルトン スペシャルシリンジ 7001KH PT2 / No.80135 №21（11.11.25）

478 20-3445-12 ハミルトン スペシャルシリンジ 7101KH PT2 / No.86211 №21（11.11.25）

478 20-3445-13 ハミルトン スペシャルシリンジ 7002KH PT2 / No.88411 №21（11.11.25）

478 20-3445-14 ハミルトン スペシャルシリンジ 7102KH PT2 / No.88511 №21（11.11.25）

478 20-3445-15 ハミルトン スペシャルシリンジ 7105KH PT2 / No.88011 №21（11.11.25）

478 20-3445-20 ハミルトン スペシャルシリンジ 7000.5KH PT3 / No.86250 №21（11.11.25）

478 20-3445-21 ハミルトン スペシャルシリンジ 7001KH PT3 / No.80100 №21（11.11.25）

478 20-3445-22 ハミルトン スペシャルシリンジ 7101KH PT3 / No.86200 №21（11.11.25）

価格改定： ¥27,300 ⇒ ¥20,000

価格改定： ¥21,500 ⇒ ¥15,800

価格改定： ¥21,500 ⇒ ¥15,800

価格改定： ¥27,300 ⇒ ¥20,000
価格改定： ¥25,100 ⇒ ¥18,300

価格改定： ¥21,500 ⇒ ¥15,800
価格改定： ¥27,300 ⇒ ¥20,000

¥21,500 ⇒ ¥15,800

表記変更： ⇒

表記変更： ⇒

表記変更： ⇒

価格改定： ¥27,300 ⇒ ¥20,000

価格改定： ¥70,000 ⇒ ¥51,200

価格改定：

価格改定： ¥106,900 ⇒ ¥78,200

価格改定： ¥17,000 ⇒ ¥9,800

価格改定： ¥54,700 ⇒ ¥40,000

価格改定： ¥14,800 ⇒ ¥10,400

価格改定： ¥13,600 ⇒ ¥8,700

価格改定： ¥12,700 ⇒ ¥9,100

価格改定： ¥13,700 ⇒ ¥7,700

価格改定： ¥12,700 ⇒ ¥9,100

価格改定： ¥12,700 ⇒ ¥9,100

価格改定： ¥20,000 ⇒ ¥14,600

価格改定： ¥12,700 ⇒ ¥9,300

価格改定： ¥15,200 ⇒ ¥11,200

価格改定： ¥18,700 ⇒ ¥13,700

価格改定： ¥13,100 ⇒ ¥9,600

価格改定： ¥12,100 ⇒ ¥9,100

価格改定： ¥12,700 ⇒ ¥9,300

価格改定： ¥12,000 ⇒ ¥8,900

01005 02005

01005 02005

01005 02005

478 20-3445-23 ハミルトン スペシャルシリンジ 7002KH PT3 / No.88400 №21（11.11.25）

478 20-3445-24 ハミルトン スペシャルシリンジ 7102KH PT3 / No.88500 №21（11.11.25）⇒

価格改定： ¥27,300 ⇒

¥20,000

¥20,000

価格改定： ¥27,300
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頁 製品コード 品 名 ・ 型 番 №（発行日）

■テラオカ総合カタログ№1000 改正表№1-No.41

変 更 箇 所

478 20-3445-25 ハミルトン スペシャルシリンジ 7105KH PT3 / No.88000 №21（11.11.25）

480 20-3502-01～18 クオリティーピペットチップ №10（10.3.17）

480 20-3502-01 クオリティーピペットチップ No.010 №10（10.3.17）

480 20-3502-02 クオリティーピペットチップ No.010-R204 №10（10.3.17）

480 20-3502-03 クオリティーピペットチップ No.010-R204S №10（10.3.17）

480 20-3502-04 クオリティーピペットチップ No.104 №10（10.3.17）

480 20-3502-05 クオリティーピペットチップ No.104-96R №10（10.3.17）

480 20-3502-06 クオリティーピペットチップ No.104-96RS №10（10.3.17）

480 20-3502-07 クオリティーピペットチップ No.110 №10（10.3.17）

480 20-3502-08 クオリティーピペットチップ No.110-96R №10（10.3.17）

480 20-3502-09 クオリティーピペットチップ No.110-96RS №10（10.3.17）

480 20-3502-10 クオリティーピペットチップ No.111 №10（10.3.17）

480 20-3502-11 クオリティーピペットチップ No.111-R100 №10（10.3.17）

480 20-3502-12 クオリティーピペットチップ No.111-R100S №10（10.3.17）

480 20-3502-13 クオリティーピペットチップ No.116 №10（10.3.17）

480 20-3502-14 クオリティーピペットチップ No.116-R100 №10（10.3.17）

480 20-3502-15 クオリティーピペットチップ No.116-R100S №10（10.3.17）

480 20-3502-16 クオリティーピペットチップ No.090 №10（10.3.17）

480 20-3502-18 クオリティーピペットチップ No.095 №10（10.3.17）

481 20-3412-35 エッペンドルフ マルチピペットプラスNo.4981 №30（13.3.25）

481 20-3412-60 ｴｯﾍﾟﾝﾄﾞﾙﾌ ﾘﾌｧﾚﾝﾝｽﾋﾟﾍﾟｯﾄNo.4910 / 0.1－2.5μL №30（13.3.25）

481 20-3412-61 ｴｯﾍﾟﾝﾄﾞﾙﾌ ﾘﾌｧﾚﾝﾝｽﾋﾟﾍﾟｯﾄNo.4910 / 0.5－10μL №30（13.3.25）

481 20-3412-62 ｴｯﾍﾟﾝﾄﾞﾙﾌ ﾘﾌｧﾚﾝﾝｽﾋﾟﾍﾟｯﾄNo.4910 / 2－20μL ｸﾘｽﾀﾙ №30（13.3.25）

481 20-3412-63 ｴｯﾍﾟﾝﾄﾞﾙﾌ ﾘﾌｧﾚﾝﾝｽﾋﾟﾍﾟｯﾄNo.4910 / 2－20μL №30（13.3.25）

481 20-3412-64 ｴｯﾍﾟﾝﾄﾞﾙﾌ ﾘﾌｧﾚﾝﾝｽﾋﾟﾍﾟｯﾄNo.4910 / 10－100μL №30（13.3.25）

481 20-3412-65 ｴｯﾍﾟﾝﾄﾞﾙﾌ ﾘﾌｧﾚﾝﾝｽﾋﾟﾍﾟｯﾄNo.4910 / 50－200μL №30（13.3.25）

481 20-3412-66 リファレンス4910 100～1000μL（ﾁｯﾌﾟ1000μL使用） №3（09.3.20）

481 20-3412-67 ｴｯﾍﾟﾝﾄﾞﾙﾌ ﾘﾌｧﾚﾝﾝｽﾋﾟﾍﾟｯﾄNo.4910 / 500－2500μL №30（13.3.25）

価格改定： ￥7,000 ⇒ ￥5,700

価格改定： ￥2,500 ⇒ ￥1,800

価格改定： ¥25,100 ⇒ ¥18,300

価格改定： \32,000 ⇒ \33,000

表記変更： ⇒

価格改定： ￥5,800 ⇒ ￥4,600

価格改定： ￥3,000 ⇒ ￥2,500

価格改定： ￥6,500 ⇒ ￥5,500

価格改定： ￥5,500 ⇒ ￥4,400

価格改定： ￥8,500 ⇒ ￥6,700

価格改定： ￥5,800 ⇒ ￥5,000

価格改定： ￥6,500 ⇒ ￥5,200

価格改定： ￥5,500 ⇒ ￥4,600

価格改定： ￥10,500 ⇒ ￥8,100

価格改定： ￥2,600 ⇒ ￥2,100

価格改定： ￥2,900 ⇒ ￥2,300

価格改定： ￥2,200 ⇒ ￥1,900

価格改定： ￥4,800 ⇒ ￥4,200

2013/4/1 より価格改定： ￥33,000 ⇒ ￥32,000

価格改定： ￥2,500 ⇒ ￥1,800

価格改定： ￥6,000 ⇒ ￥4,900

2013/4/1 より価格改定： ￥43,800 ⇒ ￥44,800

2013/4/1 より価格改定： ￥33,000 ⇒ ￥32,000
2013/4/1 より価格改定： ￥33,000 ⇒ ￥32,000

2013/4/1 より価格改定： ￥36,100 ⇒ ￥35,000

2013/4/1 より価格改定： ￥36,100 ⇒ ￥35,000
2013/4/1 より価格改定： ￥36,100 ⇒ ￥35,000
2013/4/1 より価格改定： ￥36,100 ⇒ ￥35,000

12505 03005

481 20-3412-90 エッペンドルフ ピペットスタンド 6本架 №38（14.3.25）

481 20-3503-30～40 コンビチッププラス №30（13.3.25）

481 20-3503-30 コンビチップアドバンス 0.1mL （100本） №38（14.3.25）

481 20-3503-31 コンビチップアドバンス 0.2mL （100本） №38（14.3.25）

481 20-3503-32 コンビチップアドバンス 0.5mL （100本） №38（14.3.25）

481 20-3503-33 コンビチップアドバンス 1.0mL （100本） №38（14.3.25）

481 20-3503-34 コンビチップアドバンス 2.5mL （100本） №38（14.3.25）

481 20-3503-35 コンビチップアドバンス 5mL （100本） №38（14.3.25）

481 20-3503-36 コンビチップアドバンス 10mL （100本） №38（14.3.25）

481 20-3503-37 コンビチップアドバンス 25mL （25本） №38（14.3.25）

481 20-3503-38 コンビチップアドバンス 50mL （25本） №38（14.3.25）

482 20-3504-00 エッペンドルフチップ スタンダード 0.1～20μL （1000本） №38（14.3.25）

482 20-3504-01 エッペンドルフチップ スタンダード 0.1～10μL （1000本） №38（14.3.25）

482 20-3504-02 エッペンドルフチップ スタンダード 0.5～20μL （1000本） №38（14.3.25）

482 20-3504-03 エッペンドルフチップ スタンダード 2～200μL （1000本） №38（14.3.25）

482 20-3504-04 エッペンドルフチップ スタンダード 20～300μL （1000本） №38（14.3.25）

482 20-3504-05 エッペンドルフチップ スタンダード 50～1000μL （1000本） №38（14.3.25）

482 20-3504-06 エッペンドルフチップ スタンダード 50～1250μL （1000本） №38（14.3.25）

482 20-3504-07 エッペンドルフチップ スタンダード 500～2500μL （500本） №38（14.3.25）

482 20-3504-08 エッペンドルフチップ スタンダード 100～5000μL （500本） №38（14.3.25）

482 20-3504-09 エッペンドルフチップ スタンダード 1～10mL （200本） №38（14.3.25）

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） №38（14.3.25）

482 20-3504-30 エッペンドルフチップ リロード 0.1～10μL （960本） №38（14.3.25）

482 20-3504-31 エッペンドルフチップ リロード 0.5～20μL （960本） №38（14.3.25）

482 20-3504-32 エッペンドルフチップ リロード 2.0～200μL （960本） №38（14.3.25）

482 20-3504-33 エッペンドルフチップ リロード 20～300μL （960本） №38（14.3.25）

482 20-3504-34 エッペンドルフチップ リロード 50～1000μL （960本） №38（14.3.25）

482 20-3504-35 エッペンドルフチップ リロード 50～1250μL （960本） №38（14.3.25）

482 20-3504-36 エッペンドルフチップ リロード 500～2500μL （480本） №38（14.3.25）

482 20-3504-37 エッペンドルフチップ リロード 0.1～20μL （960本） №38（14.3.25）

482 20-3504-40 エッペンドルフチップ セット 0.1～10μL №38（14.3.25）

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

価格改定： ¥9,000 ⇒ ¥9,200
価格改定： ¥6,000 ⇒ ¥6,200

価格改定： ¥7,400 ⇒ ¥7,600
価格改定： ¥7,500 ⇒ ¥7,700

価格改定： ¥9,000 ⇒ ¥9,200
価格改定： ¥7,300 ⇒ ¥7,500

価格改定： ¥10,000 ⇒ ¥10,200
価格改定： ¥9,500 ⇒ ¥9,700

価格改定： ¥7,800 ⇒ ¥8,000
価格改定： ¥7,000 ⇒ ¥7,200

価格改定： ¥7,400 ⇒ ¥7,600
価格改定： ¥3,800 ⇒ ¥4,000

価格改定： ¥4,900 ⇒ ¥5,100
価格改定： ¥5,000 ⇒ ¥5,200

価格改定： ¥6,500 ⇒ ¥6,700
価格改定： ¥4,800 ⇒ ¥5,000

価格改定： ¥6,800 ⇒ ¥7,000
価格改定： ¥7,000 ⇒ ¥7,200

価格改定： ¥4,100 ⇒ ¥4,200
価格改定： ¥4,100 ⇒ ¥4,200

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： ¥17,500 ⇒ ¥18,000

価格改定： ¥12,800 ⇒ ¥13,000

モデルチェンジで品名変更
品名変更 ⇒ コンビチップアドバンス

482 20-3504-40 エッペンドルフチップ セット 0.1～10μL №38（14.3.25）

482 20-3504-41 エッペンドルフチップ セット 0.5～20μL №38（14.3.25）

482 20-3504-42 エッペンドルフチップ セット 2～200μL №38（14.3.25）

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

価格改定： ¥8,400 ⇒ ¥8,600
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頁 製品コード 品 名 ・ 型 番 №（発行日）

■テラオカ総合カタログ№1000 改正表№1-No.41

変 更 箇 所
482 20-3504-43 エッペンドルフチップ セット 20～300μL №38（14.3.25）

482 20-3504-44 エッペンドルフチップ セット 50～1000μL №38（14.3.25）

482 20-3504-45 エッペンドルフチップ セット 50～1250μL №38（14.3.25）

482 20-3504-46 エッペンドルフチップ セット 500～2500μL №38（14.3.25）

482 20-3504-47 エッペンドルフチップ セット 0.1～20μL №38（14.3.25）

482 20-3504-60 エッペンドルフチップ ラック 0.1～20μL №38（14.3.25）

482 20-3504-61 エッペンドルフチップ ラック 2～200μL №38（14.3.25）

482 20-3504-62 エッペンドルフチップ ラック 20～300μL №38（14.3.25）

482 20-3504-63 エッペンドルフチップ ラック 50～1000μL №38（14.3.25）

482 20-3504-64 エッペンドルフチップ ラック 50～1250μL №38（14.3.25）

482 20-3504-65 エッペンドルフチップ ラック 500～2500μL №38（14.3.25）

482 20-3504-66 エッペンドルフチップ ラック 1～10mL №38（14.3.25）

482 20-3504-70 エッペンドルフチップ ボックス 0.1～10μL №38（14.3.25）

482 20-3504-71 エッペンドルフチップ ボックス 0.1～20μL №38（14.3.25）

482 20-3504-72 エッペンドルフチップ ボックス 0.5～20μL №38（14.3.25）

482 20-3504-73 エッペンドルフチップ ボックス 2～200μL №38（14.3.25）

482 20-3504-74 エッペンドルフチップ ボックス 20～300μL №38（14.3.25）

482 20-3504-75 エッペンドルフチップ ボックス 50～1000μL №38（14.3.25）

482 20-3504-76 エッペンドルフチップ ボックス 50～1250μL №38（14.3.25）

482 20-3504-77 エッペンドルフチップ ボックス 500～2500μL №38（14.3.25）

482 20-3504-78 エッペンドルフチップ ボックス 100～5000μL №38（14.3.25）

482 20-3504-80 エッペンドルフ ピペットチップ シングル 0.1～20μL №38（14.3.25）

482 20-3504-81 エッペンドルフ ピペットチップ シングル 2～200μL №38（14.3.25）

482 20-3504-82 エッペンドルフ ピペットチップ シングル 50～1000μL №38（14.3.25）

483 20-3411-10 ギルソンピペットマン P-2 №35（13.12.25）

483 20-3411-11 ギルソンピペットマン P-10 №35（13.12.25）

483 20-3411-12 ピペットマン P-20 №39（14.4.25）

483 20-3411-13 ピペットマン P-100 №39（14.4.25）

483 20-3411-14 ギルソンピペットマン P-200 №35（13.12.25）

483 20-3411-14 ピペットマン P-200 №39（14.4.25）

価格改定： ¥3,300 ⇒ ¥3,400
価格改定： ¥3,300 ⇒ ¥3,400

価格改定： ¥4,300 ⇒ ¥4,400
価格改定： ¥3,900 ⇒ ¥4,000

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

価格改定： ¥3,700 ⇒ ¥3,800
価格改定： ¥3,700 ⇒ ¥3,800

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

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

価格改定： ¥5,100 ⇒ ¥5,200
価格改定： ¥9,700 ⇒ ¥9,800

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

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

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

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

価格改定： ¥7,100 ⇒ ¥7,300
価格改定： ¥7,100 ⇒ ¥7,300

容量範囲訂正： 0.5～10μL ⇒ 1～10μL

容量範囲訂正： 30～200μL ⇒ 50～200μL

容量範囲訂正： 0.1～2.0μL ⇒ 0.2～2.0μL

価格改定： ¥31,200 ⇒ ¥32,000
価格改定： ¥31,200 ⇒ ¥32,000

価格改定： ¥31,200 ⇒ ¥32,000483 20-3411-14 ピペットマン P-200 №39（14.4.25）

483 20-3411-15 ピペットマン P-1000 №39（14.4.25）

483 20-3411-20 ディストリマン №39（14.4.25）

483 20-3502-50～52 ディストリチップ （50本入） №39（14.4.25）

483 20-3502-53～55 ディストリチップ 滅菌済 （50本入） №39（14.4.25）

483 20-3502-60 ダイヤモンドチップD10T Tipack (96×10ボックス) №39（14.4.25）

483 20-3502-61 ダイヤモンドチップD200T Tipack (96×10ボックス) №39（14.4.25）

483 20-3502-62 ダイヤモンドチップD300T Tipack (96×10ボックス) №39（14.4.25）

483 20-3502-63 ダイヤモンドチップD1000T Tipack (96×10ボックス) №39（14.4.25）

483 20-3502-64 ダイヤモンドチップD1200T Tipack (96×10ボックス) №39（14.4.25）

483 20-3502-65 ダイヤモンドチップD5000T Tipack (50×12ボックス) №39（14.4.25）

483 20-3502-66 ダイヤモンドチップD10mL T Tipack (30×8ボックス) №39（14.4.25）

483 20-3502-84 ダイヤモンドチップD1200 (200×5袋) №39（14.4.25）

483 20-3502-60 ダイヤモンドチップ D10T Tipack (96×10ボックス) №11（10.4.15）

483 20-3502-61 ダイヤモンドチップ D200T Tipack (96×10ボックス) №11（10.4.15）

483 20-3502-62 ダイヤモンドチップ D300T Tipack (96×10ボックス) №11（10.4.15）

483 20-3502-63 ダイヤモンドチップ D1000T Tipack (96×10ボックス) №11（10.4.15）

483 20-3502-64 ダイヤモンドチップ D1200T Tipack (96×10ボックス) №11（10.4.15）

483 20-3502-65 ダイヤモンドチップ D5000T Tipack (50×12ボックス) №11（10.4.15）

483 20-3502-66 ダイヤモンドチップ D10mlT Tipack (30×8ボックス) №11（10.4.15）

483 20-3502-70 ダイヤモンドチップ D10V EcoPack (1000×10袋) №11（10.4.15）

483 20-3502-71 ダイヤモンドチップ D200V EcoPack (1000×10袋) №11（10.4.15）

483 20-3502-72 ダイヤモンドチップ D300V EcoPack (1000×10袋) №11（10.4.15）

483 20-3502-73 ダイヤモンドチップ D1000V EcoPack (1000×10袋) №11（10.4.15）

483 20-3502-74 ダイヤモンドチップ D1200V EcoPack (1000×10袋) №11（10.4.15）

483 20-3502-80 ダイヤモンドチップ D10 EasyPack (200×5袋) №11（10.4.15）

483 20-3502-81 ダイヤモンドチップ D200 EasyPack (200×5袋) №11（10.4.15）

483 20-3502-82 ダイヤモンドチップ D300 EasyPack (200×5袋) №11（10.4.15）

483 20-3502-83 ダイヤモンドチップ D1000 EasyPack (200×5袋) №11（10.4.15）

483 20-3502-84 ダイヤモンドチップ D1200 EasyPack (200×5袋) №11（10.4.15）

483 20-3502-85 ダイヤモンドチップ D5000 EasyPack (334×3袋) №11（10.4.15）

¥6,500

価格改定：

¥5,000

¥6,000¥7,700 ⇒

⇒価格改定：

価格改定： ¥6,500 ⇒

⇒

価格改定： ¥6,900 ⇒ ¥5,400

⇒

¥5,000

価格改定： ¥22,000 ⇒ ¥23,000

価格改定： ¥7,500

⇒

¥5,800

価格改定： ¥36,000 ⇒ ¥17,000

価格改定： ¥17,000

価格改定：

¥18,000

価格改定： ¥26,000 ⇒ ¥19,000

価格改定： ¥26,000

¥21,000

価格改定：

¥4,600

¥3,700

¥2,600

価格改定：

価格改定： ¥10,500 ⇒

¥3,500価格改定：

⇒

¥3,200

価格改定：

⇒

¥4,200

¥11,000

¥26,000 ⇒ ¥19,000

価格改定：

¥2,700

¥3,700

¥16,000

⇒

価格改定： ¥28,500 ⇒

⇒

⇒

¥3,700 ¥2,900

価格改定： ¥31,200 ⇒ ¥32,000
価格改定： ¥31,200 ⇒ ¥32,000
価格改定： ¥37,000 ⇒ ¥39,000
価格改定： ¥5,400 ⇒ ¥6,000
価格改定： ¥11,500 ⇒ ¥12,500
価格改定： ¥6,000 ⇒ ¥6,400
価格改定： ¥5,000 ⇒ ¥5,300
価格改定： ¥5,000 ⇒ ¥5,300
価格改定： ¥5,400 ⇒ ¥5,700
価格改定： ¥5,800 ⇒ ¥5,700
価格改定： ¥23,000 ⇒ ¥25,000
価格改定： ¥18,000 ⇒ ¥19,000
価格改定： ¥3,500 ⇒ ¥4,000

483 20-3502-86 ダイヤモンドチップ D10ml EasyPack (200本) №11（10.4.15）

484 20-3505-01 オートクレーバブル ニチペットEX NPX-2 №21（11.11.25）廃番で後継機種 ⇒ NPX2-2 ￥29,000

価格改定： ¥6,800 ¥7,300⇒
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484 20-3505-02 オートクレーバブル ニチペットEX NPX-10 №21（11.11.25）

484 20-3505-03 オートクレーバブル ニチペットEX NPX-20 №21（11.11.25）

484 20-3505-04 オートクレーバブル ニチペットEX NPX-100 №21（11.11.25）

484 20-3505-05 オートクレーバブル ニチペットEX NPX-200 №21（11.11.25）

484 20-3505-06 オートクレーバブル ニチペットEX NPX-1000 №21（11.11.25）

484 20-3505-07 オートクレーバブル ニチペットEX NPX-5000 №21（11.11.25）

484 20-3505-08 オートクレーバブル ニチペットEX NPX-10ML №21（11.11.25）

484 20-3505-10～13 ニチペット(溶媒耐性) NPLO-2・10・20・100 №2（09.3.20）

484 20-3505-10 ニチペットEX Plus（溶媒耐性強化仕様） NPLO-2 №21（11.11.25）

484 20-3505-11 ニチペットEX Plus（溶媒耐性強化仕様） NPLO-10 №21（11.11.25）

484 20-3505-12 ニチペットEX Plus（溶媒耐性強化仕様） NPLO-20 №21（11.11.25）

484 20-3505-13 ニチペットEX Plus（溶媒耐性強化仕様） NPLO-100 №21（11.11.25）

484 20-3505-14 ニチペットEX Plus（溶媒耐性強化仕様） NPLO-200 №21（11.11.25）

484 20-3505-15 ニチペットEX Plus（溶媒耐性強化仕様） NPLO-1000 №21（11.11.25）

484 20-3505-16 ニチペットEX Plus（溶媒耐性強化仕様） NPLO-5000 №21（11.11.25）

484 20-3505-17 ニチペットEX Plus（溶媒耐性強化仕様） NPLO-10ML №21（11.11.25）

484 20-3505-18 ニチペットスタンド / MLT-STD №15（10.11.20）

486 20-3511-01～16 マイクロピペットチップ №28（12.12.25）

486 20-3511-01 マイクロピペットチップ BMT-UT （1000本） №28（12.12.25）

486 20-3511-02 マイクロピペットチップ BMT-SS （1000本） №28（12.12.25）

486 20-3511-03 マイクロピペットチップ BMT-SE （1000本） №28（12.12.25）

486 20-3511-04 マイクロピペットチップ BMT-SG （1000本） №28（12.12.25）

486 20-3511-05 マイクロピペットチップ BMT-K （1000本） №28（12.12.25）

486 20-3511-06 マイクロピペットチップ BMT-L （1000本） №28（12.12.25）

486 20-3511-07 マイクロピペットチップ BMT-X （200本） №28（12.12.25）

486 20-3511-08 マイクロピペットチップ BMT-Z （200本） №28（12.12.25）

486 20-3511-10 マイクロピペットラックチップ BMT-UTR （96×10） №28（12.12.25）

廃番で後継機種 ⇒ NPLO2-100 ￥33,000

廃番で後継機種 ⇒ NPLO2-200 ￥33,000

廃番で後継機種 ⇒ NPLO2-1000 ￥33,000

廃番で後継機種 ⇒ NPLO2-5000 ￥39,000

廃番で後継機種 ⇒ NPLO2-20 ￥33,000

廃番で後継機種 ⇒ NPLO2-10000 ￥47,000

モデルチェンジ
型番変更： MLT-STD ⇒ MLT-STD2

廃番で後継機種 ⇒ NPLO2-2 ￥37,000

廃番で後継機種 ⇒ NPLO2-10 ￥37,000

価格改定： ￥29,500 ⇒ ￥35,000

廃番で後継機種 ⇒ NPX2-10000 ￥36,000

廃番で後継機種 ⇒ NPX2-1000 ￥26,000

廃番で後継機種 ⇒ NPX2-5000 ￥29,000

廃番で後継機種 ⇒ NPX2-100 ￥26,000

廃番で後継機種 ⇒ NPX2-200 ￥26,000

廃番で後継機種 ⇒ NPX2-20 ￥26,000

型番変更： BMT2-SS （プレミアムチップ）

廃番で後継機種 ⇒ NPX2-10 ￥29,000

型番変更： BMT2-LE （プレミアムチップ）

型番変更： BMT2-SE （プレミアムチップ）

モデルチェンジ ⇒ 後継品：プレミアムチップ
※仕様等詳細はお問合わせ下さい。

型番変更： BMT2-SG （プレミアムチップ）
型番変更： BMT2-K （プレミアムチップ）

型番変更： BMT2-X （プレミアムチップ）
型番変更： BMT2-Z （プレミアムチップ）
型番変更： BMT2-UTR （プレミアムラックチップ）

型番変更： BMT2-UT （プレミアムチップ）

486 20-3511-10 マイクロピペットラックチップ BMT-UTR （96×10） №28（12.12.25）

486 20-3511-11 マイクロピペットラックチップ BMT-SSR （96×10） №28（12.12.25）

486 20-3511-12 マイクロピペットラックチップ BMT-SER （96×10） №28（12.12.25）

486 20-3511-13 マイクロピペットラックチップ BMT-SGR （96×10） №28（12.12.25）

486 20-3511-14 マイクロピペットラックチップ BMT-KR （96×10） №28（12.12.25）

486 20-3511-15 マイクロピペットラックチップ BMT-LR （100×10） №28（12.12.25）

486 20-3511-16 マイクロピペットチップ ＢＭＴ-ＸＲ №2（09.3.20）

486 20-3511-16 マイクロピペットラックチップ BMT-XR （50×2） №28（12.12.25）

486 20-3511-19～34 クリーンチップ №28（12.12.25）

487 20-3475-30～35 プロライン電子ピペッター シングルチャンネル・ピペッター №23（12.4.25）

487 20-3475-30 シングルチャンネルピペッター 710520 №12（10.5.20）

487 20-3475-33 シングルチャンネルピペッター 710100 №12（10.5.20）

487 20-3475-36 充電スタンド シングルスタンド / 510004 №12（10.5.20）

487 20-3475-36 充電スタンド シングル №23（12.4.25）

487 20-3475-37 充電スタンド 回転式スタンド / 511604 №12（10.5.20）

487 20-3475-37 充電スタンド 回転式 №23（12.4.25）

487 20-3475-40～43 ﾌﾟﾛﾗｲﾝ電子ﾋﾟﾍﾟｯﾀｰ ﾏﾙﾁﾁｬﾝﾈﾙ・ﾋﾟﾍﾟｯﾀｰ 8 №23（12.4.25）

487 20-3475-43 マルチチャンネルピペッター 710800 №12（10.5.20）

487 20-3475-44～45 ﾌﾟﾛﾗｲﾝ電子ﾋﾟﾍﾟｯﾀｰ ﾏﾙﾁﾁｬﾝﾈﾙ・ﾋﾟﾍﾟｯﾀｰ 12 №23（12.4.25）

488 20-3506-02 プロラインチップ スタンダード 250ml / 780081 №25（12.7.25）

488 20-3506-03 プロラインチップ スタンダード 300μℓ / 790300 №23（12.4.25）

488 20-3506-04 プロライン スタンダードチップ 790350 №12（10.5.20）

488 20-3506-09 プロライン スタンダードチップ 791210 №12（10.5.20）

488 20-3506-20～28 プロライン フィルターチップ 滅菌済 （96本×10） №38（14.3.25）

488 20-3506-20
プロライン フィルターチップ 783200

【純正フィルターチップへ移行】
№12（10.5.20）

488 20-3506-22
プロライン フィルターチップ 783209

価格改定： ¥14,000 ⇒ ¥14,700

型番変更： 783209 ⇒ 790021F

仕様訂正： 設定容量1μℓの再現性 1.50 ⇒ 1.80

仕様変更： 適合チップ E,F,G,R ⇒ E,G,R

廃番

仕様変更： サイズ 51mm ⇒ 54mm

型番変更： 510004 ⇒ 510001

価格改定： ¥32,000 ⇒ ¥33,600

¥170,000

¥18,000

価格改定：

表記変更： 参照記号 I ⇒ Z
価格改定： ￥12,000 ⇒ ￥10,100

¥73,500

入数訂正：960（96本×10ｃ/ｓ）⇒100（50本×2ｃ/ｓ）

¥157,500

¥70,000 ⇒

¥150,000

型番変更： 783200 ⇒ 790011F
仕様変更： サイズ 32mm ⇒ 31.5mm
価格改定： ￥20,400 ⇒ ￥14,000

価格改定： ⇒ ¥178,500

⇒ ¥18,900

価格改定： ⇒

仕様変更： 適合チップ H,I,T,Z ⇒ H,T

価格改定：

型番変更： 511604 ⇒ 511601

型番変更： 790300 ⇒ 790200
容量変更： 300μℓ ⇒ 200μℓ

型番変更： BMT2-UTR （プレミアムラックチップ）
型番変更： BMT2-SSR （プレミアムラックチップ）

型番変更： BMT2-KR （プレミアムラックチップ）

型番変更： BMT2-LER （プレミアムラックチップ）
入数変更： 100×10 ⇒ 96×10

型番変更： BMT2-XR （プレミアムラックチップ）

モデルチェンジ ⇒ 後継品：フィルターチップ
※仕様等詳細はお問合わせ下さい。

型番変更： BMT2-SER （プレミアムラックチップ）
型番変更： BMT2-SGR （プレミアムラックチップ）

488 20-3506-22
プロライン フィルターチップ 783209

【純正フィルターチップへ移行】
№12（10.5.20）型番変更： 783209 ⇒ 790021F



54/119

頁 製品コード 品 名 ・ 型 番 №（発行日）

■テラオカ総合カタログ№1000 改正表№1-No.41

変 更 箇 所

488 20-3506-23
プロライン フィルターチップ 783203

【純正フィルターチップへ移行】
№12（10.5.20）

488 20-3506-24
プロライン フィルターチップ 783205

【純正フィルターチップへ移行】
№12（10.5.20）

488 20-3506-25
プロライン フィルターチップ 783207

【純正フィルターチップへ移行】
№12（10.5.20）

488 20-3506-27
プロライン フィルターチップ 783208

【純正フィルターチップへ移行】
№12（10.5.20）

488 20-3506-28
プロライン フィルターチップ 783222

【純正フィルターチップへ移行】
№12（10.5.20）

490 20-3403-40 ピペットメイトPRO（スタンド付） №15（10.11.20）

490 20-3403-41 ピペットメイト ノーズコーン / PM-P001 №15（10.11.20）

490 20-3403-41 ピペットメイト NEO用ノーズコーン / PM-N005 №27（12.11.26）

490 20-3403-42 ピペットメイト シリコンピペットホルダ / PM-P002 №15（10.11.20）

490 20-3403-42 ピペットメイト NEO用シリコンピペットホルダ / PM-N013 №27（12.11.26）

490 20-3403-43 ピペットメイト フォルタ0.45μm / PM-P003 №15（10.11.20）

490 20-3403-44 ピペットメイト フォルタ0.20μm / PM-P004 №15（10.11.20）

490 20-3403-44 ピペットメイト NEO用0.2μmフィルター / PM-N100 №27（12.11.26）

491 20-3476-02 パワーペット 266-016 №33（13.8.26）

491 20-3476-04 取替フィルター 滅菌済み №33（13.8.26）

491 20-3476-05 ピペットホルダー（シリコンゴム）2個入 №37（14.2.25）

491 20-3476-08 パワーペットデジタル №15（10.11.20）

492 20-3402-14 アキュペンサージュニア / AJ-30 №15（10.11.20）

492 20-3476-90～94 ディスペンサー/ジニアス型 №26（12.9.25）

494 20-3472-11,12 オートビュレット BGタイプ 白色 200BG/250BG №33（13.8.26）

廃番

受注生産（納期確認）

⇒ ¥6,000価格改定： ¥4,000

廃番

¥3,500

¥5,000

型番変更： 783222 ⇒ 791211F
仕様変更： サイズ 88mm ⇒ 90mm

型番変更： 783207 ⇒ 790301F

⇒ ¥1,500

取扱中止

型番変更： 783208 ⇒ 791001F

廃番

¥5,500 ⇒

¥5,000

製造中止⇒後継機種用パーツ
品名： ﾋﾟﾍﾟｯﾄﾒｲﾄNEO ﾉｰｽﾞｺｰﾝ / PM-N005

廃番

製造中止⇒後継機種用パーツ
品名： ﾋﾟﾍﾟｯﾄﾒｲﾄNEO 0.20μmﾌｨﾙﾀ / PM-N100

製造中止⇒後継機種用パーツ
品名： ﾋﾟﾍﾟｯﾄﾒｲﾄNEO ｼﾘｺﾝﾋﾟﾍﾟｯﾄﾎﾙﾀﾞ / PM-
N013価格改定： ¥3,000

価格改定： ⇒

廃番

製造中止⇒後継機種： ピペットメイトNEO
（仕様詳細はお問合わせ下さい）

価格改定：

型番変更： 783203 ⇒ 790101F
仕様変更： 容量 100μℓ ⇒ 120μℓ

型番変更： 783205 ⇒ 790201F
仕様変更： サイズ 51mm ⇒ 54mm

494 20-3472-11,12 オートビュレット BGタイプ 白色 200BG/250BG №33（13.8.26）

494 20-3472-40,41 オートビュレット BGタイプ 茶色 200BG/250BG №33（13.8.26）

494 20-3474-13,14 オートビュレット SLタイプ 白色 200SL/250SL №33（13.8.26）

494 20-3474-42,43 オートビュレット SLタイプ 茶色 200SL/250SL №33（13.8.26）

495 20-3516-02 アネックス カセットトレイ（黄チップ100本付） / B110100 №13（10.6.15）

495 20-3516-03 アネックス カセットプレート（黄チップ100本付） / B110101 №13（10.6.15）

495 20-3516-04 アネックス カセットトレイのみ / B110102 №13（10.6.15）

495 20-3516-06 アネックス カセットトレイ（青チップ100本付） / B120100 №13（10.6.15）

495 20-3516-07 アネックス カセットプレート（青チップ100本付） / B120101 №13（10.6.15）

495 20-3516-08 アネックス カセットトレイのみ / B120102 №13（10.6.15）

502 20-4804-80,81 アルミニウムチューブラック №35（13.12.25）

502 20-4804-85 アルミニウムチューブラック（ギザ穴） / No.8525-48 №35（13.12.25）

503 20-4804-45,46 クールワーク CW-21 №14（10.8.20）

503 20-4804-47,49 クールワーク用0.5mlチューブアダプタ 12個入 №11（10.4.15）

503 20-4804-99 サンプリングチューブ1.5ml 500本 №21（11.11.25）

504 20-4804-60～61 ベストボックス８１Z（液体窒素用）、８１（５色セット） №2（09.3.20）

504 20-4804-62,63 ヒンジつきボックス №30（13.3.25）

504 20-4804-62 ヒンジつきボックス ナチュラル No.42034 （5個入） №39（14.4.25）

504 20-4804-63 ヒンジつきボックス 5色セット No.42035 №39（14.4.25）

504 20-4804-64 ベストボックス用ラック No.42046 №39（14.4.25）

504 20-4804-65 ベストボックス用ラック No.42047 №39（14.4.25）

504 20-4804-66 ベストボックス用ラックNo.42048 №30（13.3.25）

504 20-4804-66 ベストボックス用ラック No.42048 №39（14.4.25）

505 20-4804-50～55 ベストボックス５０、５０ジュニア、８１、４９、１ №2（09.3.20）

506 20-3100-20～25 個別包装ストリペット №7（09.9.1）

506 20-3100-20 個別包装ストリペット 1mL / No.4011 №38（14.3.25）

506 20-3100-21 個別包装ストリペット 2mL / No.4021 №38（14.3.25）

506 20-3100-22 個別包装ストリペット 5mL / No.4051 №38（14.3.25）

506 20-3100-23 個別包装ストリペット 10mL / No.4101 №38（14.3.25）

506 20-3100-24 個別包装ストリペット 25mL / No.4251 №38（14.3.25）

506 20-3100-25 個別包装ストリペット 50mL / No.4501 №38（14.3.25）価格改定： ¥33,000 ⇒ ¥34,000

価格改定： ¥18,600 ⇒ ¥19,200
価格改定： ¥24,800 ⇒ ¥25,500

価格改定： ¥17,600 ⇒ ¥18,100

受注生産（納期確認）
受注生産（納期確認）

廃番
廃番

入数変更： 500本 ⇒ 1000本
価格改定： ￥1,900 ⇒ ￥3,800

廃番

在庫限りで廃番

価格改定：

受注生産（納期確認）

¥58,700

受注生産（納期確認）

価格改定：

価格改定： ¥57,000 ⇒

廃番

在庫限りで廃番

¥52,000 ⇒ ¥53,600

メーカー（USA）製造中止

廃番

在庫限りで廃番

表記訂正： ⇒

在庫限りで廃番

メーカー（USA）製造中止

在庫限りで廃番

輸送費マーク追記

輸送費マーク追記
価格改定： ¥11,500 ⇒ ¥8,600

¥11,500 ⇒ ¥9,400
価格改定： ¥22,000 ⇒ ¥24,200
価格改定： ¥23,000 ⇒ ¥25,300

価格改定： ¥15,000 ⇒ ¥16,500

01505 02005

506 20-3100-25 個別包装ストリペット 50mL / No.4501 №38（14.3.25）

506 20-3100-30～35 バルク包装ストリペット №7（09.9.1）

506 20-3100-30 バルク包装ストリペット 1mL / No.4010 №38（14.3.25）

価格改定： ¥33,000 ⇒ ¥34,000

価格改定： ¥46,000 ⇒ ¥47,400

表記訂正： ⇒01505 02005
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506 20-3100-31 バルク包装ストリペット 2mL / No.4020 №38（14.3.25）

506 20-3100-32 バルク包装ストリペット 5mL / No.4050 №38（14.3.25）

506 20-3100-33 バルク包装ストリペット 10mL / No.4100 №38（14.3.25）

506 20-3100-34 バルク包装ストリペット 25mL / No.4250 №38（14.3.25）

506 20-3100-35 バルク包装ストリペット 50mL / No.4500 №38（14.3.25）

506 20-3311-10～13 ピペットポンプ №30（13.3.25）

506 20-3311-20～22 ニューピペットポンプ №21（11.11.25）

508 20-3105-24 培養ピペット 20ml / CUL-PIPET-20 №14（10.8.20）

508 20-3107-10～16 パスツールピペット №5（09.5.26）

508 20-3107-10 パスツールピペット IK-PAS-5P №31（13.4.25）

508 20-3107-11 パスツールピペット IK-PAS-9P №31（13.4.25）

508 20-3107-15 パスツールピペット 綿栓入 7×146mm / CS-PAS-54P №39（14.4.25）

508 20-3107-16 パスツールピペット 綿栓入 7×229mm / CS-PAS-93P №39（14.4.25）

509 20-3476-50,51 ニューハンドラップ №39（14.4.25）

509 20-3476-56 ハンドラップ（静電防止液体ディスペンサー） ZC-76 №21（11.11.25）

510 20-3201-50 ビューレット（P.P製） No.1240 №33（13.8.26）

510 20-3201-51 ビューレット（P.P製） No.1241 №33（13.8.26）

510 20-3201-52 ビューレット（P.P製） No.1242 №33（13.8.26）

510 20-3474-80～83 オートビュレット №30（13.3.25）

510 20-3474-85 ニューオートビュレット 10ml / No.9340 №30（13.3.25）

510 20-3474-86 ニューオートビュレット 15ml / No.9341 №30（13.3.25）

510 20-3474-87 ニューオートビュレット 25ml / No.9342 №30（13.3.25）

510 20-3474-88 ニューオートビュレット 50ml / No.9343 №30（13.3.25）

511 20-3301-10～14 トランスファーピペット №14（10.8.20）

価格改定： ¥28,800 ⇒ ¥29,700

価格改定： ¥41,000 ⇒ ¥42,200
価格改定： ¥21,600 ⇒ ¥22,200

価格改定： ¥52,000 ⇒ ¥53,600
価格改定： ¥38,500 ⇒ ¥39,700

全長訂正： 616 ⇒ 550
全長訂正： 785 ⇒ 725

2013/5/1 より価格改定： ￥2,000 ⇒ ￥2,200
2013/5/1 より価格改定： ￥1,800 ⇒ ￥1,980

廃番

全長訂正： 494 ⇒ 433

取扱中止

表記訂正： 一目盛 1.0ml ⇒ 0.5ml

廃番
2013/4/1 より価格改定： ￥38,600 ⇒ ￥39,800
2013/4/1 より価格改定： ￥35,300 ⇒ ￥36,800
2013/4/1 より価格改定： ￥39,800 ⇒ ￥42,000
2013/4/1 より価格改定： ￥45,700 ⇒ ￥48,000

表記訂正： ⇒

寸法変更：
（全長も変更）

廃番

価格改定： ¥4,700
価格改定： ¥5,000 ⇒ ¥5,500

⇒ ¥5,250

価格改定： ¥1,200 ⇒ ¥1,300

02005 03005

511 20-3301-10 トランスファーピペット SM232-1S №31（13.4.25）

511 20-3301-11 トランスファーピペット SM233-1S №31（13.4.25）

511 20-3301-12 トランスファーピペット SM234-1S №31（13.4.25）

511 20-3301-13 トランスファーピペット SM251-1S №31（13.4.25）

511 20-3301-14 トランスファーピペット SM262-1S №31（13.4.25）

512 20-3302-34 ベロペット 20ml （5本入） №8（09.11.20）

512 20-3302-40 ケミカルスポイト 50ml （2本） №12（10.5.20）

512 20-3302-41 ケミカルスポイト 20ml （3本） №12（10.5.20）

512 20-3302-42 ケミカルスポイト 10ml （10本） №12（10.5.20）

512 20-3302-43 ケミカルスポイト 5ml （10本） №12（10.5.20）

512 20-3302-44 ケミカルスポイト 3ml （10本） №12（10.5.20）

512 20-3302-45 ケミカルスポイト 2ml （10本） №12（10.5.20）

512 20-3302-46 ケミカルスポイト 1ml （10本） №12（10.5.20）

512 20-3380-30 ゴムスポイト No.03 №17（11.3.25）

512 20-3380-31 ゴムスポイト No.02 №17（11.3.25）

512 20-3380-32 ゴムスポイト No.0 №17（11.3.25）

512 20-3380-33 ゴムスポイト No.1/2 №17（11.3.25）

512 20-3380-34 ゴムスポイト No.1 №17（11.3.25）

512 20-3380-35 ゴムスポイト No.2 №17（11.3.25）

512 20-3380-36 ゴムスポイト No.3 №17（11.3.25）

512 20-3380-37 ゴムスポイト No.4 №17（11.3.25）

512 20-3380-38 ゴムスポイト No.5 №17（11.3.25）

512 20-3380-39 ゴムスポイト No.6 №17（11.3.25）

512 20-3380-40 ゴムスポイト No.14 №17（11.3.25）

512 20-3380-51 二連球 K-6 №19（11.7.25）

512 20-3380-52 二連球 K-8 №19（11.7.25）

512 20-3380-60 単球 逆弁（吸排） №18（11.5.20）

512 20-3380-62 単球 血圧計用 №22（12.2.24）

513 20-3380-81 安全ピペッター 黒 №19（11.7.25）

514 20-3021-20～28 ケミカルシリンダー №9（10.2.2）

515 20-3021-01 TPXメスシリンダー / No.1011A №11（10.4.15）

2013/5/1 より価格改定： ￥9,600 ⇒ ￥10,100

価格改定：

2013/5/1 より価格改定： ￥12,000 ⇒ ￥12,600
2013/5/1 より価格改定： ￥11,500 ⇒ ￥12,100

¥1,500

価格改定： ¥1,700

価格改定： ¥1,200

¥2,250

⇒

¥1,550 ⇒ ¥1,800

価格改定：

⇒

⇒

⇒

価格改定： ¥1,350

¥1,850

¥2,200

廃番

¥1,450

価格改定：

¥1,300

⇒

⇒

価格改定：

¥980 ⇒

⇒

材質訂正： アクリレートスチレン ⇒ ポリメタクリルスチレン

¥1,850 ⇒

¥1,900

¥1,800

¥1,500

¥550

¥2,200

価格改定：

価格改定：

¥570 ⇒

価格改定：

価格改定： ¥800 ⇒

⇒

¥400

価格改定：

価格改定：

¥1,700

¥1,150 ⇒

⇒ ¥760

¥1,100

¥950 ⇒

価格改定： ¥620

価格改定： ¥670

¥500

¥450⇒

¥400

¥570

¥950

価格改定： ¥980 ⇒ ¥630

2013/5/1 より価格改定： ￥14,500 ⇒ ￥15,300

価格改定：

価格改定：

¥750

価格改定： ¥580

⇒

¥880

¥360

価格改定：

¥2,700

2013/5/1 より価格改定： ￥13,600 ⇒ ￥14,300

価格改定： ¥1,100

⇒

¥750

⇒ ¥700

¥600

⇒

⇒

¥4,500 ⇒

価格改定：

¥500

価格改定： ¥900

¥600価格改定：515 20-3021-01 TPXメスシリンダー / No.1011A №11（10.4.15）

515 20-3021-02 TPXメスシリンダー / No.1012A №11（10.4.15）

⇒

価格改定： ¥660

¥550

¥700 ⇒

¥600価格改定：
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515 20-3021-03 TPXメスシリンダー / No.1013A №11（10.4.15）

515 20-3021-04 TPXメスシリンダー / No.1014A №11（10.4.15）

515 20-3021-05 TPXメスシリンダー / No.1015A №11（10.4.15）

515 20-3021-06 TPXメスシリンダー / No.1016A №11（10.4.15）

515 20-3021-07 TPXメスシリンダー / No.1017A №11（10.4.15）

515 20-3021-08 TPXメスシリンダー / No.1018A №11（10.4.15）

515 20-3021-09 TPXメスシリンダー / No.1019A №11（10.4.15）

515 20-3022-01～09 PPメスシリンダー №22（12.2.24）

515 20-3022-05 PPメスシリンダー 200ml №30（13.3.25）

516 20-4252-15 耐熱計量カップ DG-0001 №29（13.2.25）

517 20-4001-09 三角フラスコ（ガラス製）1000ml / 4980FK1000 №30（13.3.25）

517 20-4001-10 三角フラスコ（ガラス製）2000ml / 4980FK2000 №31（13.4.25）

517 20-4001-11 三角フラスコ（ガラス製）3000ml / 4980FK3000 №31（13.4.25）

517 20-4001-12 三角フラスコ（ガラス製）5000ml / 4980FK5000 №31（13.4.25）

517 20-4002-10 共栓三角フラスコ 2000ml / 5020FK2000R №31（13.4.25）

517 20-4003-01 PP三角フラスコ 50mL / No.1460 №38（14.3.25）

517 20-4003-02 PP三角フラスコ 125mL / No.1461 №38（14.3.25）

517 20-4003-03 PP三角フラスコ 250mL / No.1462 №38（14.3.25）

517 20-4003-04 PP三角フラスコ 500mL / No.1463 №38（14.3.25）

517 20-4003-05 PP三角フラスコ 1000mL / No.1464 №38（14.3.25）

518 20-3001-01～14 メスフラスコ （ニュースタンダード） №19（11.7.25）

518 20-3001-11 メスフラスコ（ﾆｭｰｽﾀﾝﾀﾞｰﾄﾞ）2000ml / 5640FK2000S №17（11.3.25）

518 20-3002-11 メスフラスコ茶（ﾆｭｰｽﾀﾝﾀﾞｰﾄﾞ）2000ml / 55640FK2000S №17（11.3.25）

518 20-3003-01 PPメスフラスコ 25ml / No.1484 №26（12.9.25）

518 20-3003-02 PPメスフラスコ 50ml / No.1485 №26（12.9.25）

518 20-3003-03 PPメスフラスコ 100ml / No.1486 №26（12.9.25）

518 20-3003-04 PPメスフラスコ 250ml / No.1487 №26（12.9.25）

518 20-3003-05 PPメスフラスコ 500ml / No.1488 №26（12.9.25）

518 20-3003-06 PPメスフラスコ 1000ml / No.1489 №26（12.9.25）

価格改定： ¥600 ⇒ ¥670
価格改定： ¥1,000 ⇒ ¥1,130

¥320 ⇒ ¥360
価格改定： ¥380 ⇒ ¥410

¥260 ⇒ ¥280
2013/5/1 より価格改定： ￥8,300 ⇒ ￥10,790

¥960

価格改定：

価格改定： ¥4,700

価格改定：

価格改定：

⇒

2013/5/1 より価格改定： ￥4,800 ⇒ ￥6,240
2013/5/1 より価格改定： ￥6,400 ⇒ ￥8,320
2013/5/1 より価格改定： ￥14,540 ⇒ ￥18,910

¥880

価格改定： ¥1,400 ¥1,320

¥1,540

⇒

¥1,100 ¥990価格改定： ⇒

表記追記( の下に)： -12～-14

価格改定：

価格改定： ¥1,600 ⇒

⇒価格改定： ¥5,800

表記訂正： （表右側の）容量 ⇒ 目盛

価格改定：

型番変更： 5640FK2000S ⇒ 5640FK2000SR

¥740 ¥800⇒

型番変更： 55640FK2000S ⇒ 55640FK2000SR

廃番

¥2,750

⇒ ¥860
価格改定： ¥950 ⇒ ¥1,020
価格改定： ¥800

価格改定： ¥1,100 ⇒ ¥1,150
¥1,200 ⇒ ¥1,300

価格改定： ¥1,600 ⇒ ¥1,650
価格改定：

ゴム栓（参考値）変更： No.16 ⇒ No.15
型番変更 ⇒ DH-2343 ※モデルチェンジ

¥4,400

¥2,900

⇒

¥5,500

⇒

0300501005

518 20-3003-06 PPメスフラスコ 1000ml / No.1489 №26（12.9.25）

519 20-4010-01 丸底フラスコ（ガラス製）50ml / 4280FK50 №36（14.1.28）

519 20-4010-01 丸底フラスコ 50mL / 4280FK50 №39（14.4.25）

519 20-4010-03 丸底フラスコ 200ml / 4280FK200 №17（11.3.25）

519 20-4010-04 丸底フラスコ 300ml / 4280FK300 №17（11.3.25）

519 20-4010-07 丸底フラスコ 2000ml / 4280FK2000R №32（13.6.25）

519 20-4010-08 丸底フラスコ 3000ml / 4280FK3000R №32（13.6.25）

519 20-4010-09 丸底フラスコ 5000ml / 4280FK5000R №32（13.6.25）

519 20-4010-10 丸底フラスコ 10000ml / 4280FK10000R №32（13.6.25）

519 20-4011-01 平底フラスコ（ガラス製）50ml / 4060FK50 №36（14.1.28）

519 20-4011-02 平底フラスコ（ガラス製）100ml / 4060FK100 №36（14.1.28）

519 20-4011-07 平底フラスコ 2000ml / 4060FK2000R №32（13.6.25）

519 20-4011-08 平底フラスコ 3000ml / 4060FK3000 №17（11.3.25）

519 20-4011-08 平底フラスコ（ガラス製）3000ml / 4060FK3000R №31（13.4.25）

519 20-4011-09 平底フラスコ 5000ml / 4060FK5000R №32（13.6.25）

519 20-4011-10 平底フラスコ 10000ml / 4060FK10000 №17（11.3.25）

519 20-4011-10 平底フラスコ（ガラス製）10000ml / 4060FK10000R №31（13.4.25）

519 20-4012-01～07 ケルダールフラスコ（ガラス製） №17（11.3.25）

520 20-4251-03 PE手付きビーカー 3ℓ PE-3 №19（11.7.25）

520 20-4251-04 PE手付きビーカー 5L / PE-5 №34（13.10.25）

521 20-4220-08 ビーカー（ガラス製） 500ml / 1000BK500 №36（14.1.28）

521 20-4221-07 コニカルビーカー 2000ml / 1080BK2000R №32（13.6.25）

521 20-4222-06 トールビーカー（ガラス製） 1000ml / 1060BK1000 №21（11.11.25）

寸法訂正： （口径） 190 ⇒ 215
寸法変更： (胴外径×高さ) 90×120 ⇒ 90×125

ゴム栓変更： No.2 ⇒ No.3

価格改定： ¥2,670

2013/5/1 より価格改定： ￥10,450 ⇒ ￥13,600

2013/5/1 より価格改定： ￥30,680 ⇒ ￥39,900

型番変更 ⇒ 4280FK2000RN
価格改定： ￥6,990 ⇒ ￥9,100

型番変更 ⇒ 4280FK3000RN
価格改定： ￥8,240 ⇒ ￥10,720

型番変更 ⇒ 4280FK5000RN
価格改定： ￥13,380 ⇒ ￥17,400

型番変更 ⇒ 4280FK10000RN
価格改定： ￥30,740 ⇒ ￥39,980

ゴム栓変更： No.2 ⇒ No.3
ゴム栓変更： No.2 ⇒ No.3

⇒ ¥3,020

在庫無くなり次第、取っ手形状・目盛・下記変更
寸法変更： 168×150×190 ⇒162×135×225
ｹｰｽ価格変更： \28,350/45個 ⇒ \22,680/36個

型番変更 ⇒ 4060FK2000RN
価格改定： ￥5,760 ⇒ ￥7,500

型番変更 ⇒ 4060FK5000RN
価格改定： ￥15,320 ⇒ ￥20,000

追記 ⇒ ※30mlのみビード無し（口焼き）仕様です。

型番変更 ⇒ 1080BK2000RN
価格改定： ￥5,040 ⇒ ￥6,560

最大径変更： 81 ⇒ 83

最大径変更： 93 ⇒ 95

型番変更： 4060FK3000 ⇒ 4060FK3000R

型番変更： 4060FK10000 ⇒ 4060FK10000R

価格改定： ¥1,600 ⇒ ¥1,650

価格改定： ¥840 ⇒ ¥890

521 20-4222-06 トールビーカー（ガラス製） 1000ml / 1060BK1000 №21（11.11.25）

522 20-4230-40 PTFE耐熱ビーカー/№160001 №1（09.2.9）

522 20-4230-41 PTFE耐熱ビーカー/№160002 №1（09.2.9）

価格改定： ¥2,670

製品コード訂正⇒20-4230-45

製品コード訂正 ⇒ 20-4230-46

⇒ ¥3,020
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522 20-4230-42 PTFE耐熱ビーカー/№160003 №1（09.2.9）

522 20-4230-45 PTFE耐熱ビーカー 100ml / No.160001 №37（14.2.25）

522 20-4230-46 PTFE耐熱ビーカー 250ml / No.160002 №37（14.2.25）

522 20-4230-47 PTFE耐熱ビーカー No.160003 / 400ml №14（10.8.20）

523 20-4201-60 テフロンコーティングビーカー/100ｍｌ №7（09.9.1）

523 20-4201-61 テフロンコーティングビーカー/200ｍｌ №7（09.9.1）

523 20-4252-05 メジャーカップ 3000ml / No.620 №9（10.2.2）

523 20-4201-62 テフロンコーティングビーカー/300ｍｌ №7（09.9.1）

523 20-4201-67 テフロンコーティングビーカー/5000ｍｌ №7（09.9.1）

524 20-4102-11 試験管 リム付き / TEST12-75NP №21（11.11.25）

524 20-4102-15 試験管 リム付き / TEST13-75NP №21（11.11.25）

524 20-4102-18 試験管（リム付き）/TEST13-85NP №1（09.2.9）

524 20-4102-18 試験管 リム付き / TEST15-85NP №21（11.11.25）

524 20-4102-23 試験管 リム付き / TEST18-165NP №21（11.11.25）

524 20-4105-18 ネジ付試験管 本体/TST-SCR-13-200 №1（09.2.9）

524 20-4301-10 キャップ 9998CAP415-13 №39（14.4.25）

524 20-4301-11 キャップ 9998CAP415-15 №39（14.4.25）

524 20-4301-12 キャップ 9998CAP415-18 №39（14.4.25）

524 20-4301-13 キャップ 9998CAP410-24 №39（14.4.25）

524 20-4301-14 キャップ 9998CAP410-28 №39（14.4.25）

525 20-4103-10～18 ディスポーザブルガラス試験管 №17（11.3.25）

525 20-4103-10 ディスポーザブル試験管 9830-1007 №39（14.4.25）

525 20-4103-11 ディスポーザブル試験管 9831-1207 №39（14.4.25）

525 20-4103-12 ディスポーザブル試験管 9832-1310 №39（14.4.25）

525 20-4103-13 ディスポーザブル試験管 9833-1508 №39（14.4.25）

525 20-4103-14 ディスポーザブル試験管 9834-1610 №39（14.4.25）

525 20-4103-15 ディスポーザブル試験管 9835-1612 №39（14.4.25）

525 20-4103-16 ディスポーザブル試験管 9836-1615 №39（14.4.25）

⇒ ¥5,500
価格改定： ¥5,600 ⇒ ¥6,800

¥6,000

価格改定： ⇒ ¥6,000

価格改定： ¥4,300

価格改定： ¥4,500 ⇒ ¥6,000

型番訂正 ⇒ TST-SCR-25-200

価格改定：

価格改定：

¥3,400¥2,750

¥5,250

¥4,200

表記訂正： 目盛（ml） 50 ⇒ 25
取手形状変更

¥3,500 ⇒ ¥5,000

価格改定： ¥5,100 ⇒

表記削除 ⇒ ●容量値は・・・計算したものです。

価格改定： ¥25,000

⇒

製品コード訂正 ⇒ 20-4230-47

2010/9/1より価格改定： ￥11,000 ⇒ ￥8,800

価格改定：

価格改定：

¥4,150

¥4,500

型番訂正 ⇒ TEST15-85NP

¥5,400⇒

⇒

⇒

¥33,000

価格改定：

¥4,400 ⇒ ¥8,800
価格改定： ¥3,900 ⇒ ¥7,800

価格改定： ¥2,750 ⇒ ¥5,500
価格改定： ¥3,750 ⇒ ¥7,500
価格改定： ¥5,500 ⇒ ¥11,000

価格改定： ¥2,825 ⇒ ¥3,250
価格改定： ¥3,125 ⇒ ¥3,500
価格改定： ¥4,075 ⇒ ¥4,500
価格改定： ¥4,700 ⇒ ¥5,250
価格改定： ¥5,325 ⇒ ¥6,000
価格改定： ¥6,250 ⇒ ¥7,000
価格改定： ¥6,875 ⇒ ¥7,750525 20-4103-16 ディスポーザブル試験管 9836-1615 №39（14.4.25）

525 20-4103-17 ディスポーザブル試験管 9837-1815 №39（14.4.25）

525 20-4103-18 ディスポーザブル試験管 9838-2015 №39（14.4.25）

525 20-4104-10～20 試験管（リムなし、ダーラム管） №32（13.6.25）

525 20-4130-27～29 植物培養用試験管キャップ №21（11.11.25）

526 20-4180-20～25 組立式試験管立て №30（13.3.25）

529 20-4940-10～35 セパラブルフラスコ筒形 №39（14.4.25）

529 20-4942-10～13 セパラブルカバー（三ッ口） №39（14.4.25）

529 20-4942-20～23 セパラブルカバー（四ッ口） №39（14.4.25）

529 20-4942-30～32 セパラブルカバー（五ッ口） №39（14.4.25）

529 20-4984-90～93 セパラワンタッチクランプ №39（14.4.25）

531 22-1202-12 ニッケルルツボ 100ml 本体 №18（11.5.20）

531 22-1202-22 ニッケルルツボ 100ml 蓋 №18（11.5.20）

531 22-1207-01～06 ニッケル蒸発皿 №11（10.4.15）

532 22-1290-20 テフロン®時計皿 直径20mm / CW13020 №13（10.6.15）

532 22-1290-21 テフロン®時計皿 直径30mm / CW13030 №13（10.6.15）

532 22-1290-22 テフロン®時計皿 直径40mm / CW13040 №13（10.6.15）

532 22-1290-23 テフロン®時計皿 直径50mm / CW13050 №13（10.6.15）

532 22-1290-24 テフロン®時計皿 直径65mm / CW13065 №13（10.6.15）

532 22-1290-25 テフロン®時計皿 直径75mm / CW13075 №13（10.6.15）

532 22-1290-26 テフロン®時計皿 直径80mm / CW13080 №13（10.6.15）

532 22-1290-27 テフロン®時計皿 直径100mm / CW13100 №13（10.6.15）

532 22-1290-28 テフロン®時計皿 直径125mm / CW13125 №13（10.6.15）

532 22-1290-29 テフロン®時計皿 直径150mm / CW13150 №13（10.6.15）

532 22-1290-30 テフロン®ルツボ 5ml / CW09005 №13（10.6.15）

532 22-1290-31 テフロン®ルツボ 25ml / CW09025 №13（10.6.15）

532 22-1290-32 テフロン®ルツボ 75ml / CW09075 №13（10.6.15）

532 22-1290-35 テフロン®平皿 25ml / CW16025 №13（10.6.15）

532 22-1290-36 テフロン®平皿 50ml / CW16050 №13（10.6.15）

532 22-1290-37 テフロン®平皿 100ml / CW16100 №13（10.6.15）

532 22-1290-38 テフロン®平皿 180ml / CW16180 №13（10.6.15）

532 22-1290-39 テフロン®平皿 350ml / CW16350 №13（10.6.15）

廃番

廃番

⇒

¥3,000 ¥4,000

2010/7/1 より価格改定： ￥500 ⇒ ￥450

2010/7/1 より価格改定： ￥650 ⇒ ￥520

2010/7/1 より価格改定： ￥1,150 ⇒ ￥950

2010/7/1 より価格改定： ￥2,400 ⇒ ￥1,900

2010/7/1 より価格改定： ￥7,400 ⇒ ￥6,100

2010/7/1 より価格改定： ￥2,450 ⇒ ￥2,000

2010/7/1 より価格改定： ￥1,850 ⇒ ￥1,450

価格改定：

2010/7/1 より価格改定： ￥4,500 ⇒ ￥3,700

2010/7/1 より価格改定： ￥1,850 ⇒ ￥1,500

2010/7/1 より価格改定： ￥2,200 ⇒ ￥1,800

¥9,800価格改定：

2010/7/1 より価格改定： ￥3,150 ⇒ ￥2,500

¥7,800 ⇒

⇒

¥2,000

2010/7/1 より価格改定： ￥750 ⇒ ￥650

2010/7/1 より価格改定： ￥3,150 ⇒ ￥2,400

2010/7/1 より価格改定： ￥570 ⇒ ￥500

2010/7/1 より価格改定： ￥1,450 ⇒ ￥1,200

価格改定：

¥2,300

価格改定： ¥6,875 ⇒ ¥7,750
価格改定： ¥8,125 ⇒ ¥9,000
価格改定： ¥10,950 ⇒ ¥12,250

廃番
廃番
廃番
廃番
廃番

2010/7/1 より価格改定： ￥1,350 ⇒ ￥1,000

取扱中止

2010/7/1 より価格改定： ￥1,000 ⇒ ￥900

2010/7/1 より価格改定： ￥3,000 ⇒ ￥2,500

532 22-1290-39 テフロン®平皿 350ml / CW16350 №13（10.6.15）

533 19-2100-10～23 ソックスレー脂肪抽出器 №39（14.4.25）

2010/7/1 より価格改定： ￥7,400 ⇒ ￥6,100

廃番
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533 19-2101-50～64 ケルダール窒素分解装置 №28（12.12.25）

535 20-4603-10 テフロン®プラグ付き球型分液ロート 50ml / No.042701 №21（11.11.25）

535 20-4603-11 テフロン®プラグ付き球型分液ロート 100ml / No.042702 №21（11.11.25）

535 20-4603-12 テフロン®プラグ付き球型分液ロート 200ml / No.042703 №21（11.11.25）

535 20-4603-13 テフロン®プラグ付き球型分液ロート 250ml / No.042704 №21（11.11.25）

535 20-4603-14 テフロン®プラグ付き球型分液ロート 300ml / No.042705 №21（11.11.25）

535 20-4603-15 テフロン®プラグ付き球型分液ロート 500ml / No.042706 №21（11.11.25）

535 20-4603-16 テフロン®プラグ付き球型分液ロート 1000ml / No.042707 №21（11.11.25）

535 20-4603-17 テフロン®プラグ付き球型分液ロート 2000ml / No.042708 №21（11.11.25）

535 20-4603-18 テフロン®プラグ付き球型分液ロート 3000ml / No.042709 №21（11.11.25）

535 20-4603-19 テフロン®プラグ付き球型分液ロート 5000ml / No.042721 №21（11.11.25）

535 20-4603-30 ﾃﾌﾛﾝ®ﾌﾟﾗｸﾞ付き球型分液ﾛｰﾄ摺合せ付 50ml / No.042710 №21（11.11.25）

535 20-4603-31 ﾃﾌﾛﾝ®ﾌﾟﾗｸﾞ付き球型分液ﾛｰﾄ摺合せ付 100ml / No.042711 №21（11.11.25）

535 20-4603-32 ﾃﾌﾛﾝ®ﾌﾟﾗｸﾞ付き球型分液ﾛｰﾄ摺合せ付 200ml / No.042712 №21（11.11.25）

535 20-4603-33 ﾃﾌﾛﾝ®ﾌﾟﾗｸﾞ付き球型分液ﾛｰﾄ摺合せ付 200ml / No.042713 №21（11.11.25）

535 20-4603-34 ﾃﾌﾛﾝ®ﾌﾟﾗｸﾞ付き球型分液ﾛｰﾄ摺合せ付 250ml / No.042714 №21（11.11.25）

535 20-4603-35 ﾃﾌﾛﾝ®ﾌﾟﾗｸﾞ付き球型分液ﾛｰﾄ摺合せ付 250ml / No.042715 №21（11.11.25）

535 20-4603-36 ﾃﾌﾛﾝ®ﾌﾟﾗｸﾞ付き球型分液ﾛｰﾄ摺合せ付 300ml / No.042716 №21（11.11.25）

535 20-4603-37 ﾃﾌﾛﾝ®ﾌﾟﾗｸﾞ付き球型分液ﾛｰﾄ摺合せ付 300ml / No.042717 №21（11.11.25）

535 20-4603-38 ﾃﾌﾛﾝ®ﾌﾟﾗｸﾞ付き球型分液ﾛｰﾄ摺合せ付 500ml / No.042718 №21（11.11.25）

535 20-4603-39 ﾃﾌﾛﾝ®ﾌﾟﾗｸﾞ付き球型分液ﾛｰﾄ摺合せ付 500ml / No.042719 №21（11.11.25）

535 20-4603-40 ﾃﾌﾛﾝ®ﾌﾟﾗｸﾞ付き球型分液ﾛｰﾄ摺合せ付 1000ml / No.042720 №21（11.11.25）

535 20-4603-50 ﾃﾌﾛﾝ®ﾌﾟﾗｸﾞ付きｽｷｰﾌﾞ型分液ﾛｰﾄ 50ml / No.042801 №21（11.11.25）

535 20-4603-51 ﾃﾌﾛﾝ®ﾌﾟﾗｸﾞ付きｽｷｰﾌﾞ型分液ﾛｰﾄ 100ml / No.042802 №21（11.11.25）

535 20-4603-52 ﾃﾌﾛﾝ®ﾌﾟﾗｸﾞ付きｽｷｰﾌﾞ型分液ﾛｰﾄ 200ml / No.042803 №21（11.11.25）

535 20-4603-53 ﾃﾌﾛﾝ®ﾌﾟﾗｸﾞ付きｽｷｰﾌﾞ型分液ﾛｰﾄ 250ml / No.042804 №21（11.11.25）

535 20-4603-54 ﾃﾌﾛﾝ®ﾌﾟﾗｸﾞ付きｽｷｰﾌﾞ型分液ﾛｰﾄ 300ml / No.042805 №21（11.11.25）

535 20-4603-55 ﾃﾌﾛﾝ®ﾌﾟﾗｸﾞ付きｽｷｰﾌﾞ型分液ﾛｰﾄ 500ml / No.042806 №21（11.11.25）

535 20-4603-56 ﾃﾌﾛﾝ®ﾌﾟﾗｸﾞ付きｽｷｰﾌﾞ型分液ﾛｰﾄ 1000ml / No.042807 №21（11.11.25）価格改定： ¥17,500 ⇒ ¥19,000

価格改定： ¥8,600 ⇒ ¥9,300

価格改定： ¥10,500 ⇒ ¥11,400

価格改定： ¥7,700 ⇒ ¥8,400

価格改定： ¥8,600 ⇒ ¥9,300

価格改定： ¥6,600 ⇒ ¥7,200
価格改定： ¥6,600 ⇒ ¥7,200

価格改定： ¥16,500 ⇒ ¥17,900

価格改定： ¥27,800 ⇒ ¥30,000

価格改定： ¥13,800 ⇒ ¥15,000

価格改定： ¥16,500 ⇒ ¥17,900

価格改定： ¥13,800 ⇒ ¥15,000

価格改定： ¥13,800 ⇒ ¥15,000

価格改定： ¥12,800 ⇒ ¥13,900
価格改定： ¥13,800 ⇒ ¥15,000

価格改定： ¥11,300 ⇒ ¥12,300

価格改定： ¥12,800 ⇒ ¥13,900

価格改定： ¥74,800 ⇒ ¥81,000

価格改定： ¥10,800 ⇒ ¥11,700

価格改定： ¥27,000 ⇒ ¥29,400

価格改定： ¥41,000 ⇒ ¥44,600

価格改定： ¥10,500 ⇒ ¥11,400

価格改定： ¥17,000 ⇒ ¥18,500

¥8,400

価格改定：

価格改定： ¥8,600 ⇒ ¥9,400

⇒ ¥7,200

価格改定： ¥7,700 ⇒

廃番
価格改定： ¥6,600

¥6,600 ⇒

¥9,400

価格改定： ¥7,200

⇒¥8,600

535 20-4603-56 ﾃﾌﾛﾝ®ﾌﾟﾗｸﾞ付きｽｷｰﾌﾞ型分液ﾛｰﾄ 1000ml / No.042807 №21（11.11.25）

535 20-4603-57 ﾃﾌﾛﾝ®ﾌﾟﾗｸﾞ付きｽｷｰﾌﾞ型分液ﾛｰﾄ 2000ml / No.042808 №21（11.11.25）

535 20-4603-70 ﾃﾌﾛﾝ®ﾌﾟﾗｸﾞ付ｽｷｰﾌﾞ型分液ﾛｰﾄ摺合せ付 50ml / No.042809 №21（11.11.25）

535 20-4603-71 ﾃﾌﾛﾝ®ﾌﾟﾗｸﾞ付ｽｷｰﾌﾞ型分液ﾛｰﾄ摺合せ付 100ml / No.042810 №21（11.11.25）

535 20-4603-72 ﾃﾌﾛﾝ®ﾌﾟﾗｸﾞ付ｽｷｰﾌﾞ型分液ﾛｰﾄ摺合せ付 200ml / No.042811 №21（11.11.25）

535 20-4603-73 ﾃﾌﾛﾝ®ﾌﾟﾗｸﾞ付ｽｷｰﾌﾞ型分液ﾛｰﾄ摺合せ付 200ml / No.042812 №21（11.11.25）

535 20-4603-74 ﾃﾌﾛﾝ®ﾌﾟﾗｸﾞ付ｽｷｰﾌﾞ型分液ﾛｰﾄ摺合せ付 250ml / No.042813 №21（11.11.25）

535 20-4603-75 ﾃﾌﾛﾝ®ﾌﾟﾗｸﾞ付ｽｷｰﾌﾞ型分液ﾛｰﾄ摺合せ付 250ml / No.042814 №21（11.11.25）

535 20-4603-76 ﾃﾌﾛﾝ®ﾌﾟﾗｸﾞ付ｽｷｰﾌﾞ型分液ﾛｰﾄ摺合せ付 300ml / No.042815 №21（11.11.25）

535 20-4603-77 ﾃﾌﾛﾝ®ﾌﾟﾗｸﾞ付ｽｷｰﾌﾞ型分液ﾛｰﾄ摺合せ付 300ml / No.042816 №21（11.11.25）

535 20-4603-78 ﾃﾌﾛﾝ®ﾌﾟﾗｸﾞ付ｽｷｰﾌﾞ型分液ﾛｰﾄ摺合せ付 500ml / No.042817 №21（11.11.25）

535 20-4603-79 ﾃﾌﾛﾝ®ﾌﾟﾗｸﾞ付ｽｷｰﾌﾞ型分液ﾛｰﾄ摺合せ付 500ml / No.042818 №21（11.11.25）

535 20-4603-80 ﾃﾌﾛﾝ®ﾌﾟﾗｸﾞ付ｽｷｰﾌﾞ型分液ﾛｰﾄ摺合せ付 1000ml / No.042819 №21（11.11.25）

535 20-4603-81 ﾃﾌﾛﾝ®ﾌﾟﾗｸﾞ付ｽｷｰﾌﾞ型分液ﾛｰﾄ摺合せ付 2000ml / No.042820 №9（10.2.2）

535 20-4603-81 ﾃﾌﾛﾝ®ﾌﾟﾗｸﾞ付ｽｷｰﾌﾞ型分液ﾛｰﾄ摺合せ付 2000ml / No.042820 №21（11.11.25）

536 20-4602-50 分液ロート（球型） 50mL / 6340FS 50R №39（14.4.25）

536 20-4602-51 分液ロート（球型） 100mL / 6340FS 100 №39（14.4.25）

536 20-4602-52 分液ロート（球型） 6340FS 200 №34（13.10.25）

536 20-4602-52 分液ロート（球型） 200mL / 6340FS 200R №39（14.4.25）

536 20-4602-53 分液ロート（球型） 6340FS 300 №34（13.10.25）

536 20-4602-53 分液ロート（球型） 300mL / 6340FS 300R №39（14.4.25）

536 20-4602-54 分液ロート（球型） 500mL / 6340FS 500 №39（14.4.25）

536 20-4602-55 分液ロート（球型） 1000mL / 6340FS 1000 №39（14.4.25）

536 20-4602-56 分液ロート（球型） 2000mL / 6340FS 2000R №39（14.4.25）

536 20-4602-60 分液ロート（スキーブ型） 50mL / 6400FS 50R №39（14.4.25）

536 20-4602-61 分液ロート（スキーブ型） 100mL / 6400FS 100R №39（14.4.25）

536 20-4602-62 分液ロート（スキーブ型） 200mL / 6400FS 200R №39（14.4.25）

536 20-4602-63 分液ロート（スキーブ型） 300mL / 6400FS 300R №39（14.4.25）

536 20-4602-64 分液ロート（スキーブ型） 500mL / 6400FS 500R №39（14.4.25）

536 20-4602-65 分液ロート（スキーブ型） 1000mL / 6400FS 1000R №39（14.4.25）

537 20-5101-15 新型桐山式吸引鐘 / VKU-1000 №9（10.2.2）

537 20-5101-16 新型桐山式吸引鐘 / VKC-1000 №9（10.2.2）

型番変更： 6340FS 200 ⇒ 6340FS 200R

型番変更： 6340FS 300 ⇒ 6340FS 300R

¥17,500 ¥19,000⇒

¥25,000

¥16,500 ⇒

価格改定：

価格改定： ¥16,500

価格改定： ¥17,500 ⇒ ¥19,000

価格改定：

⇒

価格改定：

価格改定：

¥46,400

¥14,500 ⇒ ¥15,800

⇒ ¥27,200

価格改定：

¥17,900

¥14,500 ⇒

¥43,000

⇒ ¥17,900

価格改定：

価格改定： ¥12,800 ⇒ ¥13,900
価格改定： ¥12,800 ⇒ ¥13,900

価格改定： ¥10,800 ⇒ ¥11,700

¥15,800

価格改定： ¥11,300 ⇒ ¥12,300

価格改定： ¥17,500 ⇒ ¥19,000
価格改定： ¥35,800 ⇒ ¥38,600

表記訂正： 15/25 ⇒ 19/28

表記訂正：上部 29/32 ⇒ 34/35

価格改定：

表記訂正： 15/25 ⇒ 29/42

¥7,810 ⇒ ¥8,220
価格改定： ¥8,360 ⇒ ¥8,780

価格改定： ¥8,910 ⇒ ¥9,360

価格改定： ¥10,450 ⇒ ¥10,980
価格改定： ¥11,550 ⇒ ¥12,140
価格改定： ¥16,720 ⇒ ¥17,560
価格改定： ¥32,500 ⇒ ¥34,140
価格改定： ¥9,020 ⇒ ¥9,480
価格改定： ¥9,130 ⇒ ¥9,600
価格改定： ¥10,890 ⇒ ¥11,440
価格改定： ¥12,100 ⇒ ¥12,720
価格改定： ¥14,850 ⇒ ¥15,600
価格改定： ¥22,000 ⇒ ¥23,100

537 20-5101-16 新型桐山式吸引鐘 / VKC-1000 №9（10.2.2）

537 20-5101-20～29 桐山式吸引鐘 №9（10.2.2）

表記訂正： 15/25 ⇒ 29/42

表記追記（ の下に）： -29 御見積03505
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頁 製品コード 品 名 ・ 型 番 №（発行日）

■テラオカ総合カタログ№1000 改正表№1-No.41

変 更 箇 所

537 20-5101-29 桐山式吸引鐘 №9（10.2.2）

537 20-5101-30 濾過瓶 100ml №19（11.7.25）

537 20-5101-31 濾過瓶 200ml №19（11.7.25）

537 20-5101-32 濾過瓶 300ml №19（11.7.25）

537 20-5101-33 濾過瓶 500ml №19（11.7.25）

537 20-5101-34 濾過瓶 1ℓ №19（11.7.25）

537 20-5101-35 濾過瓶 並質 2L №31（13.4.25）

537 20-5101-36 濾過瓶 並質 3L №31（13.4.25）

537 20-5101-37 濾過瓶 並質 5L №31（13.4.25）

537 20-5101-38～41 濾過瓶 （10L/15L/20L/30L） №33（13.8.26）

537 20-5101-38 濾過瓶 並質 10L №31（13.4.25）

537 20-5101-39 濾過瓶 並質 15L №31（13.4.25）

537 20-5101-40 濾過瓶 並質 20L №31（13.4.25）

537 20-5101-41 濾過瓶 並質 30L №31（13.4.25）

538 20-5202-40 テフロン®ロート CW39030 №13（10.6.15）

538 20-5202-40 テフロン®ロート（PTFE製） CW39030 №31（13.4.25）

538 20-5202-41 テフロン®ロート CW39050 №13（10.6.15）

538 20-5202-41 テフロン®ロート（PTFE製） CW39050 №31（13.4.25）

538 20-5202-42 テフロン®ロート CW39070 №13（10.6.15）

538 20-5202-42 テフロン®ロート（PTFE製） CW39070 №31（13.4.25）

538 20-5202-43 テフロン®ロート CW39100 №13（10.6.15）

538 20-5202-43 テフロン®ロート（PTFE製） CW39100 №31（13.4.25）

538 20-5202-44 テフロン®ロート CW39150 №13（10.6.15）

538 20-5202-44 テフロン®ロート（PTFE製） CW39150 №31（13.4.25）

受注生産（納期確認）

寸法訂正
⇒ 全高46×口外径32×足長25×足先端外径8mm

寸法訂正
⇒ 全高85×口外径54×足長50×足先端外径11mm

2010/7/1 より価格改定： ￥9,000 ⇒ ￥8,800

寸法訂正
⇒ 全高140×口外径107×足長78×足先端外径16mm

寸法訂正
⇒ 全高195×口外径160×足長80×足先端外径20mm

2010/7/1 より価格改定： ￥18,000 ⇒ ￥17,000

価格訂正： ¥125,000 ⇒ ¥162,000

寸法訂正
⇒ 全高120×口外径82×足長60×足先端外径13mm

2010/7/1 より価格改定： ￥2,600 ⇒ ￥2,500

価格訂正： ¥45,500 ⇒ ¥65,000
価格訂正： ¥68,000 ⇒ ¥98,000

価格訂正： ¥17,200 ⇒ ¥22,500

価格訂正： ¥32,500 ⇒ ¥46,800

価格訂正： ¥12,400 ⇒ ¥16,000
⇒ ¥13,400

¥1,920

¥2,800

¥2,400

⇒

⇒ ¥2,100

¥2,200

価格改定： ￥48,000 ⇒ ￥48,500

価格改定：

2010/7/1 より価格改定： ￥1,500 ⇒ ￥1,400

2010/7/1 より価格改定： ￥4,500 ⇒ ￥4,400

¥2,050価格改定：

価格改定： ¥2,220 ⇒

¥4,400 ⇒ ¥4,700価格改定：

⇒価格改定： ¥3,100

価格訂正： ¥10,400

538 20-5210-10～12 筋入ロート（内筋目） №19（11.7.25）

538 20-5211-19 ガラスロート（並型） φ210mm №31（13.4.25）

538 20-5211-20 ガラスロート（並型） φ240mm №31（13.4.25）

538 20-5211-21 ガラスロート（並型） φ300mm №31（13.4.25）

539 20-5229-10 一斗缶用ロート（角型） RX-25 №23（12.4.25）

540 20-5220-25 ステンレスロートB / RB-20 №36（14.1.28）

541 19-0241-60～66 桐山式ロート用グラスフィルター №15（10.11.20）

542 19-0200-10～64 ワットマン/定量濾紙 №4（09.4.20）

542 19-0200-10 定量濾紙（無灰） グレード40 直径42.5mm №38（14.3.25）

542 19-0200-11 定量濾紙（無灰） グレード40 直径55mm №38（14.3.25）

542 19-0200-12 定量濾紙（無灰） グレード40 直径70mm №38（14.3.25）

542 19-0200-13 定量濾紙（無灰） グレード40 直径90mm №38（14.3.25）

542 19-0200-14 定量濾紙（無灰） グレード40 直径110mm №38（14.3.25）

542 19-0200-15 定量濾紙（無灰） グレード40 直径125mm №38（14.3.25）

542 19-0200-16 定量濾紙（無灰） グレード40 直径150mm №38（14.3.25）

542 19-0200-17 定量濾紙（無灰） グレード40 直径185mm №38（14.3.25）

542 19-0200-18 定量濾紙（無灰） グレード40 直径240mm №38（14.3.25）

542 19-0200-19 定量濾紙（無灰） グレード40 直径320mm №38（14.3.25）

542 19-0200-20 定量濾紙（無灰） グレード40 角型460×570mm №38（14.3.25）

542 19-0200-21 定量濾紙（無灰） グレード41 直径42.5mm №38（14.3.25）

542 19-0200-22 定量濾紙（無灰） グレード41 直径55mm №38（14.3.25）

542 19-0200-23 定量濾紙（無灰） グレード41 直径70mm №38（14.3.25）

542 19-0200-24 定量濾紙（無灰） グレード41 直径90mm №38（14.3.25）

542 19-0200-25 定量濾紙（無灰） グレード41 直径110mm №38（14.3.25）

542 19-0200-26 定量濾紙（無灰） グレード41 直径125mm №38（14.3.25）

542 19-0200-27 定量濾紙（無灰） グレード41 直径150mm №38（14.3.25）

542 19-0200-28 定量濾紙（無灰） グレード41 直径185mm №38（14.3.25）

542 19-0200-29 定量濾紙（無灰） グレード41 直径240mm №38（14.3.25）

542 19-0200-30 定量濾紙（無灰） グレード41 直径320mm №38（14.3.25）

542 19-0200-31 定量濾紙（無灰） グレード41 角型460×570mm №38（14.3.25）

542 19-0200-32 定量濾紙（無灰） グレード42 直径42.5mm №38（14.3.25）

価格改定： ¥39,900 ⇒ ¥43,900
価格改定： ¥1,400 ⇒ ¥1,600

価格改定： ¥9,900 ⇒ ¥10,900
価格改定： ¥17,100 ⇒ ¥18,000

価格改定： ¥4,300 ⇒ ¥4,800
価格改定： ¥6,400 ⇒ ¥7,100

価格改定： ¥2,300 ⇒ ¥2,600
価格改定： ¥3,100 ⇒ ¥3,500

価格改定： ¥1,800 ⇒ ¥2,000
価格改定： ¥1,900 ⇒ ¥2,100

価格改定： ¥1,400 ⇒ ¥1,500
価格改定： ¥1,400 ⇒ ¥1,600

価格改定： ¥15,700 ⇒ ¥16,500
価格改定： ¥39,900 ⇒ ¥43,900

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： ¥4,300 ⇒ ¥4,800

価格改定： ¥1,900 ⇒ ¥2,100
価格改定： ¥2,300 ⇒ ¥2,600

価格改定： ¥1,800 ⇒ ¥2,000
価格改定： ¥1,400

¥1,600

⇒

⇒ ¥1,600

¥18,000

寸法訂正： （上径） 200 ⇒ 210

⇒ ¥12,480
価格訂正：

価格改定： ¥1,400 ⇒

価格訂正： ¥9,600
¥23,400

⇒ 全高195×口外径160×足長80×足先端外径20mm

価格訂正： ¥7,400 ⇒ ¥9,620

表記訂正： ⇒

表示訂正：［02505］→［03505］

物性一覧表 GFP濾過速さ変更： 特に遅い ⇒ 速い

管長変更： 96mm ⇒ 76mm

12005 02505

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 №38（14.3.25）

542 19-0200-34 定量濾紙（無灰） グレード42 直径70mm №38（14.3.25）

価格改定： ¥1,400 ⇒ ¥1,600
価格改定： ¥1,800 ⇒ ¥2,000

¥1,400 ⇒ ¥1,600
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頁 製品コード 品 名 ・ 型 番 №（発行日）

■テラオカ総合カタログ№1000 改正表№1-No.41

変 更 箇 所
542 19-0200-35 定量濾紙（無灰） グレード42 直径90mm №38（14.3.25）

542 19-0200-36 定量濾紙（無灰） グレード42 直径110mm №38（14.3.25）

542 19-0200-37 定量濾紙（無灰） グレード42 直径125mm №38（14.3.25）

542 19-0200-38 定量濾紙（無灰） グレード42 直径150mm №38（14.3.25）

542 19-0200-39 定量濾紙（無灰） グレード42 直径185mm №38（14.3.25）

542 19-0200-40 定量濾紙（無灰） グレード42 直径240mm №38（14.3.25）

542 19-0200-41 定量濾紙（無灰） グレード42 直径320mm №38（14.3.25）

542 19-0200-42 定量濾紙（無灰） グレード42 角型460×570mm №38（14.3.25）

542 19-0200-46 定量濾紙（無灰） グレード43 直径90mm №38（14.3.25）

542 19-0200-47 定量濾紙（無灰） グレード43 直径110mm №38（14.3.25）

542 19-0200-48 定量濾紙（無灰） グレード43 直径125mm №38（14.3.25）

542 19-0200-49 定量濾紙（無灰） グレード43 直径150mm №38（14.3.25）

542 19-0200-50 定量濾紙（無灰） グレード43 直径185mm №38（14.3.25）

542 19-0200-56 定量濾紙（無灰） グレード44 直径70mm №38（14.3.25）

542 19-0200-57 定量濾紙（無灰） グレード44 直径90mm №38（14.3.25）

542 19-0200-58 定量濾紙（無灰） グレード44 直径110mm №38（14.3.25）

542 19-0200-59 定量濾紙（無灰） グレード44 直径125mm №38（14.3.25）

542 19-0200-60 定量濾紙（無灰） グレード44 直径150mm №38（14.3.25）

542 19-0200-61 定量濾紙（無灰） グレード44 直径185mm №38（14.3.25）

542 19-0200-62 定量濾紙（無灰） グレード44 直径240mm №38（14.3.25）

542 19-0200-64 定量濾紙 グレード44 460×570mm №29（13.2.25）

542 19-0201-10～83 ワットマン/定性濾紙（丸型） №4（09.4.20）

542 19-0201-10 定性濾紙（円型） グレード1 直径42.5mm №38（14.3.25）

542 19-0201-11 定性濾紙（円型） グレード1 直径55mm №38（14.3.25）

542 19-0201-12 定性濾紙（円型） グレード1 直径70mm №38（14.3.25）

542 19-0201-13 定性濾紙（円型） グレード1 直径90mm №38（14.3.25）

542 19-0201-14 定性濾紙（円型） グレード1 直径110mm №38（14.3.25）

542 19-0201-15 定性濾紙（円型） グレード1 直径125mm №38（14.3.25）

542 19-0201-16 定性濾紙（円型） グレード1 直径150mm №38（14.3.25）

542 19-0201-17 定性濾紙（円型） グレード1 直径185mm №38（14.3.25）⇒ ¥2,200

⇒ ¥1,100
価格改定： ¥1,400
価格改定： ¥2,000

⇒ ¥730
価格改定： ¥880
価格改定： ¥990

⇒ ¥610
価格改定： ¥660

⇒ ¥1,600

価格改定： ¥660

⇒ ¥12,000

表示訂正：［02505］→［03505］

⇒ ¥970

価格改定： ¥550

価格改定： ¥6,400 ⇒ ¥7,100

⇒ ¥730

価格改定： ¥10,900

価格改定： ¥3,100 ⇒ ¥3,500
価格改定： ¥4,300 ⇒ ¥4,800

価格改定： ¥1,900 ⇒ ¥2,100
価格改定： ¥2,300 ⇒ ¥2,600

価格改定： ¥6,300 ⇒ ¥7,000
価格改定： ¥1,800 ⇒ ¥2,000

価格改定： ¥3,000 ⇒ ¥3,300
価格改定： ¥4,200 ⇒ ¥4,700

価格改定： ¥1,900 ⇒ ¥2,100
価格改定： ¥2,300 ⇒ ¥2,600

価格改定： ¥15,700 ⇒ ¥16,500
価格改定： ¥39,900 ⇒ ¥41,900

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： ¥4,300 ⇒ ¥4,800

価格改定： ¥1,900 ⇒ ¥2,100
価格改定： ¥2,300 ⇒ ¥2,600

価格改定： ¥440 ⇒ ¥490

廃番

542 19-0201-17 定性濾紙（円型） グレード1 直径185mm №38（14.3.25）

542 19-0201-18 定性濾紙（円型） グレード1 直径240mm №38（14.3.25）

542 19-0201-19 定性濾紙（円型） グレード1 直径270mm №38（14.3.25）

542 19-0201-20 定性濾紙（円型） グレード1 直径320mm №38（14.3.25）

542 19-0201-21 定性濾紙（円型） グレード1 直径400mm №38（14.3.25）

542 19-0201-22 定性濾紙（円型） グレード1 直径500mm №38（14.3.25）

542 19-0201-23 定性濾紙（円型） グレード2 直径42.5mm №38（14.3.25）

542 19-0201-24 定性濾紙（円型） グレード2 直径55mm №38（14.3.25）

542 19-0201-25 定性濾紙（円型） グレード2 直径70mm №38（14.3.25）

542 19-0201-26 定性濾紙（円型） グレード2 直径90mm ※販売再開 №38（14.3.25）

542 19-0201-27 定性濾紙（円型） グレード2 直径110mm №38（14.3.25）

542 19-0201-28 定性濾紙（円型） グレード2 直径125mm №38（14.3.25）

542 19-0201-29 定性濾紙（円型） グレード2 直径150mm №38（14.3.25）

542 19-0201-30 定性濾紙（円型） グレード2 直径185mm №38（14.3.25）

542 19-0201-31 定性濾紙（円型） グレード2 直径240mm №38（14.3.25）

542 19-0201-32 定性濾紙（円型） グレード2 直径270mm №38（14.3.25）

542 19-0201-33 定性濾紙（円型） グレード2 直径320mm №38（14.3.25）

542 19-0201-35 定性濾紙（円型） グレード2 直径500mm №38（14.3.25）

542 19-0201-36 定性濾紙 グレード3 φ42.5mm №29（13.2.25）

542 19-0201-37 定性濾紙（円型） グレード3 直径55mm №38（14.3.25）

542 19-0201-38 定性濾紙（円型） グレード3 直径70mm №38（14.3.25）

542 19-0201-39 定性濾紙（円型） グレード3 直径90mm №38（14.3.25）

542 19-0201-40 定性濾紙（円型） グレード3 直径110mm №38（14.3.25）

542 19-0201-41 定性濾紙（円型） グレード3 直径125mm №38（14.3.25）

542 19-0201-42 定性濾紙（円型） グレード3 直径150mm №38（14.3.25）

542 19-0201-43 定性濾紙（円型） グレード3 直径185mm №38（14.3.25）

542 19-0201-44 定性濾紙（円型） グレード3 直径240mm №38（14.3.25）

542 19-0201-45 定性濾紙（丸型） グレード3 φ270mm №29（13.2.25）

542 19-0201-46 定性濾紙（円型） グレード3 直径320mm №38（14.3.25）

542 19-0201-48 定性濾紙（丸型） グレード3 φ500mm №29（13.2.25）

542 19-0201-49 定性濾紙（円型） グレード4 直径42.5mm №38（14.3.25）

542 19-0201-50 定性濾紙（円型） グレード4 直径55mm №38（14.3.25）⇒ ¥850

⇒ ¥14,500

価格改定： ¥770
価格改定： ¥770

⇒ ¥5,200
価格改定： ¥8,200

価格改定： ¥13,800

⇒ ¥2,500
価格改定： ¥3,300

⇒ ¥850

価格改定： ¥4,700

⇒ ¥1,800
価格改定： ¥1,800

⇒ ¥9,100

価格改定： ¥2,200

⇒ ¥1,100
価格改定： ¥1,200

⇒ ¥3,700

価格改定： ¥1,600

⇒ ¥7,100
価格改定： ¥12,700

⇒ ¥2,000

価格改定： ¥960

⇒ ¥3,900
価格改定： ¥4,600

⇒ ¥1,400

価格改定： ¥6,400

⇒ ¥1,900
価格改定： ¥2,500

⇒ ¥13,400

価格改定： ¥3,500

⇒ ¥970
価格改定： ¥1,100

⇒ ¥5,100

価格改定： ¥1,700

⇒ ¥730
価格改定： ¥770

⇒ ¥2,800

価格改定： ¥880

⇒ ¥610
価格改定： ¥550

⇒ ¥1,300

価格改定： ¥660

⇒ ¥8,000
価格改定： ¥10,600

⇒ ¥850

価格改定： ¥550

⇒ ¥4,400
価格改定： ¥5,400

⇒ ¥610

価格改定： ¥7,200

⇒ ¥2,200
価格改定： ¥3,000

⇒ ¥11,700

価格改定： ¥4,000
⇒ ¥6,000

価格改定： ¥2,000
⇒ ¥3,300

廃番

廃番

廃番

542 19-0201-51 定性濾紙（円型） グレード4 直径70mm №38（14.3.25）

542 19-0201-52 定性濾紙（円型） グレード4 直径90mm №38（14.3.25）⇒ ¥1,300
価格改定： ¥990
価格改定： ¥1,100

⇒ ¥1,100
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頁 製品コード 品 名 ・ 型 番 №（発行日）

■テラオカ総合カタログ№1000 改正表№1-No.41

変 更 箇 所
542 19-0201-53 定性濾紙（円型） グレード4 直径110mm №38（14.3.25）

542 19-0201-54 定性濾紙（円型） グレード4 直径125mm №38（14.3.25）

542 19-0201-55 定性濾紙（円型） グレード4 直径150mm №38（14.3.25）

542 19-0201-56 定性濾紙（円型） グレード4 直径185mm №38（14.3.25）

542 19-0201-57 定性濾紙（円型） グレード4 直径240mm №38（14.3.25）

542 19-0201-58 定性濾紙（円型） グレード4 直径270mm №38（14.3.25）

542 19-0201-59 定性濾紙（円型） グレード4 直径320mm №38（14.3.25）

542 19-0201-60 定性濾紙（円型） グレード4 直径400mm №38（14.3.25）

542 19-0201-62 定性濾紙（円型） グレード5 直径42.5mm №38（14.3.25）

542 19-0201-63 定性濾紙（円型） グレード5 直径55mm №38（14.3.25）

542 19-0201-64 定性濾紙（円型） グレード5 直径70mm №38（14.3.25）

542 19-0201-65 定性濾紙（円型） グレード5 直径90mm №38（14.3.25）

542 19-0201-66 定性濾紙（円型） グレード5 直径110mm №38（14.3.25）

542 19-0201-67 定性濾紙（円型） グレード5 直径125mm №38（14.3.25）

542 19-0201-68 定性濾紙（円型） グレード5 直径150mm №38（14.3.25）

542 19-0201-69 定性濾紙（円型） グレード5 直径185mm №38（14.3.25）

542 19-0201-70 定性濾紙（円型） グレード5 直径240mm №38（14.3.25）

542 19-0201-72 定性濾紙（円型） グレード5 直径320mm №38（14.3.25）

542 19-0201-77 定性濾紙（円型） グレード6 直径70mm №38（14.3.25）

542 19-0201-78 定性濾紙（円型） グレード6 直径90mm №38（14.3.25）

542 19-0201-79 定性濾紙（円型） グレード6 直径110mm №38（14.3.25）

542 19-0201-80 定性濾紙（円型） グレード6 直径125mm №38（14.3.25）

542 19-0201-81 定性濾紙（円型） グレード6 直径150mm №38（14.3.25）

542 19-0201-82 定性濾紙（円型） グレード6 直径185mm №38（14.3.25）

542 19-0201-83 定性濾紙（円型） グレード6 直径240mm №38（14.3.25）

542 19-0202-10～33 ワットマン/定性濾紙（角型） №4（09.4.20）

542 19-0202-10 定性濾紙（角型） グレード1 26×31mm №38（14.3.25）

542 19-0202-11 定性濾紙（角型） グレード1 75×100mm №38（14.3.25）

542 19-0202-12 定性濾紙（角型） グレード1 460×570mm （100枚） №38（14.3.25）

542 19-0202-13 定性濾紙（角型） グレード1 460×570mm （500枚） №38（14.3.25）

⇒ ¥13,800
価格改定： ¥59,800

⇒ ¥5,700
価格改定： ¥6,600
価格改定： ¥12,500

⇒ ¥3,900
価格改定： ¥4,600

⇒ ¥62,800

価格改定： ¥5,100

⇒ ¥1,900
価格改定： ¥2,500

⇒ ¥7,300

価格改定： ¥3,500

⇒ ¥1,300
価格改定： ¥1,400

⇒ ¥5,100

価格改定： ¥1,700

⇒ ¥9,900
価格改定： ¥990

⇒ ¥2,800

価格改定： ¥1,100

⇒ ¥4,200
価格改定： ¥5,900

⇒ ¥1,600

価格改定： ¥9,000

⇒ ¥2,000
価格改定： ¥2,700

⇒ ¥1,100

価格改定： ¥3,800

⇒ ¥1,400
価格改定： ¥1,500

⇒ ¥6,500

価格改定： ¥1,800

⇒ ¥930
価格改定： ¥1,100

⇒ ¥3,000

価格改定： ¥1,200

⇒ ¥11,200
価格改定： ¥840

⇒ ¥1,700

価格改定： ¥840

⇒ ¥6,100
価格改定： ¥7,500

⇒ ¥1,300

価格改定： ¥10,600

⇒ ¥3,900
価格改定： ¥4,900

⇒ ¥930

価格改定： ¥5,500

⇒ ¥1,900
価格改定： ¥2,500

⇒ ¥7,900

価格改定： ¥3,500

価格改定： ¥1,300

⇒ ¥5,400

価格改定： ¥1,700
⇒ ¥2,800

⇒ ¥1,500

表示訂正：［02505］→［03505］

542 19-0202-13 定性濾紙（角型） グレード1 460×570mm （500枚） №38（14.3.25）

542 19-0202-14 定性濾紙（角型） グレード1 580×680mm №38（14.3.25）

542 19-0202-16 定性濾紙（角型） グレード1 600×600mm №38（14.3.25）

542 19-0202-19 定性濾紙（角型）グレード2 460×570mm （100枚） №17（11.3.25）

542 19-0202-23 定性濾紙（角型） グレード2 600×600mm №38（14.3.25）

542 19-0202-26 定性濾紙（角型） グレード3 460×570mm №38（14.3.25）

542 19-0202-33 定性濾紙（角型） グレード4 460×570mm №38（14.3.25）

543 19-0225-01～79 ガラス繊維濾紙 №3（09.3.20）

543 19-0225-01～79 ワットマン/ガラス繊維濾紙 №4（09.4.20）

543 19-0225-01 ガラス繊維濾紙 GF/A 直径21mm №38（14.3.25）

543 19-0225-02 ガラス繊維濾紙 GF/A 直径24mm №38（14.3.25）

543 19-0225-03 ガラス繊維濾紙 GF/A 直径25mm №38（14.3.25）

543 19-0225-04 ガラス繊維濾紙 GF/A 直径37mm №17（11.3.25）

543 19-0225-05 ガラス繊維濾紙 GF/A 直径42.5mm №38（14.3.25）

543 19-0225-06 ガラス繊維濾紙 GF/A 直径47mm №38（14.3.25）

543 19-0225-07 ガラス繊維濾紙 GF/A 直径55mm №38（14.3.25）

543 19-0225-08 ガラス繊維濾紙 GF/A 直径60mm №17（11.3.25）

543 19-0225-09 ガラス繊維濾紙 GF/A 直径70mm №38（14.3.25）

543 19-0225-10 ガラス繊維濾紙 GF/A 直径90mm №38（14.3.25）

543 19-0225-11 ガラス繊維濾紙 GF/A 直径110mm №38（14.3.25）

543 19-0225-12 ガラス繊維濾紙 GF/A 直径125mm №38（14.3.25）

543 19-0225-13 ガラス繊維濾紙 GF/A 直径150mm №38（14.3.25）

543 19-0225-14 ガラス繊維濾紙 GF/A 角型460×570mm №38（14.3.25）

543 19-0225-15 ガラス繊維濾紙 GF/A 角型203×254mm №38（14.3.25）

543 19-0225-17 ガラス繊維濾紙 GF/B 直径21mm №38（14.3.25）

543 19-0225-18 ガラス繊維濾紙 GF/B 直径24mm №38（14.3.25）

543 19-0225-19 ガラス繊維濾紙 GF/B 直径25mm №38（14.3.25）

543 19-0225-21 ガラス繊維濾紙 GF/B 直径37mm №38（14.3.25）

543 19-0225-22 ガラス繊維濾紙 GF/B 直径42.5mm №38（14.3.25）

543 19-0225-23 ガラス繊維濾紙 GF/B 直径47mm №38（14.3.25）

543 19-0225-24 ガラス繊維濾紙 GF/B 直径55mm №38（14.3.25）

543 19-0225-25 ガラス繊維濾紙 GF/B 直径60mm №38（14.3.25）

⇒ ¥6,900
価格改定： ¥8,100

⇒ ¥5,100
価格改定： ¥4,900
価格改定： ¥6,500

⇒ ¥3,100
価格改定： ¥4,600

⇒ ¥8,600

価格改定： ¥4,800

⇒ ¥2,700
価格改定： ¥2,900

⇒ ¥5,200

価格改定： ¥2,900

⇒ ¥30,100
価格改定： ¥36,800

⇒ ¥4,900

価格改定： ¥2,500

⇒ ¥9,500
価格改定： ¥12,100

⇒ ¥3,100

価格改定： ¥28,600

⇒ ¥5,200
価格改定： ¥7,300

⇒ ¥38,700

価格改定： ¥9,000

⇒ ¥3,900

価格改定： ¥4,100

⇒ ¥12,800

価格改定： ¥4,900

⇒ ¥3,200
価格改定： ¥3,100

⇒ ¥7,700

価格改定： ¥3,700

⇒ ¥2,000
価格改定： ¥1,900

⇒ ¥4,400

価格改定： ¥3,000

⇒ ¥20,400

価格改定： ¥1,700

⇒ ¥3,300

価格改定： ¥1,900

⇒ ¥18,900
価格改定： ¥26,800

⇒ ¥2,000

価格改定： ¥18,500

⇒ ¥19,800
価格改定： ¥16,000

⇒ ¥1,800

価格改定： ¥17,100

価格改定： ¥59,800

⇒ ¥29,500

価格改定： ¥18,000
⇒ ¥17,600

⇒ ¥62,800

2011/4/1 より価格改定： ￥13,600 ⇒ ￥15,000

2011/4/1 より価格改定： ￥2,600 ⇒ ￥2,900

2011/4/1 より価格改定： ￥3,700 ⇒ ￥4,100

寸法訂正：角型460ｘ57⇒角型460×570（ｍｍ）

表示訂正：［03005］→［03505］

543 19-0225-25 ガラス繊維濾紙 GF/B 直径60mm №38（14.3.25）

543 19-0225-26 ガラス繊維濾紙 GF/B 直径70mm №38（14.3.25）

543 19-0225-27 ガラス繊維濾紙 GF/B 直径90mm №38（14.3.25）

⇒ ¥9,800
価格改定： ¥3,100

価格改定： ¥8,100
価格改定： ¥9,300

⇒ ¥3,300

⇒ ¥8,600
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頁 製品コード 品 名 ・ 型 番 №（発行日）

■テラオカ総合カタログ№1000 改正表№1-No.41

変 更 箇 所
543 19-0225-28 ガラス繊維濾紙 GF/B 直径110mm №38（14.3.25）

543 19-0225-29 ガラス繊維濾紙 GF/B 直径125mm №38（14.3.25）

543 19-0225-30 ガラス繊維濾紙 GF/B 直径150mm №38（14.3.25）

543 19-0225-31 ガラス繊維濾紙 GF/B 角型460×570mm №38（14.3.25）

543 19-0225-32 ガラス繊維濾紙 GF/C 直径21mm №38（14.3.25）

543 19-0225-33 ガラス繊維濾紙 GF/C 直径24mm №38（14.3.25）

543 19-0225-34 ガラス繊維濾紙 GF/C 直径25mm №38（14.3.25）

543 19-0225-35 ガラス繊維濾紙 GF/C 直径37mm №38（14.3.25）

543 19-0225-36 ガラス繊維濾紙 GF/C 直径42.5mm №38（14.3.25）

543 19-0225-37 ガラス繊維濾紙 GF/C 直径47mm №38（14.3.25）

543 19-0225-38 ガラス繊維濾紙 GF/C 直径55mm №38（14.3.25）

543 19-0225-39 ガラス繊維濾紙 GF/C 直径70mm №38（14.3.25）

543 19-0225-40 ガラス繊維濾紙 GF/C 直径90mm №38（14.3.25）

543 19-0225-41 ガラス繊維濾紙 GF/C 直径110mm №38（14.3.25）

543 19-0225-42 ガラス繊維濾紙 GF/C 直径125mm №38（14.3.25）

543 19-0225-43 ガラス繊維濾紙 GF/C 直径150mm №38（14.3.25）

543 19-0225-44 ガラス繊維濾紙 GF/C 角型460×570mm №38（14.3.25）

543 19-0225-45 ガラス繊維濾紙 GF/C 角型102×254mm №38（14.3.25）

543 19-0225-46 ガラス繊維濾紙 GF/D 直径10mm №38（14.3.25）

543 19-0225-48 ガラス繊維濾紙 GF/D 直径21mm №38（14.3.25）

543 19-0225-50 ガラス繊維濾紙 GF/D 直径24mm №38（14.3.25）

543 19-0225-51 ガラス繊維濾紙 GF/D 直径25mm №38（14.3.25）

543 19-0225-54 ガラス繊維濾紙 GF/D 直径42.5mm №38（14.3.25）

543 19-0225-55 ガラス繊維濾紙 GF/D 直径47mm №38（14.3.25）

543 19-0225-56 ガラス繊維濾紙 GF/D 直径55mm №38（14.3.25）

543 19-0225-57 ガラス繊維濾紙 GF/D 直径70mm №38（14.3.25）

543 19-0225-58 ガラス繊維濾紙 GF/D 直径90mm №38（14.3.25）

543 19-0225-59 ガラス繊維濾紙 GF/D 直径110mm №38（14.3.25）

543 19-0225-60 ガラス繊維濾紙 GF/D 直径125mm №38（14.3.25）

543 19-0225-61 ガラス繊維濾紙 GF/D 直径150mm №38（14.3.25）

⇒ ¥6,300
価格改定： ¥8,100

⇒ ¥3,700
価格改定： ¥4,700
価格改定： ¥6,000

⇒ ¥7,300
価格改定： ¥10,200

⇒ ¥8,600

価格改定： ¥3,500

⇒ ¥5,400
価格改定： ¥5,300

⇒ ¥5,000

価格改定： ¥6,900

⇒ ¥3,100
価格改定： ¥3,100

⇒ ¥10,800

価格改定： ¥5,100

⇒ ¥2,900
価格改定： ¥2,700

⇒ ¥5,600

価格改定： ¥2,900

⇒ ¥74,400
価格改定： ¥22,000

⇒ ¥3,300

価格改定： ¥2,700

⇒ ¥20,200
価格改定： ¥26,400

⇒ ¥2,900

価格改定： ¥70,800

⇒ ¥11,400
価格改定： ¥15,000

⇒ ¥23,100

価格改定： ¥19,200

⇒ ¥7,300
価格改定： ¥10,200

⇒ ¥27,800

価格改定： ¥10,800

⇒ ¥5,400
価格改定： ¥5,300

⇒ ¥15,800

価格改定： ¥6,900

⇒ ¥3,300
価格改定： ¥4,900

⇒ ¥10,800

価格改定： ¥5,100

⇒ ¥2,900
価格改定： ¥2,900

⇒ ¥5,600

価格改定： ¥3,100

⇒ ¥8,000
価格改定： ¥69,800

⇒ ¥5,200

価格改定： ¥2,700

⇒ ¥4,400
価格改定： ¥5,700

⇒ ¥3,100

価格改定： ¥7,600
⇒ ¥73,300

価格改定： ¥4,100
⇒ ¥6,000

543 19-0225-61 ガラス繊維濾紙 GF/D 直径150mm №38（14.3.25）

543 19-0225-62 ガラス繊維濾紙 GF/D 直径257mm №38（14.3.25）

543 19-0225-64 ガラス繊維濾紙 GF/D 角型460×570mm №38（14.3.25）

543 19-0225-65 ガラス繊維濾紙 GF/F 直径21mm №38（14.3.25）

543 19-0225-66 ガラス繊維濾紙 GF/F 直径24mm №38（14.3.25）

543 19-0225-67 ガラス繊維濾紙 GF/F 直径25mm №38（14.3.25）

543 19-0225-68 ガラス繊維濾紙 GF/F 直径37mm №38（14.3.25）

543 19-0225-69 ガラス繊維濾紙 GF/F 直径42.5mm №38（14.3.25）

543 19-0225-70 ガラス繊維濾紙 GF/F 直径47mm №38（14.3.25）

543 19-0225-71 ガラス繊維濾紙 GF/F 直径55mm №38（14.3.25）

543 19-0225-72 ガラス繊維濾紙 GF/F 直径70mm №38（14.3.25）

543 19-0225-73 ガラス繊維濾紙 GF/F 直径90mm №38（14.3.25）

543 19-0225-74 ガラス繊維濾紙 GF/F 直径110mm №38（14.3.25）

543 19-0225-75 ガラス繊維濾紙 GF/F 直径125mm №38（14.3.25）

543 19-0225-76 ガラス繊維濾紙 GF/F 直径150mm №38（14.3.25）

543 19-0225-77 ガラス繊維濾紙 GF/F 直径257mm №38（14.3.25）

543 19-0225-78 ガラス繊維濾紙 GF/F 直径293mm №38（14.3.25）

543 19-0225-79 ガラス繊維濾紙 GF/F 角型460×570mm №38（14.3.25）

543 19-0237-05～06 ワットマン/セルロース円筒濾紙 №4（09.4.20）

543 19-0237-05 セルロース円筒濾紙 φ28×100 / No.2800-280 №38（14.3.25）

543 19-0237-06 セルロース円筒濾紙 φ25×100 / No.10350219 №38（14.3.25）

544 19-0236-10～22 ワットマン/石英繊維濾紙 №4（09.4.20）

544 19-0236-10 石英繊維濾紙（円型） QM-A 32mm / No.1851-032 №38（14.3.25）

544 19-0236-11 石英繊維濾紙（円型） QM-A 37mm / No.1851-037 №38（14.3.25）

544 19-0236-12 石英繊維濾紙（円型） QM-A 47mm / No.1851-047 №38（14.3.25）

544 19-0236-13 石英繊維濾紙（円型） QM-A 55mm / No.1851-055 №38（14.3.25）

544 19-0236-14 石英繊維濾紙（角型） QM-A / No.1851-865 №38（14.3.25）

544 19-0236-20 石英繊維濾紙（円型） QM-B 42mm / No.1852-042 №38（14.3.25）

544 19-0236-22 石英繊維濾紙 QM-B 110mm / No.1852-110 №8（09.11.20）

544 19-0238-01 ワットマン/ガラス円筒濾紙 №4（09.4.20）

544 19-0238-01 ガラス円筒濾紙 No.2814-259 №38（14.3.25）

544 19-0239-01 ワットマン/シリカ円筒濾紙 №4（09.4.20）

⇒ ¥17,100

価格改定： ¥19,600

⇒ ¥25,500
価格改定： ¥43,300
価格改定： ¥16,200

⇒ ¥18,300
価格改定： ¥19,700

⇒ ¥20,600

価格改定： ¥24,200

⇒ ¥8,600

価格改定： ¥15,000

⇒ ¥45,500

価格改定： ¥17,400

⇒ ¥134,000

価格改定： ¥7,700

⇒ ¥20,700

価格改定： ¥7,800

⇒ ¥48,200
価格改定： ¥58,900

⇒ ¥15,800

価格改定： ¥127,000

⇒ ¥11,600
価格改定： ¥15,700

⇒ ¥8,500

価格改定： ¥45,900

⇒ ¥7,400
価格改定： ¥8,800

⇒ ¥61,900

価格改定： ¥11,000

⇒ ¥14,500
価格改定： ¥16,000

⇒ ¥16,500

価格改定： ¥7,000

⇒ ¥11,000
価格改定： ¥12,100

⇒ ¥9,300

価格改定： ¥13,800

⇒ ¥6,000
価格改定： ¥9,700

⇒ ¥16,800

価格改定： ¥10,400

⇒ ¥5,500
価格改定： ¥5,700

⇒ ¥12,800

価格改定： ¥5,700

⇒ ¥15,600
価格改定： ¥84,500

⇒ ¥10,200

価格改定： ¥5,200

価格改定： ¥8,100

⇒ ¥6,000

価格改定： ¥14,800
⇒ ¥88,800

⇒ ¥8,600

表示訂正：［03005］→［03505］

表示訂正：［03005］→［03505］

廃番

表示訂正：［03005］→［03505］

表示訂正：［03005］→［03505］

544 19-0239-01 ワットマン/シリカ円筒濾紙 №4（09.4.20）

544 19-0239-01 シリカ円筒濾紙 No.2812-259 №38（14.3.25）

545 19-0240-01～08 ワットマン/液相分離濾紙１PS №4（09.4.20）

⇒ ¥10,800価格改定： ¥10,200

表示訂正：［03005］→［03505］

表示訂正：［03005］→［03505］
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頁 製品コード 品 名 ・ 型 番 №（発行日）

■テラオカ総合カタログ№1000 改正表№1-No.41

変 更 箇 所
545 19-0240-01 液相分離濾紙1PS 直径70mm / No.2200-070 №38（14.3.25）

545 19-0240-02 液相分離濾紙1PS 直径90mm / No.2200-090 №38（14.3.25）

545 19-0240-03 液相分離濾紙1PS 直径110mm / No.2200-110 №38（14.3.25）

545 19-0240-04 液相分離濾紙1PS 直径125mm / No.2200-125 №38（14.3.25）

545 19-0240-05 液相分離濾紙1PS 直径150mm / No.2200-150 №38（14.3.25）

545 19-0240-06 液相分離濾紙1PS 直径185mm / No.2200-185 №38（14.3.25）

545 19-0240-07 液相分離濾紙1PS 直径240mm / No.2200-240 №38（14.3.25）

545 19-0240-08 液相分離濾紙1PS 直径270mm / No.2200-270 №38（14.3.25）

545 19-0242-02 ベンチコート表面保護紙 46cm×50ｍ / No.2300-731 №38（14.3.25）

545 19-0242-03 ベンチコート表面保護紙 92cm×50ｍ / No.2300-772 №38（14.3.25）

545 19-0242-02～03 ワットマン/ベンチコート表面保護紙 №4（09.4.20）

546 19-0250-10～15 ワットマン GD/Xシリンジフィルター/25mm、50個入、滅菌済 №4（09.4.20）

546 19-0250-10～15 GD/Xシリンジフィルター 滅菌済 25mm №38（14.3.25）

546 19-0250-20～25 ワットマン GD/Xシリンジフィルター/25mm、150個入、非滅菌 №4（09.4.20）

546 19-0250-20～25 GD/Xシリンジフィルター 非滅菌 25mm №38（14.3.25）

546 19-0250-30～35 ワットマン GD/Xシリンジフィルター/13mm、150個入、非滅菌 №4（09.4.20）

546 19-0250-30～35 GD/Xシリンジフィルター 非滅菌 13mm №38（14.3.25）

549 №4（09.4.20）

549 テラジャッキ スタンダードタイプ・ステンレスタイプ №10（10.3.17）

550 22-0420-90 テラジャッキ ノブハンドル式 構成部品 ノブハンドル №13（10.6.15）

550 99-1620-10 テラジャッキSS型（ｽﾀﾝﾀﾞｰﾄﾞ） SS10-12 №10（10.3.17）

550 99-1620-11,12 テラジャッキSS型（ｽﾀﾝﾀﾞｰﾄﾞ） SS16-18,18-20 №10（10.3.17）

550 99-1620-20,21 テラジャッキSUS型（ｽﾀﾝﾀﾞｰﾄﾞ） SUS16-18,18-20 №10（10.3.17）

551 99-1620-30,31 ﾃﾗｼﾞｬｯｷ ﾗﾁｪｯﾄﾊﾝﾄﾞﾙ式(ｽﾀﾝﾀﾞｰﾄﾞ) RSS16-18,18-20 №10（10.3.17）

551 99-1620-33 ﾃﾗｼﾞｬｯｷ ﾗﾁｪｯﾄﾊﾝﾄﾞﾙ式(ｽﾀﾝﾀﾞｰﾄﾞ) RSS25-27 №10（10.3.17）

552 99-1620-40,41 ﾃﾗｼﾞｬｯｷ ﾗﾁｪｯﾄﾊﾝﾄﾞﾙ式(ｽﾃﾝﾚｽ) RSUS16-18,18-20 №10（10.3.17）

553 99-1620-50,51 ﾃﾗｼﾞｬｯｷ 回転ｸﾞﾘｯﾌﾟ付ﾗﾁｪｯﾄﾊﾝﾄﾞﾙ式(ｽﾀﾝﾀﾞｰﾄﾞ) №10（10.3.17）

553 99-1620-53 ﾃﾗｼﾞｬｯｷ 回転ｸﾞﾘｯﾌﾟ付ﾗﾁｪｯﾄﾊﾝﾄﾞﾙ式(ｽﾀﾝﾀﾞｰﾄﾞ) RSS25-27G №10（10.3.17）

554 99-1620-60,61 ﾃﾗｼﾞｬｯｷ 回転ｸﾞﾘｯﾌﾟ付ﾗﾁｪｯﾄﾊﾝﾄﾞﾙ式(ｽﾃﾝﾚｽ) №10（10.3.17）

⇒ ¥47,300

価格改定： ¥40,000

⇒ ¥40,200

価格改定： ¥20,000

価格改定： ¥45,000

⇒ ¥17,800
価格改定： ¥19,300

⇒ ¥42,000

価格改定： ¥36,500

⇒ ¥9,700
価格改定： ¥13,200

⇒ ¥22,000

価格改定： ¥16,100

⇒ ¥4,600
価格改定： ¥5,600

⇒ ¥21,300

価格改定： ¥8,800

⇒ ¥2,600
価格改定： ¥3,300

⇒ ¥14,600

価格改定： ¥4,100

価格改定： ¥1,600

⇒ ¥6,200

価格改定： ¥2,300
⇒ ¥3,700

⇒ ¥1,800

材質変更： 回転軸 S45C ⇒ SCM-435

材質変更： 回転軸 鉄ｸﾛｰﾑﾒｯｷ ⇒ 真鍮

材質変更： 回転軸 S45C ⇒ SCM-435

材質変更： 回転軸 SUS304 ⇒ SCM-435

仕様表の訂正はP.550～P.554の訂正を参照下さい。

材質変更： 回転軸 S45C ⇒ SCM-435

材質変更： 回転軸 SUS304 ⇒ SCM-435

材質変更： 回転軸 SUS304 ⇒ SCM-435

表示訂正：［02505］→［03505］

材質変更： ベアリング 鉄製 ⇒ ステンレス製

材質変更： ベアリング 鉄製 ⇒ ステンレス製

表示訂正：［02505］→［03505］

テラジャッキ/10-12・16-18・18-20・20-23・25-27・30-30・40-40型標準仕様欄

表示訂正：［02505］→［03505］

材質訂正：天板材質＆底板材質[鉄メッキ仕上]→[SUS304]

製品コード変更 ⇒ 22-0420-901

表示訂正：［03005］→［03505］

554 99-1620-60,61 ﾃﾗｼﾞｬｯｷ 回転ｸﾞﾘｯﾌﾟ付ﾗﾁｪｯﾄﾊﾝﾄﾞﾙ式(ｽﾃﾝﾚｽ) №10（10.3.17）

555 10-1781-10～23 ミニテーブルリフト（トッププレート：スチール） №9（10.2.2）

555 10-1781-30～43 ミニテーブルリフト（トッププレート：ステンレス） №9（10.2.2）

560 22-0201-01 ｽﾃﾝﾚｽｼｽﾃﾑｽﾀﾝﾄﾞSUW-1200型構成部品 ステンレスCムッフ №8（09.11.20）

564 22-4005-01～14 ステンレス丸棒 №40（14.6.25）

564 22-4005-01 ステンレス丸棒 13-300B №25（12.7.25）

564 22-4005-02 ステンレス丸棒 13-400B №25（12.7.25）

564 22-4005-03 ステンレス丸棒 13-450B №25（12.7.25）

564 22-4005-04 ステンレス丸棒 13-500B №25（12.7.25）

564 22-4005-05 ステンレス丸棒 13-600B №25（12.7.25）

564 22-4005-06 ステンレス丸棒 13-900B №25（12.7.25）

564 22-4005-07 ステンレス丸棒 13-1000B №25（12.7.25）

564 22-4005-08 ステンレス丸棒 13-1200B №25（12.7.25）

564 22-4005-09 ステンレス丸棒 13-1500B №25（12.7.25）

564 22-4005-10 ステンレス丸棒 13-1800B №25（12.7.25）

564 22-4005-11 ステンレス丸棒 13-2000B №25（12.7.25）

564 22-4005-12 ステンレス丸棒 13-2500B №25（12.7.25）

564 22-4005-13 ステンレス丸棒 13-3000B №25（12.7.25）

564 22-4005-14 ステンレス丸棒 13-4000B №25（12.7.25）

564・854 22-4401-01 パイプカッター ＴＣ-1000 ￥5,800 №4（09.4.20）

567 H型スタンド（ステンレス支柱） №12（10.5.20）

567 22-0110-30 H型スタンド（台のみ） 特大 №12（10.5.20）

567 22-0110-31 H型スタンド（台のみ） 大 №12（10.5.20）

567 22-0110-33 H型スタンド（台のみ） 小 №12（10.5.20）

568 平台スタンド（ステンレス支柱） №12（10.5.20）

568 22-0111-21 平台スタンド（台のみ） 大 №12（10.5.20）

価格改定：

価格改定： ¥10,800 ⇒ ¥6,700

¥12,400 ⇒ ¥8,200

¥5,000

価格改定：

価格改定： ¥8,300 ⇒ ¥5,300

¥16,500 ⇒ ¥10,900

¥3,200

価格改定： ¥6,200 ⇒ ¥4,000

価格改定： ¥7,500 ⇒

¥2,200

価格改定： ¥4,150 ⇒ ¥2,600

価格改定： ¥5,000 ⇒

価格改定： ¥2,500 ⇒ ¥1,500

価格改定： ¥3,700 ⇒

¥1,300

⇒ ¥1,100

価格改定： ¥2,100 ⇒ ¥1,350

⇒

価格改定： ¥1,950 ⇒

取扱中止

¥1,250 ¥820

価格改定 ⇒ ￥7,100

価格改定： ￥3,200 ⇒ ￥3,500

価格改定： ¥1,650

表記変更： ⇒

価格改定： ￥11,800 ⇒ ￥13,000
※組価格改定： ￥18,100 ⇒ ￥19,300

製品コード訂正 ⇒ 22-0201-02

表記変更： ⇒

材質変更： 回転軸 SUS304 ⇒ SCM-435

取扱中止

価格改定： ￥4,500 ⇒ ￥4,900
※組価格改定： ￥8,500 ⇒ ￥8,900

価格改定：

価格改定： ￥6,800 ⇒ ￥7,500
※組価格改定： ￥10,800 ⇒ ￥11,500

価格改定： ￥3,600 ⇒ ￥3,900
※組価格改定： ￥6,300 ⇒ ￥6,600

表記変更： ⇒

12505 12510

12505 12510

12005 13005

568 22-0111-22 平台スタンド（台のみ） 中 №12（10.5.20）
価格改定： ￥3,200 ⇒ ￥3,500
※組価格改定： ￥5,900 ⇒ ￥6,200
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568 22-0111-23 平台スタンド（台のみ） 小 №12（10.5.20）

569 馬蹄スタンド（ステンレス支柱） №12（10.5.20）

569 22-0112-10 馬蹄スタンド（台のみ） 特大 №12（10.5.20）

569 22-0112-11 馬蹄スタンド（台のみ） 大 №12（10.5.20）

569 22-0112-12 馬蹄スタンド（台のみ） 中 №12（10.5.20）

569 三ツ足スタンド（ステンレス支柱） №12（10.5.20）

569 22-0113-10 三ツ足スタンド（台のみ） 特大 №12（10.5.20）

569 22-0113-11 三ツ足スタンド（台のみ） 大 №12（10.5.20）

569 22-0113-12 三ツ足スタンド（台のみ） 中 №12（10.5.20）

569 22-0113-13 三ツ足スタンド（台のみ） 小 №12（10.5.20）

570 22-0242-04 両開きクランプ 極小 №16（11.2.15）

570 22-0242-21,22 ステンレス両開きクランプ №19（11.7.25）

571 22-0246-01～08 パワーグリップクランプ №9（10.2.2）

571 22-0246-01 パワーグリップクランプ No.1 №14（10.8.20）

571 22-0246-02 パワーグリップクランプ No.2 №14（10.8.20）

571 22-0246-03 パワーグリップクランプ No.3 №14（10.8.20）

571 22-0246-05 パワーグリップクランプ No.5 №14（10.8.20）

571 22-0246-06 パワーグリップクランプ No.6 №14（10.8.20）

表記変更： 締付範囲 50～65 ⇒ 48～68mm

価格改定： ￥2,300 ⇒ ￥2,500
※組価格改定： ￥5,000 ⇒ ￥5,200

表記変更： 締付範囲 65～80 ⇒ 65～86mm

表記変更： 締付範囲 110～125 ⇒ 105～125mm

価格改定： ￥6,700 ⇒ ￥7,400
※組価格改定： ￥13,000 ⇒ ￥13,700

表記変更： 締付範囲 125～140 ⇒ 120～140mm

価格改定： ￥8,900 ⇒ ￥9,800
※組価格改定： ￥15,200 ⇒ ￥16,100

表記変更： ⇒

仕様訂正： 直径×柄長 φ13～280mm ⇒ φ13×220mm

価格改定： ￥11,600 ⇒ ￥12,800
※組価格改定： ￥17,900 ⇒ ￥19,100

寸法訂正（A×B×C×D）： 1～25×60×122×10
⇒ 1～25×50×115×8

価格改定： ￥3,200 ⇒ ￥3,500
※組価格改定： ￥5,900 ⇒ ￥6,200

価格改定： ￥2,300 ⇒ ￥2,500
※組価格改定： ￥5,000 ⇒ ￥5,200

在庫無くなり次第、
ビニールゾル部色変更： 水色 ⇒ 青色

価格改定： ￥9,600 ⇒ ￥10,700
※組価格改定： ￥15,900 ⇒ ￥17,000

表記変更： 締付範囲 80～95 ⇒ 85～105mm

表記変更： ⇒

価格改定： ￥4,500 ⇒ ￥4,900
※組価格改定： ￥8,500 ⇒ ￥8,900

12505 12510

12505 12510

571 22-0246-07 パワーグリップクランプ No.7 №14（10.8.20）

571 22-0246-08 パワーグリップクランプ No.8 №14（10.8.20）

573 22-0202-50,51 ステンレス製十字ムッフ №24（12.5.25）

573 22-0212-10・20 アングルムッフ ＡＭ－１、ＡＭ－２ №2（09.3.20）

574 22-0202-12 ステンレス製角ムッフ T-18A №27（12.11.26）

574 22-0202-20 ステンレス製角ムッフ T-13A №27（12.11.26）

575 22-0202-60 V型ムッフ №24（12.5.25）

575 22-0202-60 V型ムッフ №27（12.11.26）

575 22-0208-10 回転式ムッフ №26（12.9.25）

575 22-0208-30 クロスジョイントムッフ №30（13.3.25）

576 20-4984-71 シャコ万力 M-20 №14（10.8.20）

576 20-4989-10 テフロン®ベローズジョイント CW0801414 №13（10.6.15）

576 20-4989-11 テフロン®ベローズジョイント CW0801429 №13（10.6.15）

576 20-4989-12 テフロン®ベローズジョイント CW0801919 №13（10.6.15）

576 20-4989-13 テフロン®ベローズジョイント CW0801924 №13（10.6.15）

576 20-4989-14 テフロン®ベローズジョイント CW0802424 №13（10.6.15）

576 20-4989-15 テフロン®ベローズジョイント / CW0802929 №22（12.2.24）

576 20-4989-16 テフロン®ベローズジョイント / CW0802934 №22（12.2.24）

576 20-4989-17 テフロン®ベローズジョイント / CW0803434 №22（12.2.24）

577 22-1302-10 ビーカートング №24（12.5.25）

578 22-1006-10～12 ロマンバーナー №40（14.6.25）

578 22-1006-20～32 ロマンアルトバーナーA型・B型 №17（11.3.25）

578 22-1006-30～32 ロマンアルトバーナーB型 №17（11.3.25）

579 22-1003-34
電子着火式ブンゼンバーナー オプション
ガスカートリッジCP250用アダプター \11,500

№1（09.2.9）

579 22-1003-30～32 電子着火式ブンゼンバーナー フェーゴ №36（14.1.28）

579 22-1003-31,32 電子着火式ブンゼンバーナー フェーゴ №36（14.1.28）

電源変更： AC100～240V 50/60Hz DC9V 1A
⇒ AC100～240V 50/60Hz （ACｱﾀﾞﾌﾟﾀｰ使用）

連続燃焼時間変更： 1秒～120分（調節可能）

価格改定： ¥5,500 ⇒ ¥5,000

¥400 ⇒ ¥500

在庫限りで廃番

形状変更

ネジ部の材質が樹脂製に変更

2012/4/1 より価格改定： ￥7,500 ⇒ ￥8,500

⇒ ¥2,800

価格改定：

表記変更： 締付範囲 140～155 ⇒ 130～150mm

2010/7/1 より価格改定： ￥8,200 ⇒ ￥6,600

価格改定： ¥3,700

2010/7/1 より価格改定： ￥9,400 ⇒ ￥7,500

2012/4/1 より価格改定： ￥7,500 ⇒ ￥8,500

モデルチェンジ
仕様変更 ⇒ ●全高：180mm

2012/4/1 より価格改定： ￥7,200 ⇒ ￥7,600

価格訂正 ⇒ \34,300

表記削除 ⇒ ●通常のﾌﾞﾝｾﾞﾝﾊﾞｰﾅｰより高温が得
られるA型（MAX約1000℃）とさらに改良したB型
（MAX約1200℃）があります。

⇒ ¥4,000

写真蝶ネジ部分→六角ネジ

価格改定： ¥3,100

2010/7/1 より価格改定： ￥6,600 ⇒ ￥5,200

表記変更： 締付範囲 155～170 ⇒ 145～165mm

価格改定：

⇒ ¥700

価格改定： ¥2,900 ⇒ ¥3,400

2010/7/1 より価格改定： ￥7,700 ⇒ ￥6,200

¥1,200 ⇒ ¥1,400
¥600価格訂正：

2010/7/1 より価格改定： ￥8,200 ⇒ ￥6,800

579 22-1003-31,32 電子着火式ブンゼンバーナー フェーゴ №36（14.1.28）

579 22-1003-30 電子着火式ブンゼンバーナー フェーゴSCSベーシック №36（14.1.28）¥78,000 ⇒ ¥87,000

連続燃焼時間変更： 1秒～120分（調節可能）
⇒ 1分～120分（調節可能）

価格改定：
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579 22-1003-31 電子着火式ブンゼンバーナー フェーゴSCS №36（14.1.28）

579 22-1003-32 電子着火式ブンゼンバーナー フェーゴSCSプロ №36（14.1.28）

579 22-1003-33～35 ガスカートリッジアダプター/ガスカートリッジ №37（14.2.25）

579 22-1003-33 ガスカートリッジアダプターCV360用 №37（14.2.25）

579 22-1003-34 ガスカートリッジアダプターCV250用 №37（14.2.25）

579 22-1003-35 ガスカートリッジCV360用10本入り №37（14.2.25）

580 22-1007-10～12 メッケルバーナー №12（10.5.20）

580 22-1019-21 パイトーチランプ D型 №10（10.3.17）

580 22-1020-22 着火ライター 1本入り №1（09.2.9）

582 22-1013-10 電子ガスバーナー GB-2001 №25（12.7.25）

582 22-1013-12 電子ガスバーナー GT-3000S №17（11.3.25）

582 22-1013-12 電子ガスバーナー GT-3000S №25（12.7.25）

582 22-1013-30 ミニトーチ NT-PRO №22（12.2.24）

582 22-1013-31,32 ミニトーチ スペア用カートリッジ（5個入） №17（11.3.25）

583 22-1020-10 ガスマッチ L №16（11.2.15）

583 22-1020-11 ガスマッチ L 専用ボンベ №16（11.2.15）

583 22-1030-11 シュアプラジェット PJ-214A №38（14.3.25）

583 22-1030-20 シュアプラジェット用オプション AT-11 №38（14.3.25）

583 22-1030-21 シュアプラジェット用オプション AT-21 №38（14.3.25）

583 22-1030-22 シュアプラジェット用オプション AT-31 №38（14.3.25）

584 22-1104-01～06 セラミック付金網 №16（11.2.15）

584 22-1105-01～04 フラスコ用セラミック付金網 №16（11.2.15）

585 34-0302-80～82 密封ポリエステル綿棒 №39（14.4.25）

585 34-0302-80 密封ポリエステル綿棒 FIT38040 №39（14.4.25）

585 34-0302-81 密封ポリエステル綿棒 FIT38140 №39（14.4.25）

価格改定： ¥2,100 ⇒ ¥2,300
価格改定： ¥3,800

⇒ ¥26,000
価格改定： ¥2,100

⇒ ¥4,200

価格改定： ¥25,200
⇒ ¥2,300

価格改定： ¥13,900 ⇒ ¥12,000

価格改定： ¥23,000 ⇒ ¥20,000
価格改定： ¥34,300 ⇒ ¥30,000

表記変更： ⇒

価格改定： ¥108,000 ⇒ ¥119,000
価格改定： ¥93,500 ⇒ ¥104,000

¥9,300

仕様変更： [ガス量] 10ｇ ⇒ 8ｇ
[燃焼時間] 約35分 ⇒ 約25分

仕様変更： [重量] 200ｇ ⇒ 209ｇ
[ガス量] 26ｇ ⇒ 20ｇ
[燃焼時間] 約1時間10分 ⇒ 約60分

入数訂正 ⇒ 12本入り

⇒ ¥107,800

¥6,900

価格改定：

価格改定：

⇒ ¥6,300

廃番

価格改定：

¥8,000⇒

廃番

¥122,000

製造中止 ⇒
代替品： ｶﾞｽﾏｯﾁ・ｴｺﾛﾝｸﾞ/G-MA-ELO ￥2,400

廃番

販売中止

販売中止

2014/5/1 より表記変更： ⇒

2014/5/1 より価格改定： ￥5,500 ⇒ ￥4,800
2014/5/1 より価格改定： ￥5,500 ⇒ ￥4,800

03505 お見積り

12005 12505

585 34-0302-81 密封ポリエステル綿棒 FIT38140 №39（14.4.25）

585 34-0302-82 密封ポリエステル綿棒 FIT38540 №39（14.4.25）

585 34-0302-83～85 密封気泡綿棒 №39（14.4.25）

585 34-0302-83 密封気泡綿棒 FIT41050 №39（14.4.25）

585 34-0302-84 密封気泡綿棒 FIT44070 №39（14.4.25）

585 34-0302-85 密封気泡綿棒 FIT48040 №39（14.4.25）

585 34-0302-86 巻きつけ気泡綿棒 FIT21050 №39（14.4.25）

586 22-2008-15 ペーパートング №33（13.8.26）

586 22-2008-17 ペーパーマドラー №33（13.8.26）

587 20-6403-03 ステンレススプーン ＳＵＳ18 175㎜ №5（09.5.26）

587 20-6405-07 ステンレス片ヘラ付スプーン / SH45 №15（10.11.20）

588 20-6407-01 振動スパーテル 平型ステンレス №19（11.7.25）

588 20-6407-02 振動スパーテル 平型テフロンコート №19（11.7.25）

588 20-6407-03 振動スパーテル 細型ステンレス №19（11.7.25）

588 20-6407-04 振動スパーテル 細型テフロンコート №19（11.7.25）

588 20-6461-10～18 ポリ計量スコップ №19（11.7.25）

589 20-6401-10 テフロンコーティングミクロスパーテル/180ｍｍ丸細 №7（09.9.1）

589 20-6401-11 テフロンコーティングミクロスパーテル/180ｍｍ丸太 №7（09.9.1）

589 20-6401-12 テフロンコーティングミクロスパーテル/180ｍｍ平 №7（09.9.1）

589 20-6403-20 テフロンコーティングスプーン/150ｍｍ №7（09.9.1）

589 20-6403-22 テフロンコーティングスプーン/210ｍｍ №7（09.9.1）

589 20-6403-23 テフロンコーティングスプーン/240ｍｍ №7（09.9.1）

589 20-6403-24 テフロンコーティングスプーン/300ｍｍ №7（09.9.1）

589 20-6405-10 テフロンコーティングスパーテル/150ｍｍ №7（09.9.1）

589 20-6405-11 テフロンコーティングスパーテル/180ｍｍ №7（09.9.1）

589 20-6405-12 テフロンコーティングスパーテル/210ｍｍ №7（09.9.1）

589 20-6405-13 テフロンコーティングスパーテル/240ｍｍ №7（09.9.1）

589 20-6405-14 テフロンコーティングスパーテル/300ｍｍ №7（09.9.1）

取扱中止
取扱中止

取扱中止で代替品： HSN45817T ￥5,250 （色違い）

取扱中止で代替品： HSN46222 ￥6,500 （色違い）

⇒価格改定： ¥4,000

¥1,600

¥1,500

¥1,600

長さ訂正：175㎜ ⇒ 180㎜

⇒

¥5,000

説明文変更： ●材質は2～5mlまではﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ
(PE)製、10～1000mlまではﾎﾟﾘﾌﾟﾛﾋﾟﾚﾝ(PP)製です。
⇒ ●材質はポリプロピレン（PP）製です。

価格改定： ¥1,300 ⇒

取扱中止で代替品： HSN46122 ￥6,250 （色違い）

¥3,600

¥2,400

⇒

¥1,400

¥1,500価格改定：

⇒

価格改定：

¥3,000価格改定：

価格改定：

価格改定：

¥2,650 ⇒

⇒ ¥1,700

価格改定：

価格改定：

取扱中止で代替品： HSN45817 ￥5,100 （色違い）

¥2,800

⇒

¥1,900 ⇒

¥1,700

価格改定：

価格改定： ¥1,900

¥1,400

¥1,800

価格改定： ¥2,000

価格改定： ¥1,400

⇒ ¥2,300

¥2,300

¥1,800

2014/5/1 より価格改定： ￥5,500 ⇒ ￥4,800
2014/5/1 より価格改定： ￥5,300 ⇒ ￥4,700

2014/5/1 より表記変更： ⇒

2014/5/1 より価格改定： ￥4,700 ⇒ ￥4,200
2014/5/1 より価格改定： ￥5,100 ⇒ ￥4,500
2014/5/1 より価格改定： ￥5,000 ⇒ ￥4,500

2014/5/1 より価格改定： ￥6,900 ⇒ ￥6,100
2014/5/1 より表記変更： ⇒

⇒ ¥2,000

¥1,600 ⇒

⇒

12005 12505

12005 12505

589 20-6405-14 テフロンコーティングスパーテル/300ｍｍ №7（09.9.1）

589 20-6405-20 テフロン®コーティングヘラ 150mm №37（14.2.25）

589 20-6405-21 テフロン®コーティングヘラ 180mm №37（14.2.25）価格改定： ¥3,000 ⇒ ¥2,500
価格改定： ¥2,700 ⇒ ¥2,200

¥3,600価格改定： ⇒¥2,300
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589 20-6405-22 テフロン®コーティングヘラ 210mm №37（14.2.25）

589 20-6405-23 テフロン®コーティングヘラ 240mm №37（14.2.25）

590 22-2001-07 軟コウベラ 12インチ №10（10.3.17）

590 22-2002-01 塗料ベラ TB-32 №33（13.8.26）

590 22-2002-04 塗料ベラ TB-75 №33（13.8.26）

590 22-2002-05 塗料ベラ TB-90 №33（13.8.26）

591 22-2007-01 シリコン製ハンドクリーナー 特大 №25（12.7.25）

591 22-2007-02 シリコン製ハンドクリーナー 大 №25（12.7.25）

591 22-2007-03 シリコン製ハンドクリーナー 小 №25（12.7.25）

592 22-2008-20～25 マジックワンド №39（14.4.25）

593 20-6208-40 テフロンコーティングピンセット 125ｍｍ №7（09.9.1）

593 20-6208-41 テフロンコーティングピンセット 150ｍｍ №7（09.9.1）

593 20-6208-42 テフロンコーティングピンセット 180ｍｍ №7（09.9.1）

593 20-6208-43 テフロンコーティングピンセット 210ｍｍ №7（09.9.1）

593 20-6208-44 テフロンコーティングピンセット 240ｍｍ №7（09.9.1）

593 20-6208-45 テフロンコーティングピンセット 300ｍｍ №7（09.9.1）

593 20-6208-46 テフロンコーティングピンセット 160ｍｍ先曲り №7（09.9.1）

594 20-6201-05 KFIピンセット / K-14 №15（10.11.20）

594 20-6201-05 ピンセット 歯科タイプ K-14 №32（13.6.25）

594 20-6201-06 KFIピンセット / K-16 （スチール） №9（10.2.2）

594 20-6201-06 KFIピンセット K-16 №34（13.10.25）

594 20-6201-25～28 KFIピンセット / K-17 №15（10.11.20）

594 20-6201-25 KFIピンセット K-17/13-A №25（12.7.25）

594 20-6201-26 KFIピンセット K-17/15-A №25（12.7.25）

594 20-6201-27 KFIピンセット K-17/18-A №25（12.7.25）

594 20-6201-28 KFIピンセット K-17/23-A №25（12.7.25）

595 20-6201-14 KFIピンセット / K-24 №9（10.2.2）

595 20-6201-15 KFIピンセット K-25 №31（13.4.25）

595 20-6201-18 KFIピンセット / K-28 №15（10.11.20）

¥3,500価格改定： ¥4,200 ⇒

寸法訂正： 130mm ⇒ 125mm

価格改定： ¥3,500 ⇒ ¥2,900

⇒
¥1,300

価格訂正： ¥1,440
価格訂正：

¥1,800

材質変更：ステンレスSUS304 ⇒ SUS420

型番変更： K-17/18-A ⇒ K-17/V18-A

型番変更： K-17/23-A ⇒ K-17/V23-A

型番変更： K-17/15-A ⇒ K-17/V15-A

¥1,800

材質表記変更： SUS53 ⇒ SUS420J2

価格訂正： ¥800 ⇒

寸法訂正： 70×410mm ⇒ 70×408mm
寸法訂正： 55×250mm ⇒ 55×243mm
寸法訂正： 30×260mm ⇒ 26×258mm

型番変更： K-17/13-A ⇒ K-17/V13-A

¥900

追記： 一般医療機器クラスⅠ

¥2,100

廃番 ⇒ 代替品： K-16 18-8（ｽﾃﾝﾚｽ製） ￥1,850

追記： 一般医療機器クラスⅠ

価格改定：

価格改定：

価格改定：

⇒ ¥1,500

追記： 一般医療機器クラスⅠ

¥2,500

¥1,650 ⇒

廃番

¥2,700

⇒ ¥4,600

⇒

価格改定：

価格改定：

¥2,650

⇒

⇒ ¥4,000

¥3,200価格改定： ¥2,200 ⇒

⇒¥1,600

価格改定： ¥2,300

価格改定： ¥1,600 ⇒ ¥1,900

¥2,200

¥2,100

廃番

595 20-6201-18 KFIピンセット / K-28 №15（10.11.20）

596 20-6202-01～22 ピンセット №21（11.11.25）

596 20-6202-01 ピンセット No.1（ステンレス） E01001-2 №39（14.4.25）

596 20-6202-02 ピンセット No.3（ステンレス） E01002-2 №39（14.4.25）

596 20-6202-04 ピンセット AA（ステンレス） E01005-2 №39（14.4.25）

596 20-6202-05 ピンセット SSタイプ / E01006 №17（11.3.25）

596 20-6202-06 ピンセット 65A（ステンレス） E01008-2 №39（14.4.25）

596 20-6202-07 ピンセット Fタイプ / E01009 №17（11.3.25）

596 20-6202-08 ピンセット RRタイプ / E01010 №11（10.4.15）

596 20-6202-08 ピンセット RR（ステンレス） E01010-2 №39（14.4.25）

596 20-6202-21 ﾋﾟﾝｾｯﾄ №1ﾀｲﾌﾟ（ｶｰﾎﾞﾝ） / E01101 №8（09.11.20）

596 20-6202-22 ピンセット No.3タイプ（カーボン） E01102 №30（13.3.25）

597 20-6202-70 IDEAL-TEK ピンセット 1NC №39（14.4.25）

597 20-6202-71 IDEAL-TEK ピンセット 3CNC №39（14.4.25）

597 20-6202-72 IDEAL-TEK ピンセット 4NC №39（14.4.25）

597 20-6202-73 IDEAL-TEK ピンセット 5NC №39（14.4.25）

597 20-6202-74 IDEAL-TEK ピンセット 5ANC №39（14.4.25）

597 20-6202-75 IDEAL-TEK ピンセット 5CNC №39（14.4.25）

597 20-6202-76 IDEAL-TEK ピンセット 7NC №39（14.4.25）

597 20-6202-77 IDEAL-TEK ピンセット 65ANC №39（14.4.25）

597 20-6202-78 IDEAL-TEK ピンセット 7ANC №39（14.4.25）

597 20-6202-79 IDEAL-TEK ピンセット 2NC №39（14.4.25）

598 20-6204-01 デュモンピンセット No.5a / E02207 №39（14.4.25）

598 20-6204-02 デュモンピンセット No.5-45 / E02208 №39（14.4.25）

598 20-6204-04 デュモンピンセット No.N-1 / E02216 №39（14.4.25）

598 20-6204-05 デュモンピンセット No.N-7 / E02219 №39（14.4.25）

598 20-6204-06 デュモンピンセット No.1 / E02201 №39（14.4.25）

598 20-6204-07 デュモンピンセット No.AA / E02212 №39（14.4.25）

599 20-6203-03 マースピンセット GGタイプ / E01304 №35（13.12.25）

599 20-6203-04 マースピンセット 3Gタイプ / E01306 №17（11.3.25）

599 20-6203-50 特殊ピンセット（トゲ抜き用） / E01407 №23（12.4.25）

599 20-6203-60 マースピンセット 竹製 / E01405 №17（11.3.25）

廃番

廃番

価格改定： ¥600 ⇒ ¥440

廃番

追記： 一般医療機器クラスⅠ

廃番

メーカー在庫無くなり次第、商品のロゴ変更

廃番

廃番

2014/5/1 より価格改定： ￥3,400 ⇒ ￥2,800

2014/5/1 より価格改定： ￥4,500 ⇒ ￥3,500

廃番

2014/5/1 より価格改定： ￥3,100 ⇒ ￥2,700
2014/5/1 より価格改定： ￥3,400 ⇒ ￥2,900
2014/5/1 より価格改定： ￥3,000 ⇒ ￥2,400

2014/5/1 より価格改定： ￥4,710 ⇒ ￥6,200
2014/5/1 より価格改定： ￥4,710 ⇒ ￥6,200
2014/5/1 より価格改定： ￥4,920 ⇒ ￥6,500
2014/5/1 より価格改定： ￥5,190 ⇒ ￥6,800

廃番 ⇒ 販売再開しています

2014/5/1 より価格改定： ￥5,190 ⇒ ￥6,800
2014/5/1 より価格改定： ￥5,440 ⇒ ￥7,100
2014/5/1 より価格改定： ￥5,440 ⇒ ￥7,100
2014/5/1 より価格改定： ￥5,080 ⇒ ￥6,700
2014/5/1 より価格改定： ￥5,440 ⇒ ￥7,100
2014/5/1 より価格改定： ￥4,670 ⇒ ￥6,200
2014/5/1 より価格改定： ￥4,200 ⇒ ￥5,800
2014/5/1 より価格改定： ￥4,480 ⇒ ￥6,400
2014/5/1 より価格改定： ￥3,660 ⇒ ￥5,000
2014/5/1 より価格改定： ￥5,170 ⇒ ￥7,200
2014/5/1 より価格改定： ￥3,590 ⇒ ￥5,000
2014/5/1 より価格改定： ￥3,710 ⇒ ￥5,000

599 20-6203-60 マースピンセット 竹製 / E01405 №17（11.3.25）

600 20-6202-30～37 HOROTEC先端鏡面仕上げピンセット №10（10.3.17）

601 20-6220-01～20 FONTAX超精密ピンセット №15（10.11.20）

価格改定： ¥600 ⇒ ¥440

在庫無くなり次第 取扱中止

製造中止



67/119

頁 製品コード 品 名 ・ 型 番 №（発行日）

■テラオカ総合カタログ№1000 改正表№1-No.41

変 更 箇 所

602 20-6220-25～44 FONTAX超精密ピンセット №15（10.11.20）

603 20-6220-45～62 FONTAX超精密ピンセット №15（10.11.20）

604 20-6220-65～97 FONTAX超精密ピンセット №15（10.11.20）

605 20-6217-10～23 FONTAX X型ピンセット №15（10.11.20）

606 20-6218-01～93 FONTAX工業用ピンセット №15（10.11.20）

607 20-6215-02 コンポーネントピンセット ID30 №38（14.3.25）

607 20-6215-03 コンポーネントピンセット ID29 №38（14.3.25）

607 20-6215-05 パール・ボールベアリング用ピンセット IDPB №38（14.3.25）

607 20-6215-06 コンポーネントピンセット ID30D №38（14.3.25）

607 20-6215-07 コンポーネントピンセット ID29D №38（14.3.25）

607 20-6215-10 コンポーネントピンセット 571 №38（14.3.25）

607 20-6215-11 コンポーネントピンセット 577 №38（14.3.25）

607 20-6215-12 コンポーネントピンセット 581 №38（14.3.25）

607 20-6215-13 コンポーネントピンセット 572 №38（14.3.25）

607 20-6215-14 コンポーネントピンセット 578 №38（14.3.25）

607 20-6215-15 コンポーネントピンセット 582 №38（14.3.25）

607 20-6215-16 コンポーネントピンセット 573 №38（14.3.25）

607 20-6215-17 コンポーネントピンセット 579 №38（14.3.25）

607 20-6215-18 コンポーネントピンセット 583 №38（14.3.25）

608 20-6216-10 ウェハー用フラットピンセット 2W №38（14.3.25）

608 20-6216-11 ウェハー用フラットピンセット 3W №38（14.3.25）

608 20-6216-12 ウェハー用フラットピンセット 4W №38（14.3.25）

608 20-6216-15 ウェハー用フラットピンセット 2WL №38（14.3.25）

608 20-6216-16 ウェハー用フラットピンセット 3WL №38（14.3.25）

608 20-6216-17 ウェハー用フラットピンセット 4WL №38（14.3.25）

608 20-6216-18 ウェハー用フラットピンセット 5WL №38（14.3.25）

608 20-6216-19 ウェハー用フラットピンセット 6WL №38（14.3.25）

608 20-6216-20 ウェハー用フラットピンセット 2WF №38（14.3.25）

608 20-6216-21 ウェハー用フラットピンセット 3WF №38（14.3.25）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： ¥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： ¥3,000 ⇒ ¥3,500
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： ¥4,000 ⇒ ¥4,800

¥4,000
価格改定： ¥3,300 ⇒ ¥4,000

¥3,500 ⇒ ¥4,000

価格改定： ¥4,000

¥3,200 ⇒
価格改定：

価格改定： ¥3,000
⇒ ¥4,800

価格改定：

製造中止

製造中止

製造中止

製造中止

製造中止

608 20-6216-22 ウェハー用フラットピンセット 4WF №38（14.3.25）

608 20-6216-23 ウェハー用フラットピンセット 5WF №38（14.3.25）

608 20-6216-24 ウェハー用フラットピンセット 6WF №38（14.3.25）

608 20-6216-25 ウェハー用フラットピンセット 2WFG №38（14.3.25）

608 20-6216-26 ウェハー用フラットピンセット 3WFG №38（14.3.25）

608 20-6216-27 ウェハー用フラットピンセット 4WFG №38（14.3.25）

608 20-6216-29 ウェハー用フラットピンセット 41W №38（14.3.25）

608 20-6216-30 ウェハー用フラットピンセット 45W №38（14.3.25）

608 20-6216-31 ウェハー用フラットピンセット 46W №38（14.3.25）

609 20-6216-04 ウェハー用フラットピンセット 34A №38（14.3.25）

609 20-6216-05 ウェハー用フラットピンセット 35A №38（14.3.25）

609 20-6216-06 ウェハー用フラットピンセット 36A №38（14.3.25）

609 20-6216-35 ウェハー用フラットピンセット 45WF №38（14.3.25）

609 20-6216-36 ウェハー用フラットピンセット 46WF №38（14.3.25）

609 20-6216-37 ウェハー用フラットピンセット 48WF №38（14.3.25）

609 20-6216-40 ウェハー用フラットピンセット 45WFG №38（14.3.25）

609 20-6216-41 ウェハー用フラットピンセット 46WFG №38（14.3.25）

609 20-6216-43 ウェハー用フラットピンセット 33A №38（14.3.25）

610 20-6217-70 カーボンピンセット ID251CF №38（14.3.25）

610 20-6217-71 カーボンピンセット ID252CF №38（14.3.25）

610 20-6217-72 カーボンピンセット ID253CF №38（14.3.25）

610 20-6217-73 カーボンピンセット ID254CF №38（14.3.25）

610 20-6217-74 カーボンピンセット ID255CF №38（14.3.25）

610 20-6217-75 カーボンピンセット ID256CF №38（14.3.25）

610 20-6217-76 カーボンピンセット ID257CF №38（14.3.25）

611 20-6217-77 カーボンピンセット ID248CF №38（14.3.25）

611 20-6217-78 カーボンピンセット ID249CF №38（14.3.25）

611 20-6217-79 カーボンピンセット ID250CF №38（14.3.25）

611 20-6217-80 カーボンピンセット ID259CF №38（14.3.25）

611 20-6217-81 カーボンピンセット ID269CF №38（14.3.25）

612 20-6213-01 プラスチックピンセット No.100 / E02601 №39（14.4.25）

価格改定： ¥6,000

価格改定： ¥4,000 ⇒ ¥4,600

価格改定： ¥6,000 ⇒ ¥6,900
価格改定： ¥4,000 ⇒ ¥4,800

⇒ ¥6,900
価格改定： ¥4,000 ⇒ ¥4,600

価格改定： ¥4,200 ⇒ ¥4,800
価格改定： ¥4,200 ⇒ ¥4,800

価格改定： ¥4,200 ⇒ ¥4,800
価格改定： ¥4,200 ⇒ ¥4,800

価格改定： ¥4,200 ⇒ ¥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： ¥4,100 ⇒ ¥4,800
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： ¥2,800 ⇒ ¥3,400

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： ¥5,100 ⇒ ¥5,800

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： ¥4,100 ⇒ ¥4,800

価格改定： ¥3,400 ⇒ ¥4,000

2014/5/1 より価格改定： ￥600 ⇒ ￥700
2014/5/1 より表記変更： ⇒12005 12505

612 20-6213-01 プラスチックピンセットNo.100 / E02601 №41（14.8.25）在庫限りで廃番

2014/5/1 より表記変更： ⇒12005 12505
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頁 製品コード 品 名 ・ 型 番 №（発行日）

■テラオカ総合カタログ№1000 改正表№1-No.41

変 更 箇 所

612 20-6213-02 プラスチックピンセット No.100-01 / E02602 №39（14.4.25）

612 20-6213-03 プラスチックピンセット No.01 / E02603 №39（14.4.25）

612 20-6213-04 プラスチックピンセット No.02 / E02604 №39（14.4.25）

612 20-6213-04 プラスチックピンセットNo.02 / E02604 №41（14.8.25）

612 20-6213-05 プラスチックピンセット No.03 / E02605 №39（14.4.25）

612 20-6213-06 プラスチックピンセット 1A / E02606 №39（14.4.25）

612 20-6213-07 プラスチックピンセット 1A-1 / E02607 №39（14.4.25）

613 20-6210-01 セラミックピンセット SSタイプ / E01201SS №30（13.3.25）

613 20-6210-02 ｾﾗﾐｯｸﾋﾟﾝｾｯﾄ AAﾀｲﾌﾟ / E01202 №8（09.11.20）

613 20-6210-03 ｾﾗﾐｯｸﾋﾟﾝｾｯﾄ GGﾀｲﾌﾟ / E01203 №8（09.11.20）

613 20-6210-04 ｾﾗﾐｯｸﾋﾟﾝｾｯﾄ RRﾀｲﾌﾟ / E01204 №8（09.11.20）

613 20-6211-01～06 セラミックピンセット №5（09.5.26）

614 20-6202-40～45 IDEAL-TEK セラミックピンセット №17（11.3.25）

614 20-6202-40～45 IDEAL-TEK セラミックピンセット №39（14.4.25）

614 20-6202-46～51 IDEAL-TEK セラミックピンセット用交換チップ №39（14.4.25）

614 20-6202-60 東レ セラミックピンセット / E01211 №17（11.3.25）

614 20-6202-61 東レ セラミックピンセット / E01212 №17（11.3.25）

614 20-6202-62 東レ セラミックピンセット 135mm / E01213 №32（13.6.25）

614 20-6202-63 東レ セラミックピンセット E01208 №41（14.8.25）

614 20-6202-65 東レ セラミックピンセット 125mm / E01210 №32（13.6.25）

615 20-6201-40～43 IDEAL-TEK 先端カーボンファイバーピンセット №39（14.4.25）

廃番
廃番

表記変更： ⇒

廃番

取扱中止、代替品（P.614)：20-6202-60～65

廃番

廃番

¥9,000

価格改定：

⇒ ¥8,300

2014/5/1 より価格改定： ￥800 ⇒ ￥700
2014/5/1 より表記変更： ⇒

2014/5/1 より価格改定： ￥600 ⇒ ￥700
2014/5/1 より表記変更： ⇒

2014/5/1 より価格改定： ￥600 ⇒ ￥700
2014/5/1 より表記変更： ⇒

2014/5/1 より価格改定： ￥900 ⇒ ￥700
2014/5/1 より表記変更： ⇒

2014/5/1 より価格改定： ￥1,000 ⇒ ￥900
2014/5/1 より表記変更： ⇒

2014/5/1 より価格改定： ￥1,200 ⇒ ￥1,000
2014/5/1 より表記変更： ⇒

在庫限りで廃番

2014/5/1 より価格改定： ￥6,970 ⇒ ￥7,800
2014/5/1 より価格改定： ￥3,500 ⇒ ￥4,700

2014/5/1 より価格改定： ￥3,210 ⇒ ￥4,200

¥7,100⇒¥7,600

価格改定：

廃番

廃番

13005 12505

12005 12505

12005 12505

12005 12505

12005 12505

12005 12505

12005 12505

615 20-6201-40～43 IDEAL-TEK 先端カーボンファイバーピンセット №39（14.4.25）

615 20-6201-44,45 IDEAL-TEK 先端PEEKファイバーピンセット №39（14.4.25）

615 20-6201-46 E02515R交換用チップ E02515T №39（14.4.25）

615 20-6201-47 E02512R交換用チップ E02512T №39（14.4.25）

615 20-6201-48 E02502R交換用チップ E02502T №39（14.4.25）

615 20-6201-49 E02504R交換用チップ E02504T №39（14.4.25）

615 20-6201-50 E02521R交換用チップ E02521T №39（14.4.25）

615 20-6201-51 E02522R交換用チップ E02522T №39（14.4.25）

615 20-6201-60～63 京セラ セラミックピンセット №17（11.3.25）

615 20-6201-64～67 京セラ セラミックピンセット交換用チップ №17（11.3.25）

616 20-6908-01 ケリー剪刀 直 / HSB-03016 №32（13.6.25）

616 20-6908-02 ケリー剪刀 反 / HSB-03116 №32（13.6.25）

616 20-6908-10 細部剪刀 直 / HSB-01010 №32（13.6.25）

616 20-6908-11 細部剪刀 反 / HSB-01110 №32（13.6.25）

619 34-0301-25 ハサミ（金属用） / E24910 直 №17（11.3.25）

619 34-0301-26 ハサミ（金属用） / E24920 曲 №17（11.3.25）

619 34-0301-40 金属用ハサミ E04666 直 №18（11.5.20）

619 34-0301-41 金属用ハサミ E04667 曲 №18（11.5.20）

620 20-6905-16 3号型メスホルダー №38（14.3.25）

621 20-6905-50 フェザーメスホルダー No.3 №18（11.5.20）

621 20-6905-60 フェザーメスホルダー No.4 №18（11.5.20）

622 20-6905-30 メスホルダー HSB-80503 №32（13.6.25）

622 20-6905-31～34 替刃 №32（13.6.25）

622 20-6905-90 解剖用ニードル 先細 / HSO-10601 №32（13.6.25）

622 20-6905-91 解剖用ニードル 先曲 / HSO-10702 №32（13.6.25）

622 20-6905-92 解剖用ニードル 先尖 / HSO-10803 №32（13.6.25）

622 20-6906-10 止血クリップ 28mm・直 / HSE-00228 №32（13.6.25）

622 20-6906-11 止血クリップ 28mm・曲 / HSE-00128 №32（13.6.25）

622 20-6906-12 止血クリップ 35mm・直 / HSE-00435 №32（13.6.25）

622 20-6906-13 止血クリップ 35mm・曲 / HSE-00335 №32（13.6.25）

622 20-6906-14 止血クリップ 50mm・直 / HSE-00650 №32（13.6.25）

622 20-6906-15 止血クリップ 50mm・曲 / HSE-00550 №32（13.6.25）

寸法訂正： 全長130mm ⇒ 全長120mm

価格訂正： ¥8,800 ⇒

価格訂正： ¥5,200 ⇒ ¥6,200

価格訂正： ¥5,200 ⇒ ¥6,100
価格訂正： ¥5,200 ⇒ ¥6,000

価格訂正： ¥6,500 ⇒ ¥6,100
価格訂正： ¥5,200 ⇒ ¥5,900

価格訂正： ¥1,500 ⇒ ¥1,900
価格訂正： ¥6,000 ⇒ ¥5,900

価格訂正： ¥1,300 ⇒ ¥1,600
価格訂正： ¥1,400 ⇒ ¥1,700

¥1,700 ⇒ ¥1,800
⇒ ¥3,400

価格訂正： ¥5,000 ⇒ ¥4,600

⇒ ¥7,200
¥7,000

価格訂正： ¥3,000

廃番

⇒ ¥4,800

⇒

価格改定： ¥1,150

¥1,150

価格訂正：

価格訂正： ¥9,300
価格訂正： ¥4,700 ⇒ ¥4,500

在庫限りで廃番

価格改定：

表記変更： ⇒

¥1,400

¥5,500

表記変更： ⇒

価格改定：

価格改定：

⇒ ¥1,400

¥5,500 ⇒ ¥4,800

2014/5/1 より価格改定： ￥980 ⇒ ￥1,300
2014/5/1 より価格改定： ￥980 ⇒ ￥1,300

2014/5/1 より価格改定： ￥3,210 ⇒ ￥4,200
2014/5/1 より価格改定： ￥3,630 ⇒ ￥4,800
2014/5/1 より価格改定： ￥980 ⇒ ￥1,300

2014/5/1 より価格改定： ￥980 ⇒ ￥1,300
2014/5/1 より価格改定： ￥1,400 ⇒ ￥1,850
2014/5/1 より価格改定： ￥1,400 ⇒ ￥1,850

12505 13005

12505 13005

622 20-6906-15 止血クリップ 50mm・曲 / HSE-00550 №32（13.6.25）価格訂正： ¥5,200 ⇒ ¥6,200
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頁 製品コード 品 名 ・ 型 番 №（発行日）

■テラオカ総合カタログ№1000 改正表№1-No.41

変 更 箇 所

623 20-6906-25～27 有鉤鉗子 №17（11.3.25）

623 20-6906-50 マイクロモスキート 直 / HWE-00412 №32（13.6.25）

623 20-6906-52 ペアン 直 / HSE-06213 №32（13.6.25）

623 20-6906-53 ペアン 曲 / HSE-06313 №32（13.6.25）

624 20-6906-42 マチュウ（持針器） / HSD-00914 №32（13.6.25）

624 20-6906-45 マッチュウ持針器 NY-77116 №28（12.12.25）

625 20-6906-60 骨鉗子A型 / HSM-07610 №32（13.6.25）

625 20-6906-61 骨鉗子B型 HSM 02212 №20（11.9.26）

625 20-6906-61 骨鉗子B型 / HSM-02212 №32（13.6.25）

625 20-6909-10 リングピンセット HSC-70093 №32（13.6.25）

625 20-6909-11 リングピンセット HSC-70196 №32（13.6.25）

625 20-6909-15 精密ピンセット 直 / HWC-11010 №32（13.6.25）

625 20-6909-16 精密ピンセット 曲 / HWC-11110 №32（13.6.25）

626 20-6901-41 ディスポーザブル・フィーディングニードル FG7202 №2（09.3.20）

626 20-6905-40 開創器 アルム70mm / LW210151 №32（13.6.25）

626 20-6905-41 開創器 アルム90mm / LW210153 №32（13.6.25）

626 20-6905-42 開創器 フィンゼン50mm / LW210157 №32（13.6.25）

626 20-6905-43 開創器 フィンゼン70mm / LW210158 №32（13.6.25）

626 20-6905-44 開創器 フィンゼン70mmアジャスター付 / LW210159 №32（13.6.25）

626 20-6905-45 開創器 ヴァイトラナー LW210196 №20（11.9.26）

626 20-6905-45 開創器 ヴァイトラナー105mm / LW210196 №32（13.6.25）

626 20-6905-46 開創器 ヴァイトラナー LW210220 №20（11.9.26）

626 20-6905-46 開創器 ヴァイトラナー135mm / LW210220 №32（13.6.25）

627 20-6410-10～29 粉体試料採取器（ペンシル形） №31（13.4.25）

627 20-6461-25,26 サンプリット №10（10.3.17）

629 22-2221-90 ポリ杓 ２L №6（09.7.1）

629 22-2222-10～32 柄杓B（ステンレスSUS304） №23（12.4.25）

630 20-3299-50 ビュレット棒 №2（09.3.20）

価格訂正： ¥29,000 ⇒ ¥30,000

価格訂正： ¥30,000 ⇒ ¥32,000

価格訂正： ¥9,000 ⇒ ¥11,000
価格訂正： ¥12,000 ⇒ ¥15,000

価格訂正： ¥18,800 ⇒ ¥20,000
価格訂正： ¥9,000 ⇒ ¥11,000

価格訂正： ¥6,100 ⇒ ¥5,200

価格訂正： ¥17,500 ⇒ ¥18,000

価格訂正： ¥3,600 ⇒ ¥5,100
価格訂正： ¥5,700 ⇒ ¥5,000

価格訂正： ¥8,200 ⇒ ¥7,800
価格訂正： ¥4,000 ⇒ ¥5,100

価格訂正： ¥13,000 ⇒ ¥11,000

価格訂正： ¥9,600 ⇒ ¥9,800

価格訂正： ¥7,200 ⇒ ¥6,200
価格訂正： ¥7,700 ⇒ ¥6,500

価格訂正： ¥8,200 ⇒ ¥7,200

廃番

仕様訂正： [タイプ] ネジ止め ⇒ BOX
写真の型番訂正： NY ⇒ NX

表記変更： ⇒

最大開口巾訂正： 45mm ⇒ 37mm

最大開口巾訂正： 65mm ⇒ 45mm

廃番

寸法変更：φ10×H700mm ⇒ H600mm

寸法訂正： 105mm長 ⇒ 120mm長

¥2,500

金型変更：内底面中心部にφ8×2ｔｍｍの凸起があります

⇒ ¥3,000

チューブサイズ訂正：1.2Ф×75⇒1.2Ф×50

価格訂正：

12005 13005

630 20-3299-50 ビュレット棒 №2（09.3.20）

630 20-3299-60 磁製ビュレット台 №19（11.7.25）

630 米式ビュレット挟みセット （セット価格） №19（11.7.25）

630 馬蹄ビュレット挟みセット （セット価格） №19（11.7.25）

630 モール挟み1ヶ掛セット （セット価格） №19（11.7.25）

630 モール挟み2ヶ掛セット （セット価格） №19（11.7.25）

631 20-4699-14 分液ロート台（回転式） SBR-5 掛数：500ｍｌ・6ｹ掛/１L・3ｹ掛 №5（09.5.26）

632 20-3190-60 安全ガラス管立て №18（11.5.20）

633 20-4099-20 フラスコ台 No.271 №38（14.3.25）

633 20-4099-21,22 シリコーンスポンジフラスコ台 №10（10.3.17）

634 20-6001-10 ケミバンド 天然ゴム 大 （50個） №20（11.9.26）

634 20-6001-11 ケミバンド 天然ゴム 小 （50個） №20（11.9.26）

634 20-6002-10～13 シリコンカラーケミバンド 小 №23（12.4.25）

634 20-6004-10 テフロン®キュート 120mm / KIG-12 №34（13.10.25）

634 20-6004-11 テフロン®キュート 150mm / KIG-15 №34（13.10.25）

634 20-6004-12 テフロン®キュート 200mm / KIG-20 №34（13.10.25）

634 20-6004-13 テフロン®キュート 250mm / KIG-25 №34（13.10.25）

634 20-6004-14 テフロン®キュート 300mm / KIG-30 №34（13.10.25）

634 20-6004-20,21 テフロン®コード №34（13.10.25）

637 30-0695-10～12 ジャンパー 4000 アイボリー M/L/LL №24（12.5.25）

637 30-0695-13,14 ジャンパー 4000 アイボリー 3L/4L №24（12.5.25）

637 30-0695-20～22 ジャンパー 4000 ベージュ M/L/LL №24（12.5.25）

637 30-0695-23,24 ジャンパー 4000 ベージュ 3L/4L №24（12.5.25）

637 30-0695-30～32 ジャンパー 4000 ブルー M/L/LL №24（12.5.25）

637 30-0695-33,34 ジャンパー 4000 ブルー 3L/4L №24（12.5.25）

637 30-0695-50～52 ジャンパー 4000 アースグリーン M/L/LL №24（12.5.25）

637 30-0695-53,54 ジャンパー 4000 アースグリーン 3L/4L №24（12.5.25）

637 30-0695-60～62 ジャンパー 4000 ネイビー M/L/LL №24（12.5.25）

637 30-0695-63,64 ジャンパー 4000 ネイビー 3L/4L №24（12.5.25）

637 30-0687-01～07 ワンタックスラックス 3800 アイボリー 70～88cm №24（12.5.25）

637 30-0687-08,09 ワンタックスラックス 3800 アイボリー 91/95cm №24（12.5.25）

価格改定： ¥2,000 ⇒ ¥900

廃番
価格改定： ¥2,900 ⇒ ¥3,190
価格改定： ¥2,600 ⇒ ¥2,860
価格改定： ¥2,400 ⇒ ¥2,640

価格改定： ¥2,000 ⇒ ¥2,200
価格改定： ¥2,200 ⇒ ¥2,420

価格改定： ¥5,000 ⇒ ¥5,200

価格改定： ¥5,000 ⇒ ¥5,550

価格改定： ¥5,800 ⇒ ¥6,000

価格改定： ¥5,800 ⇒ ¥6,350

価格改定： ¥5,800 ⇒ ¥6,000

価格改定： ¥5,800 ⇒ ¥6,350

価格改定： ¥5,800 ⇒ ¥6,000

価格改定： ¥5,800 ⇒ ¥6,350

価格改定： ¥5,800 ⇒ ¥6,350

価格改定： ¥5,800 ⇒ ¥6,000

価格改定： ¥5,800 ⇒

価格改定：

¥6,350

¥6,000¥5,800価格改定：

価格改定： ¥4,600 ⇒ ¥5,200

¥5,600

⇒ ¥5,100¥4,500

⇒

価格改定： ¥1,700 ⇒ ¥1,750

⇒ ¥6,200

掛数訂正： 500ｍｌ・6ケ掛/１L・3ｹ掛 → 6ケ掛

寸法訂正： 12×90mm ⇒ 10×83mm

価格改定：

¥6,500 ⇒

価格改定： ¥2,600 ⇒ ¥3,200

寸法変更：φ10×H700mm ⇒ H600mm

在庫限りで廃番
カラー変更 ⇒ アイボリー（全体）

廃番

¥1,450 ⇒ ¥1,600

価格改定：

¥7,100価格改定：

637 30-0687-08,09 ワンタックスラックス 3800 アイボリー 91/95cm №24（12.5.25）

637 30-0687-10～12 ワンタックスラックス 3800 アイボリー 100～110cm №24（12.5.25）

637 30-0687-13～19 ワンタックスラックス 3800 ベージュ 70～88cm №24（12.5.25）

価格改定： ¥5,000 ⇒ ¥5,700

価格改定： ¥5,000 ⇒ ¥5,200

価格改定： ¥5,000 ⇒ ¥5,550
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637 30-0687-20,21 ワンタックスラックス 3800 ベージュ 91/95cm №24（12.5.25）

637 30-0687-22～24 ワンタックスラックス 3800 ベージュ 100～110cm №24（12.5.25）

637 30-0687-25～31 ワンタックスラックス 3800 ブルー 70～88cm №24（12.5.25）

637 30-0687-32,33 ワンタックスラックス 3800 ブルー 91/95cm №24（12.5.25）

637 30-0687-34～36 ワンタックスラックス 3800 ブルー 100～110cm №24（12.5.25）

637 30-0687-37～43 ワンタックスラックス 3800 アースグリーン 70～88cm №24（12.5.25）

637 30-0687-44,45 ワンタックスラックス 3800 アースグリーン 91/95cm №24（12.5.25）

637 30-0687-46～48 ワンタックスラックス 3800 アースグリーン 100～110cm №24（12.5.25）

637 30-0687-49～55 ワンタックスラックス 3800 ネイビー 70～88cm №24（12.5.25）

637 30-0687-56,57 ワンタックスラックス 3800 ネイビー 91/95cm №24（12.5.25）

637 30-0687-58～60 ワンタックスラックス 3800 ネイビー 100～110cm №24（12.5.25）

638 30-0685-01～03 ジャンパー D8000 アイボリー M/L/LL №24（12.5.25）

638 30-0685-04,05 ジャンパー D8000 アイボリー 3L/4L №24（12.5.25）

638 30-0685-06～08 ジャンパー D8000 ブルー M/L/LL №24（12.5.25）

638 30-0685-09,10 ジャンパー D8000 ブルー 3L/4L №24（12.5.25）

638 30-0685-11～13 ジャンパー D8000 アースグリーン M/L/LL №24（12.5.25）

638 30-0685-14,15 ジャンパー D8000 アースグリーン 3L/4L №24（12.5.25）

638 30-0685-16～18 ジャンパー D8000 ネイビー M/L/LL №24（12.5.25）

638 30-0685-19,20 ジャンパー D8000 ネイビー 3L/4L №24（12.5.25）

638 30-0685-21～23 ジャンパー D8000 ラベンダー×マスタード M/L/LL №24（12.5.25）

638 30-0685-24,25 ジャンパー D8000 ラベンダー×マスタード 3L/4L №24（12.5.25）

638 30-0685-26～28 ジャンパー D8000 ストーングレー×ラベンダー M/L/LL №24（12.5.25）

638 30-0685-29,30 ジャンパー D8000 ストーングレー×ラベンダー 3L/4L №24（12.5.25）

638 30-0685-31～33 ジャンパー D8000 オーシャンブルー×マスタード M/L/LL №24（12.5.25）

638 30-0685-34,35 ジャンパー D8000 オーシャンブルー×マスタード 3L/4L №24（12.5.25）

638 30-0685-36～38 ジャンパー D8000 ダークグリーン×マスタード M/L/LL №24（12.5.25）

638 30-0685-39,40 ジャンパー D8000 ダークグリーン×マスタード 3L/4L №24（12.5.25）

638 30-0685-41～43 ジャンパー D8000 サックス×ラベンダー M/L/LL №24（12.5.25）

638 30-0685-44,45 ジャンパー D8000 サックス×ラベンダー 3L/4L 価格改定： ¥6,300 ⇒ ¥7,250

価格改定： ¥6,300 ⇒ ¥7,250

価格改定： ¥6,300 ⇒ ¥6,900

価格改定： ¥6,300 ⇒ ¥7,250

価格改定： ¥6,300 ⇒ ¥6,900

価格改定： ¥6,300 ⇒ ¥7,250

価格改定： ¥6,300 ⇒ ¥6,900

価格改定： ¥6,300 ⇒ ¥7,250

価格改定： ¥6,300 ⇒ ¥6,900

価格改定： ¥6,300 ⇒ ¥7,250

価格改定： ¥6,300 ⇒ ¥6,900

価格改定： ¥6,300 ⇒ ¥7,250

価格改定： ¥6,300 ⇒ ¥6,900

価格改定： ¥6,300 ⇒ ¥7,250

価格改定： ¥6,300 ⇒ ¥6,900

価格改定： ¥6,300 ⇒ ¥7,250

価格改定： ¥6,300 ⇒ ¥6,900

価格改定： ¥5,000 ⇒ ¥5,700

価格改定： ¥6,300 ⇒ ¥6,900

価格改定： ¥5,000 ⇒ ¥5,200

価格改定： ¥5,000 ⇒ ¥5,550

価格改定： ¥5,000 ⇒ ¥5,550

価格改定： ¥5,000 ⇒ ¥5,700

価格改定： ¥5,000 ⇒ ¥5,700

価格改定： ¥5,000 ⇒ ¥5,200

価格改定： ¥5,000 ⇒ ¥5,200

価格改定： ¥5,000 ⇒ ¥5,550

価格改定： ¥5,000 ⇒ ¥5,550
価格改定： ¥5,000 ⇒ ¥5,700

638 30-0685-44,45 ジャンパー D8000 サックス×ラベンダー 3L/4L №24（12.5.25）

638 30-0685-95,96 ツータックスラックス D8050 サックス 91/95cm №24（12.5.25）

638 30-0685-97～99 ツータックスラックス D8050 サックス 100～110cm №24（12.5.25）

638 30-0686-08,09 ツータックスラックス D8050 アイボリー 91/95cm №24（12.5.25）

638 30-0686-10～12 ツータックスラックス D8050 アイボリー 100～110cm №24（12.5.25）

638 30-0686-20,21 ツータックスラックス D8050 ブルー 91/95cm №24（12.5.25）

638 30-0686-22～24 ツータックスラックス D8050 ブルー 100～110cm №24（12.5.25）

638 30-0686-32,33 ツータックスラックス D8050 アースグリーン 91/95cm №24（12.5.25）

638 30-0686-34～36 ツータックスラックス D8050 アースグリーン 100～110cm №24（12.5.25）

638 30-0686-44,45 ツータックスラックス D8050 ネイビー 91/95cm №24（12.5.25）

638 30-0686-46～48 ツータックスラックス D8050 ネイビー 100～110cm №24（12.5.25）

638 30-0686-56,57 ツータックスラックス D8050 ラベンダー 91/95cm №24（12.5.25）

638 30-0686-58～60 ツータックスラックス D8050 ラベンダー 100～110cm №24（12.5.25）

638 30-0686-68,69 ツータックスラックス D8050 ストーングレー 91/95cm №24（12.5.25）

638 30-0686-70～72 ツータックスラックス D8050 ストーングレー 100～110cm №24（12.5.25）

638 30-0686-80,81 ツータックスラックス D8050 オーシャンブルー 91/95cm №24（12.5.25）

638 30-0686-82～84 ツータックスラックス D8050 オーシャンブルー 100～110cm №24（12.5.25）

638 30-0686-92,93 ツータックスラックス D8050 ダークグリーン 91/95cm №24（12.5.25）

638 30-0686-94～96 ツータックスラックス D8050 ダークグリーン 100～110cm №24（12.5.25）

639 30-0688-01～03 ジャンパー 670 ライトベージュ M/L/LL №38（14.3.25）

639 30-0688-04,05 ジャンパー 670 ライトベージュ 3L/4L №38（14.3.25）

639 30-0688-06～08 ジャンパー 670 アースグリーン M/L/LL №38（14.3.25）

639 30-0688-09,10 ジャンパー 670 アースグリーン 3L/4L №38（14.3.25）

639 30-0688-11～13 ジャンパー 670 ネイビー M/L/LL №38（14.3.25）

639 30-0688-14,15 ジャンパー 670 ネイビー 3L/4L №38（14.3.25）

639 30-0688-16～18 ジャンパー 670 ラベンダーブルー M/L/LL №38（14.3.25）

639 30-0688-19,20 ジャンパー 670 ラベンダーブルー 3L/4L №38（14.3.25）

639 30-0688-21～23 ジャンパー 670 ライトグレー M/L/LL №38（14.3.25）

639 30-0688-24,25 ジャンパー 670 ライトグレー 3L/4L №38（14.3.25）

639 30-0688-30～41 ツータックスラックス 675 アイボリー №18（11.5.20）

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 №38（14.3.25）

価格改定： ¥7,650 ⇒ ¥8,350

価格改定： ¥5,600 ⇒ ¥6,300

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

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

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

⇒ ¥8,350
価格改定： ¥7,300 ⇒ ¥8,000

¥7,300 ⇒ ¥8,000

価格改定： ¥4,600

価格改定： ¥4,600 ⇒ ¥5,100

⇒ ¥4,950

価格改定： ¥4,600 ⇒ ¥5,100

価格改定： ¥7,650
価格改定：

価格改定： ¥4,600 ⇒ ¥5,100

価格改定： ¥4,600 ⇒ ¥4,950

価格改定： ¥4,600 ⇒ ¥5,100

価格改定： ¥4,600 ⇒ ¥4,950

価格改定： ¥4,600 ⇒ ¥5,100

価格改定： ¥4,600 ⇒ ¥4,950

価格改定： ¥4,600 ⇒ ¥5,100

価格改定： ¥4,600 ⇒ ¥4,950

価格改定： ¥4,600 ⇒ ¥5,100

価格改定： ¥4,600 ⇒ ¥4,950

価格改定： ¥4,600 ⇒ ¥5,100

価格改定： ¥4,600 ⇒ ¥4,950

価格改定： ¥4,600 ⇒ ¥5,100

価格改定： ¥4,600 ⇒ ¥4,950

価格改定： ¥6,300 ⇒ ¥7,250
価格改定： ¥4,600 ⇒ ¥4,950

表記訂正（ｶﾗｰ）： アイボリー ⇒ ライトベージュ

639
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 №38（14.3.25）

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 №38（14.3.25）

価格改定： ¥5,950 ⇒ ¥6,650
価格改定： ¥6,100 ⇒ ¥6,800



71/119

頁 製品コード 品 名 ・ 型 番 №（発行日）

■テラオカ総合カタログ№1000 改正表№1-No.41

変 更 箇 所

639 30-0688-42～53 ツータックスラックス 675 ベージュ №18（11.5.20）

639 30-0688-42～48 ツータックスラックス 675 ライトグレー 70cm～88cm №38（14.3.25）

639 30-0688-49,50 ツータックスラックス 675 ライトグレー 91/95cm №38（14.3.25）

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 №38（14.3.25）

639 30-0688-54～65 ツータックスラックス 675 ブルー №18（11.5.20）

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 №38（14.3.25）

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 №38（14.3.25）

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 №38（14.3.25）

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 №38（14.3.25）

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 №38（14.3.25）

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 №38（14.3.25）

639 30-0688-78～84 ツータックスラックス 675 ネイビー 70cm～88cm №38（14.3.25）

639 30-0688-85,86 ツータックスラックス 675 ネイビー 91/95cm №38（14.3.25）

639 30-0688-87～89 ツータックスラックス 675 ネイビー 100/105/110cm №38（14.3.25）

639 30-0689-01～66 ワンタッチスラックス / A7220 №10（10.3.17）

639 30-0691-10～43 長袖ジャンパー A26000 №18（11.5.20）

639 30-0691-10～12 長袖ジャンパー A26000 ベージュ M/L/LL №38（14.3.25）

639 30-0691-13 長袖ジャンパー A26000 ベージュ 3L №38（14.3.25）

639 30-0691-20～22 長袖ジャンパー A26000 ブルー M/L/LL №38（14.3.25）

639 30-0691-23 長袖ジャンパー A26000 ブルー 3L №38（14.3.25）

639 30-0691-30～32 長袖ジャンパー A26000 アースグリーン M/L/LL №38（14.3.25）

639 30-0691-33 長袖ジャンパー A26000 アースグリーン 3L №38（14.3.25）

639 30-0691-40～42 長袖ジャンパー A26000 グレー M/L/LL №38（14.3.25）

639 30-0691-43 長袖ジャンパー A26000 グレー 3L №38（14.3.25）

641 30-0600-01～03 ディスポウェア（診察着）No.2-01 №34（13.10.25）

641 30-0600-10,11 ディスポウェア（ツナギ）No.2-21 №34（13.10.25）

641 30-0600-10 ディスポウェア 診察着No.2-21 Mサイズ №26（12.9.25）

641 30-0600-11 ディスポウェア 診察着No.2-21 Lサイズ №26（12.9.25）

価格改定： ¥5,000 ⇒ ¥5,500
価格改定： ¥5,350 ⇒ ¥5,850

価格改定： ¥5,000 ⇒ ¥5,500
価格改定： ¥5,350 ⇒ ¥5,850

価格改定： ¥5,000 ⇒ ¥5,500
価格改定： ¥5,350 ⇒ ¥5,850

価格改定： ¥5,000 ⇒ ¥5,500
価格改定： ¥5,350 ⇒ ¥5,850

価格改定： ¥5,950 ⇒ ¥6,650
価格改定： ¥6,100 ⇒ ¥6,800

価格改定： ¥6,100 ⇒ ¥6,800
価格改定： ¥5,600 ⇒ ¥6,300

価格改定： ¥5,600 ⇒ ¥6,300
価格改定： ¥5,950 ⇒ ¥6,650

価格改定： ¥5,950 ⇒ ¥6,650
価格改定： ¥6,100 ⇒ ¥6,800

価格改定： ¥6,100 ⇒ ¥6,800

価格改定： ¥5,600 ⇒ ¥6,300

価格改定： ¥5,600 ⇒ ¥6,300
価格改定： ¥5,950 ⇒ ¥6,650

価格訂正： ¥19,000 ⇒ ¥21,800
価格訂正： ¥16,000 ⇒ ¥20,000

表記訂正（ｶﾗｰ）： ベージュ ⇒ ライトグレー

仕様訂正： 肩巾 (M) 40 ⇒ 44 、(L) 41 ⇒ 46
(LL) 42 ⇒ 48 、(3L) 43 ⇒ 50

廃番

サイズ表記訂正： [全長] 170 ⇒ 163
サイズ表記訂正： [全長] 168 ⇒ 160

表記訂正（ｶﾗｰ）： ブルー ⇒ ラベンダーブルー

641 30-0600-15,16 ディスポウェア ツナギNo.2-21K（防水・白） №18（11.5.20）

641 30-0600-20～22 ディスポウェア（ツナギ）No.2-22 №34（13.10.25）

641 30-0600-20 ディスポウェア ツナギNo.2-22 Mサイズ №26（12.9.25）

641 30-0600-21 ディスポウェア ツナギNo.2-22 Lサイズ №26（12.9.25）

641 30-0600-22 ディスポウェア ツナギNo.2-22 XLサイズ №26（12.9.25）

641 30-0600-25,26 ディスポウェア ツナギNo.2-22K（防水・白） №18（11.5.20）

641 30-0600-30～32 ディスポウェア（ツナギ）No.2-23 №34（13.10.25）

641 30-0600-30 ディスポウェア ツナギNo.2-23 Mサイズ №26（12.9.25）

641 30-0600-31 ディスポウェア ツナギNo.2-23 Lサイズ №26（12.9.25）

641 30-0600-32 ディスポウェア ツナギNo.2-23 XLサイズ №26（12.9.25）

641 30-0600-35～37 ディスポウェア ツナギNo.2-23K（防水・白） №18（11.5.20）

642 30-0600-10～13 つなぎセット ＳＴ-100、101、102、103 №2（09.3.20）

642 30-0600-15～17 コートセット ＳＴ-200、201、202 №2（09.3.20）

642 30-0600-20～22 コートセット ＳＴ-300、301、303 №2（09.3.20）

642 30-0600-25～28 新プロファイト気密型 Ｆ-Ｔ58 Ｍ，Ｌ，ＬＬ、3Ｌ №2（09.3.20）

642 30-0600-40～42 ステリウェア つなぎセット ST-100 M/L/LL №25（12.7.25）

642 30-0600-43 ステリウェア つなぎセット ST-103 3L №25（12.7.25）

642 30-0600-45～47 ステリウェア コートセット ST-200 №25（12.7.25）

642 30-0600-50～52 ステリウェア コートセット ST-300 №25（12.7.25）

642 30-0600-55～58 新プロファイト気密型 F-T58 №24（12.5.25）

643 30-0613-09 クリーン・ウェア FC133C ホワイト 4L №37（14.2.25）

643 30-0613-10～14 クリーン・ウェア FC133C ホワイト （3L～S） №37（14.2.25）

643 30-0613-19 クリーン・ウェア FC133C ブルー 4L №37（14.2.25）

643 30-0613-20～24 クリーン・ウェア FC133C ブルー （3L～S） №37（14.2.25）

643 30-0613-29 クリーン・ウェア FC133C ピンク 4L №37（14.2.25）

643 30-0613-30～34 クリーン・ウェア FC133C ピンク （3L～S） №37（14.2.25）

643 30-0613-39 クリーン・ウェア FC133C グリーン 4L №37（14.2.25）

643 30-0613-40～44 クリーン・ウェア FC133C グリーン （3L～S） №37（14.2.25）

643 30-0615-09 クリーン・ウェア FD173C ホワイト 4L №37（14.2.25）

643 30-0615-10～14 クリーン・ウェア FD173C ホワイト （3L～S） №37（14.2.25）

643 30-0615-19 クリーン・ウェア FD173C ブルー 4L №37（14.2.25）

643 30-0615-20～24 クリーン・ウェア FD173C ブルー （3L～S） №37（14.2.25）

2014/4/1 より価格改定： ￥8,090 ⇒ ￥8,490
2014/4/1 より価格改定： ￥9,710 ⇒ ￥10,190
2014/4/1 より価格改定： ￥8,090 ⇒ ￥8,490

2014/4/1 より価格改定： ￥7,720 ⇒ ￥8,100
2014/4/1 より価格改定： ￥9,270 ⇒ ￥9,720
2014/4/1 より価格改定： ￥7,720 ⇒ ￥8,100
2014/4/1 より価格改定： ￥9,270 ⇒ ￥9,720
2014/4/1 より価格改定： ￥7,720 ⇒ ￥8,100
2014/4/1 より価格改定： ￥9,710 ⇒ ￥10,190

2014/4/1 より価格改定： ￥7,720 ⇒ ￥8,100
2014/4/1 より価格改定： ￥9,270 ⇒ ￥9,720

2014/4/1 より価格改定： ￥9,270 ⇒ ￥9,720

価格訂正： ¥22,000 ¥23,600

価格訂正： ⇒

⇒

取扱中止

¥22,700¥20,000

2012/9/1 より価格改定： ￥18,000 ⇒ ￥22,000
2012/9/1 より価格改定： ￥20,000 ⇒ ￥24,000
2012/9/1 より価格改定： ￥23,600 ⇒ ￥27,600
2012/9/1 より価格改定： ￥26,000 ⇒ ￥30,000

廃番

サイズ表記訂正： [全長] 168 ⇒ 160
サイズ表記訂正： [全長] 170 ⇒ 163

サイズ表記訂正： [全長] 170 ⇒ 163
サイズ表記訂正： [全長] 175 ⇒ 165

廃番

製品コード訂正 ⇒ 30-0600-50、-51、-52

サイズ表記訂正： [全長] 168 ⇒ 160

廃番

製品コード訂正 ⇒ 30-0600-55、-56、-57、-58

製品コード訂正 ⇒ 30-0600-40、-41、-42、-43

サイズ表記訂正： [全長] 175 ⇒ 165

製品コード訂正 ⇒ 30-0600-45、-46、-47

643 30-0615-20～24 クリーン・ウェア FD173C ブルー （3L～S） №37（14.2.25）

643 30-0615-30 クリーン・ウェア FD173C ダークグリーン 4L №37（14.2.25）

643 30-0615-31～35 クリーン・ウェア FD173C ダークグリーン （3L～S） №37（14.2.25）

2014/4/1 より価格改定： ￥8,090 ⇒ ￥8,490
2014/4/1 より価格改定： ￥9,710 ⇒ ￥10,190
2014/4/1 より価格改定： ￥8,090 ⇒ ￥8,490
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頁 製品コード 品 名 ・ 型 番 №（発行日）

■テラオカ総合カタログ№1000 改正表№1-No.41

変 更 箇 所
644 30-0601-00 クリーンユニフォーム・上着 JE266C 4L №37（14.2.25）

644 30-0601-01～05 クリーンユニフォーム・上着 JE266C （3L～S） №37（14.2.25）

644 30-0602-09 クリーンユニフォーム・上着 JE267A ホワイト 4L №37（14.2.25）

644 30-0602-10～14 クリーンユニフォーム・上着 JE267A ホワイト （3L～S） №37（14.2.25）

644 30-0602-19 クリーンユニフォーム・上着 JE267A ブルー 4L №37（14.2.25）

644 30-0602-20～24 クリーンユニフォーム・上着 JE267A ブルー （3L～S） №37（14.2.25）

644 30-0603-09 クリーンユニフォーム・上着 JE268B ホワイト 4L №37（14.2.25）

644 30-0603-10～14 クリーンユニフォーム・上着 JE268B ホワイト （3L～S） №37（14.2.25）

644 30-0603-19 クリーンユニフォーム・上着 JE268B ブルー 4L №37（14.2.25）

644 30-0603-20～24 クリーンユニフォーム・上着 JE268B ブルー （3L～S） №37（14.2.25）

644 30-0604-09 クリーンユニフォーム・パンツ JE356A ホワイト 4L №37（14.2.25）

644 30-0604-10～14 クリーンユニフォーム・パンツ JE356A ホワイト （3L～S） №37（14.2.25）

644 30-0604-19 クリーンユニフォーム・パンツ JE356A ブルー 4L №37（14.2.25）

644 30-0604-20～24 クリーンユニフォーム・パンツ JE356A ブルー （3L～S） №37（14.2.25）

644 30-0604-49 クリーンユニフォーム・パンツ JE357B ホワイト 4L №37（14.2.25）

644 30-0604-50～54 クリーンユニフォーム・パンツ JE357B ホワイト （3L～S） №37（14.2.25）

644 30-0604-59 クリーンユニフォーム・パンツ JE357B ブルー 4L №37（14.2.25）

644 30-0604-60～64 クリーンユニフォーム・パンツ JE357B ブルー （3L～S） №37（14.2.25）

645 30-0605-30 ESD対策防塵服 FS150C ホワイト 4L №37（14.2.25）

645 30-0605-31～35 ESD対策防塵服 FS150C ホワイト （3L～S） №37（14.2.25）

645 30-0605-40 ESD対策防塵服 FS150C ブルー 4L №37（14.2.25）

645 30-0605-41～45 ESD対策防塵服 FS150C ブルー （3L～S） №37（14.2.25）

645 30-0607-09 クリーンウェア・上着 FD200C ホワイト 4L №37（14.2.25）

645 30-0607-10～14 クリーンウェア・上着 FD200C ホワイト （3L～S） №37（14.2.25）

645 30-0607-19 クリーンウェア・上着 FD200C ブルー 4L №37（14.2.25）

645 30-0607-20～24 クリーンウェア・上着 FD200C ブルー （3L～S） №37（14.2.25）

645 30-0610-09 クリーンウェア・パンツ FD300A ホワイト 4L №37（14.2.25）

645 30-0610-10～14 クリーンウェア・パンツ FD300A ホワイト （3L～S） №37（14.2.25）

645 30-0610-19 クリーンウェア・パンツ FD300A ブルー 4L №37（14.2.25）

645 30-0610-20～24 クリーンウェア・パンツ FD300A ブルー （3L～S） №37（14.2.25）

2014/4/1 より価格改定： ￥5,040 ⇒ ￥5,290
2014/4/1 より価格改定： ￥4,790 ⇒ ￥5,020
2014/4/1 より価格改定： ￥3,990 ⇒ ￥4,180
2014/4/1 より価格改定： ￥4,790 ⇒ ￥5,020
2014/4/1 より価格改定： ￥3,990 ⇒ ￥4,180

2014/4/1 より価格改定： ￥8,670 ⇒ ￥9,100
2014/4/1 より価格改定： ￥10,410 ⇒ ￥10,920
2014/4/1 より価格改定： ￥8,670 ⇒ ￥9,100
2014/4/1 より価格改定： ￥6,050 ⇒ ￥6,350
2014/4/1 より価格改定： ￥5,040 ⇒ ￥5,290
2014/4/1 より価格改定： ￥6,050 ⇒ ￥6,350

2014/4/1 より価格改定： ￥4,150 ⇒ ￥4,350
2014/4/1 より価格改定： ￥5,660 ⇒ ￥5,930
2014/4/1 より価格改定： ￥4,710 ⇒ ￥4,940
2014/4/1 より価格改定： ￥5,660 ⇒ ￥5,930
2014/4/1 より価格改定： ￥4,710 ⇒ ￥4,940
2014/4/1 より価格改定： ￥10,410 ⇒ ￥10,920

2014/4/1 より価格改定： ￥5,200 ⇒ ￥5,460
2014/4/1 より価格改定： ￥6,240 ⇒ ￥6,560
2014/4/1 より価格改定： ￥5,200 ⇒ ￥5,460
2014/4/1 より価格改定： ￥4,980 ⇒ ￥5,220
2014/4/1 より価格改定： ￥4,150 ⇒ ￥4,350
2014/4/1 より価格改定： ￥4,980 ⇒ ￥5,220

2014/4/1 より価格改定： ￥5,410 ⇒ ￥5,680
2014/4/1 より価格改定： ￥6,240 ⇒ ￥6,560
2014/4/1 より価格改定： ￥5,200 ⇒ ￥5,460
2014/4/1 より価格改定： ￥6,240 ⇒ ￥6,560
2014/4/1 より価格改定： ￥5,200 ⇒ ￥5,460
2014/4/1 より価格改定： ￥6,240 ⇒ ￥6,560

2014/4/1 より価格改定： ￥6,500 ⇒ ￥6,820

645 30-0610-20～24 クリーンウェア・パンツ FD300A ブルー （3L～S） №37（14.2.25）

645 30-0610-29 クリーンウェア・パンツ FD301B ホワイト 4L №37（14.2.25）

645 30-0610-30～34 クリーンウェア・パンツ FD301B ホワイト （3L～S） №37（14.2.25）

645 30-0610-39 クリーンウェア・パンツ FD301B ブルー 4L №37（14.2.25）

645 30-0610-40～44 クリーンウェア・パンツ FD301B ブルー （3L～S） №37（14.2.25）

645 30-0611-09 クリーンウェア・上着 FD201C ホワイト 4L №37（14.2.25）

645 30-0611-10～14 クリーンウェア・上着 FD201C ホワイト （3L～S） №37（14.2.25）

645 30-0611-19 クリーンウェア・上着 FD201C ブルー 4L №37（14.2.25）

645 30-0611-20～24 クリーンウェア・上着 FD201C ブルー （3L～S） №37（14.2.25）

646 30-0605-09 クリーンウェア・コート FH207C ホワイト 4L №37（14.2.25）

646 30-0605-10～14 クリーンウェア・コート FH207C ホワイト （3L～S） №37（14.2.25）

646 30-0605-19 クリーンウェア・コート FH207C ブルー 4L №37（14.2.25）

646 30-0605-20～24 クリーンウェア・コート FH207C ブルー （3L～S） №37（14.2.25）

646 30-0606-09 クリーンウェア・コート FH206C ホワイト 4L №37（14.2.25）

646 30-0606-10～14 クリーンウェア・コート FH206C ホワイト （3L～S） №37（14.2.25）

646 30-0606-19 クリーンウェア・コート FH206C ブルー 4L №37（14.2.25）

646 30-0606-20～24 クリーンウェア・コート FH206C ブルー （3L～S） №37（14.2.25）

646 30-0608-09 クリーンウェア・上着 FH203C ホワイト 4L №37（14.2.25）

646 30-0608-10～14 クリーンウェア・上着 FH203C ホワイト （3L～S） №37（14.2.25）

646 30-0608-19 クリーンウェア・上着 FH203C ブルー 4L №37（14.2.25）

646 30-0608-20～24 クリーンウェア・上着 FH203C ブルー （3L～S） №37（14.2.25）

646 30-0611-49 クリーンウェア・パンツ FH304A ホワイト 4L №37（14.2.25）

646 30-0611-50～54 クリーンウェア・パンツ FH304A ホワイト （3L～S） №37（14.2.25）

646 30-0611-59 クリーンウェア・パンツ FH304A ブルー 4L №37（14.2.25）

646 30-0611-60～64 クリーンウェア・パンツ FH304A ブルー （3L～S） №37（14.2.25）

646 30-0611-69 クリーンウェア・パンツ FH305B ホワイト 4L №37（14.2.25）

646 30-0611-70～74 クリーンウェア・パンツ FH305B ホワイト （3L～S） №37（14.2.25）

646 30-0611-79 クリーンウェア・パンツ FH305B ブルー 4L №37（14.2.25）

646 30-0611-80～84 クリーンウェア・パンツ FH305B ブルー （3L～S） №37（14.2.25）

647 30-0630-29～31 フード FC407C ホワイト №37（14.2.25）

647 30-0630-35～37 フード FD417C №37（14.2.25）

647 30-0630-39～41 フード FC407C ブルー №37（14.2.25）

2014/4/1 より価格改定： ￥4,310 ⇒ ￥4,520
2014/4/1 より価格改定： ￥5,180 ⇒ ￥5,430
2014/4/1 より価格改定： ￥4,310 ⇒ ￥4,520
2014/4/1 より価格改定： ￥2,270 ⇒ ￥2,380
2014/4/1 より価格改定： ￥2,290 ⇒ ￥2,400
2014/4/1 より価格改定： ￥2,270 ⇒ ￥2,380

2014/4/1 より価格改定： ￥4,470 ⇒ ￥4,690
2014/4/1 より価格改定： ￥4,610 ⇒ ￥4,840
2014/4/1 より価格改定： ￥3,840 ⇒ ￥4,030
2014/4/1 より価格改定： ￥4,610 ⇒ ￥4,840
2014/4/1 より価格改定： ￥3,840 ⇒ ￥4,030
2014/4/1 より価格改定： ￥5,180 ⇒ ￥5,430

2014/4/1 より価格改定： ￥5,460 ⇒ ￥5,730
2014/4/1 より価格改定： ￥6,560 ⇒ ￥6,880
2014/4/1 より価格改定： ￥5,460 ⇒ ￥5,730
2014/4/1 より価格改定： ￥5,370 ⇒ ￥5,630
2014/4/1 より価格改定： ￥4,470 ⇒ ￥4,690
2014/4/1 より価格改定： ￥5,370 ⇒ ￥5,630

2014/4/1 より価格改定： ￥4,830 ⇒ ￥5,070
2014/4/1 より価格改定： ￥6,880 ⇒ ￥7,230
2014/4/1 より価格改定： ￥5,730 ⇒ ￥6,010
2014/4/1 より価格改定： ￥6,880 ⇒ ￥7,230
2014/4/1 より価格改定： ￥5,730 ⇒ ￥6,010
2014/4/1 より価格改定： ￥6,560 ⇒ ￥6,880

2014/4/1 より価格改定： ￥4,520 ⇒ ￥4,740
2014/4/1 より価格改定： ￥5,430 ⇒ ￥5,690
2014/4/1 より価格改定： ￥4,520 ⇒ ￥4,740
2014/4/1 より価格改定： ￥5,800 ⇒ ￥6,090
2014/4/1 より価格改定： ￥4,830 ⇒ ￥5,070
2014/4/1 より価格改定： ￥5,800 ⇒ ￥6,090

2014/4/1 より価格改定： ￥3,990 ⇒ ￥4,180
2014/4/1 より価格改定： ￥5,430 ⇒ ￥5,690

647 30-0630-45,46 フード FK428C №37（14.2.25）

647 30-0630-50～53 フード FC406C №37（14.2.25）

廃番
2014/4/1 より価格改定： ￥2,180 ⇒ ￥2,280
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頁 製品コード 品 名 ・ 型 番 №（発行日）
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変 更 箇 所
647 30-0630-55～57 フード JB484C №37（14.2.25）

647 30-0630-60,61 フード FD414C №37（14.2.25）

647 30-0630-70～75 ESD対策フード FS433C №37（14.2.25）

647 30-0631-35,36 キャップ FD450C №37（14.2.25）

647 30-0631-37 キャップ FH469C №37（14.2.25）

648 30-0631-30,31 キャップ JE477C №37（14.2.25）

648 30-0631-80,81 ヘアーネット JZ500C （10枚） №37（14.2.25）

648 30-0634-10,11 マスク FZ550C （10枚） №37（14.2.25）

648 30-0640-20,21 ウーリーナイロングローブ FZ704C （10枚） №37（14.2.25）

649 30-0645-15～23 ソックスカバー FD603C №37（14.2.25）

649 30-0649-10～12 ソックスカバー FC600C ホワイト №37（14.2.25）

649 30-0649-20～22 ソックスカバー FC600C ブルー №37（14.2.25）

649 30-0649-30～32 ソックスカバー FC600C ピンク №37（14.2.25）

649 30-0649-40～42 ソックスカバー FC600C グリーン №37（14.2.25）

649 30-0655-01～12 シューズ エレクリヤーP1000 №37（14.2.25）

649 30-0655-20～25 シューズ バイオテックシューズ №37（14.2.25）

649 30-0655-30～40 ショートブーツ FE-652C №12（10.5.20）

649 30-0655-31～40 ショートブーツ FS-662C №37（14.2.25）

649 30-0655-50～60 クリーンルーム用ロングブーツ PW5501 №37（14.2.25）

649 30-0655-70～75 バイオテックシューズ・カバー付 №37（14.2.25）

650 30-0639-01～12 メッシュ付きフード帽子 TFS-1717 （フリーサイズ） №6（09.7.1）

653 30-1002-18 クリーンルームチェアー CL-600 №35（13.12.25）

653 30-1002-19 クリーンルームチェアー CL-650 №35（13.12.25）

653 30-1002-20 クリーンルームチェアー CL-400 №35（13.12.25）

653 30-1002-21 クリーンルームチェアー CL-450 №35（13.12.25）

653 30-1002-22 クリーンルームチェアー CL-200 №35（13.12.25）

653 30-1002-23 クリーンルームチェアー CL-250 №35（13.12.25）

654 36-3001-55 OAチェアー CNE-101/N （グレー） №7（09.9.1）

2014/4/1 より価格改定： ￥7,300 ⇒ ￥7,660
廃番
廃番

2014/4/1 より価格改定： ￥2,500 ⇒ ￥2,620
2014/4/1 より価格改定： ￥2,500 ⇒ ￥2,620
2014/4/1 より価格改定： ￥2,500 ⇒ ￥2,620
2014/4/1 より価格改定： ￥2,500 ⇒ ￥2,620
廃番
廃番

2014/4/1 より価格改定： ￥1,100 ⇒ ￥1,150
2014/4/1 より価格改定： ￥1,520 ⇒ ￥1,590
2014/4/1 より価格改定： ￥4,500 ⇒ ￥4,700
2014/4/1 より価格改定： ￥4,000 ⇒ ￥4,200
2014/4/1 より価格改定： ￥3,230 ⇒ ￥3,750
2014/4/1 より価格改定： ￥3,310 ⇒ ￥3,470

2014/4/1 より価格改定： ￥2,490 ⇒ ￥2,610
2014/4/1 より価格改定： ￥1,640 ⇒ ￥1,720
2014/4/1 より価格改定： ￥2,730 ⇒ ￥2,860
2014/4/1 より価格改定： ￥1,370 ⇒ ￥1,430

価格改定： ¥49,000 ⇒
価格改定： ¥56,800 ⇒ ¥62,300

¥53,800
価格改定： ¥69,600 ⇒ ¥76,400
価格改定： ¥61,300 ⇒ ¥67,200
価格改定： ¥82,900 ⇒
価格改定： ¥72,200 ⇒ ¥79,200

¥90,900

¥6,000 ⇒ ¥6,500

価格改定：

価格改定：

廃番 ⇒ 代替品： FS-662C ￥7,300
※30-0655-30 22cmは代替品無し

¥6,000 ⇒ ¥6,500

サイズ訂正：ﾌﾘｰｻｲｽﾞ⇒M・L どちらかお選び下さい

654 36-3001-56 OAチェアー CNE-101/B （ブルー） №7（09.9.1）

655 10-7001-10 アルミフレーム式クリーンブース / CBC №15（10.11.20）

655 10-7001-11 組立式クリーンブース / KCB-1520 №15（10.11.20）

656 35-0100-19 クリーンロッカー / SCR-1500B №15（10.11.20）

656 35-0100-15～18 クリーンロッカー №15（10.11.20）

656 35-0100-15 クリーンロッカー / CL-850 №15（10.11.20）

656 35-0100-16 クリーンロッカー / CL-600 №15（10.11.20）

656 35-0100-17 クリーンロッカー / CLC-850 №15（10.11.20）

656 35-0100-18 クリーンロッカー / CLC-600 №15（10.11.20）

658 32-0103-24 静電作業マット ZC-80 №39（14.4.25）

660 32-0104-40 集塵式除電エアーガン EG-1200 №14（10.8.20）

660 32-0104-41 集塵式除電ブロー装置 EGX-350 №14（10.8.20）

664 10-7201-14,15 無菌ボックス TM-40B/TM-40N №26（12.9.25）

風量変更： 1.6/2.0㎥/min ⇒ 2.0㎥/min
電気容量変更： 35VA ⇒ 104/98W

集塵効率変更： 99.97％以上0.3μm
⇒ 99.99％以上0.3μm

風量訂正： 3.4/4.5㎡/min ⇒ 3.4/4.5㎥/min

クリーンモジュールユニット変更
集塵効率変更： 99.97％以上0.3μm

⇒ 99.99％以上0.3μm
風量変更： 3.4/4.5㎡/min ⇒ 3.0/3.5㎥/min

風量変更： 0.8/1.0㎥/min ⇒ 1.0㎥/min
電気容量変更： 20VA ⇒ 52/47W

価格改定：

価格改定： ¥330,000⇒

クリーンモジュールユニット変更
集塵効率変更： 99.97％以上0.3μm

⇒ 99.99％以上0.3μm
風量変更： 3.4/4.5㎥/min ⇒ 3.0/3.5㎥/min
電気容量変更： 32/38W ⇒ 28/36W
クリーンモジュールユニット変更
寸法： W250×D250×H130 ⇒ W260×D260×H150
集塵効率変更： 99.99％以上0.3μm

⇒ 99.97％以上0.3μm
外形寸法変更： H1920mm ⇒ H1935mm

¥346,500

¥6,000

外形寸法訂正： W800×D500×H500mm
⇒ W800×D550×H500mm

クリーンモジュールユニット変更

⇒ ¥6,500

ﾓﾃﾞﾙﾁｪﾝｼﾞ ⇒ EGX-350N ￥410,000
（詳細はお問合わせ下さい）

取扱中止

風量変更： 0.8/1.0㎥/min ⇒ 1.0㎥/min
電気容量変更： 20VA ⇒ 52/47W

風量変更： 1.6/2.0㎥/min ⇒ 2.0㎥/min
電気容量変更： 35VA ⇒ 104/98W

03505

665 10-7101-50～52 簡易型クリーンフードCCF型 №15（10.11.20）

クリーンモジュールユニット変更
外寸（高さ）変更： H615 ⇒ H500
追記：※外寸にﾌｨﾙﾀｰﾕﾆｯﾄ部分は含まれません。
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頁 製品コード 品 名 ・ 型 番 №（発行日）

■テラオカ総合カタログ№1000 改正表№1-No.41

変 更 箇 所

665 10-7101-60～62 簡易型クリーンベンチCCB型 №15（10.11.20）

665 10-7101-55～57 簡易型クリーンベンチCCB-B型 №15（10.11.20）

665 10-7101-55 簡易型クリーンベンチ / CCB-1B №15（10.11.20）

665 10-7101-56 簡易型クリーンベンチ / CCB-2B №15（10.11.20）

665 10-7101-57 簡易型クリーンベンチ / CCB-3B №15（10.11.20）

666 10-0302-10 ミニドラフト / MND-1 №15（10.11.20）

666 10-0302-11 簡易ボックス / DC-700 №15（10.11.20）

666 10-0302-12
品名/パーソナルドラフト DFK-800
材質/扉・・・・70、180ｍｍの2点で開放
排気/・・・・ｼﾛｯｺﾌｧﾝ27/39W、1.3/1.4㎥/min

№1（09.2.9）

666 10-0302-12 パーソナルドラフト / DFH-800 №15（10.11.20）

666 10-0302-17 ドラフト用フィルター 活性炭フィルター №38（14.3.25）

666 10-0302-18 ドラフト用フィルター 防塵フィルター №38（14.3.25）

667 10-0301-01～03 卓上型プッシュプル換気装置 ラミナーテーブル №8（09.11.20）

669 10-0301-70～72 ヒュームフード AURA-E型 №21（11.11.25）

¥4,500 ⇒ ¥5,000
価格改定： ⇒ ¥5,600
価格改定：

¥3,800

型番訂正⇒DFH-800
仕様変更⇒50mmピッチで上下可変
仕様変更⇒28/32W、1.6/1.4㎥/min

廃番

外形寸法変更： H655mm ⇒ H500mm
追記：※外寸にﾌｨﾙﾀｰﾕﾆｯﾄ部分は含まれません。
仕様変更： [排気] 27/39W 1.3/1.4㎥/min

⇒ 28/32W 1.6/1.8㎥/min

外形寸法変更： H655mm ⇒ H500mm
追記：※外寸にﾌｧﾝﾎﾞｯｸｽ部分は含まれません。
有効内寸 ⇒ 行削除
ｶﾞｲﾄﾞﾚｰﾙ材質： アクリル ⇒ 高分子量ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ

外寸： W1200×D500×H615 ⇒ W1200×D523×H500

表記追記：※引合連絡書ご提出後の御見積となります。
表記変更： ⇒

仕様変更： [排気] 27/39W 1.3/1.4㎥/min
⇒ 28/32W 1.6/1.8㎥/min

外寸： W700×D400×H615 ⇒ W700×D423×H500

クリーンモジュールユニット変更
外寸（高さ）変更： H615 ⇒ H500
追記：※外寸にﾌｨﾙﾀｰﾕﾆｯﾄ部分は含まれません。
風量変更： 0.8/1.0㎥/min ⇒ 1.0㎥/min
クリーンモジュールユニット変更
追記：※外寸にﾌｨﾙﾀｰﾕﾆｯﾄ部分は含まれません。
風量変更： 0.8/1.0㎥/min ⇒ 1.0㎥/min

モデルチェンジ機種も廃番となりました。
代替品はお問合わせ下さい。

外寸： W800×D500×H615 ⇒ W800×D523×H500

12505 御見積

670 10-0301-60～62 ヒュームフード AFG-ST №24（12.5.25）

670 10-0301-80 ダクトレスヒュームフード FE-660 №4（09.4.20）

670 10-0301-81 ダクトレスヒュームフード FE-660D №4（09.4.20）

670 10-0301-86 ダクトレスヒュームフード FE-2620 №21（11.11.25）

670 10-0301-87,88 ダクトレスヒュームフード FE-660、FE-660D №21（11.11.25）

673 40-1001-01～04 イノバイブ ケージングシステム №22（12.2.24）

674 33-0301-60 サンプルテイキングポール 2.7ｍ / WLW2005 №25（12.7.25）

674 33-0301-61 サンプルテイキングポール 4.0ｍ / WLW2055 №25（12.7.25）

674 33-0301-62 ビーカーアタッチメント / WLW2027 №16（11.2.15）

674 33-0301-63 振り子式ビーカーアタッチメント / WLW2029 №16（11.2.15）

674 33-0301-64 ステンビーカーアタッチメント / WLW2999 №16（11.2.15）

674 33-0301-65 ボトルクランプアタッチメント / WLW2028 №16（11.2.15）

674 33-0301-66 ウォーターランディングネットアタッチメント / WLW2050 №25（12.7.25）

674 33-0301-67 ざるアタッチメント / WLW2014 №25（12.7.25）

675 33-0302-01 ポリエチレン製ディスポサンプラー 24本入 / JPSL2212 №25（12.7.25）

675 33-0302-02 ポリエチレン製ディスポサンプラー / JPSL2212S №25（12.7.25）

675 33-0302-05 ﾃﾞｨｽﾎﾟﾘｷｻﾝﾌﾟﾗｰ ﾃﾞｨｽﾎﾟﾘｷ50 20個入 / SS-LTP050 №30（13.3.25）

675 33-0302-06 ディスポリキ50 / SS-LTP051 №25（12.7.25）

675 33-0302-07 ﾃﾞｨｽﾎﾟﾘｷｻﾝﾌﾟﾗｰ ﾃﾞｨｽﾎﾟﾘｷ100 20個入 / SS-LTP100 №30（13.3.25）

675 33-0302-08 ディスポリキ100 / SS-LTP101 №25（12.7.25）

675 33-0302-10 ﾃﾞｨｽﾎﾟﾋﾞｽｺｻﾝﾌﾟﾗｰ ﾃﾞｨｽﾎﾟﾋﾞｽｺ50 20個入 / SS-VTP050 №30（13.3.25）

675 33-0302-11 ディスポビスコ50 / SS-VTP051 №25（12.7.25）

675 33-0302-12 ﾃﾞｨｽﾎﾟﾋﾞｽｺｻﾝﾌﾟﾗｰ ﾃﾞｨｽﾎﾟﾋﾞｽｺ100 20個入 / SS-VTP100 №30（13.3.25）

675 33-0302-13 ディスポビスコ100 / SS-VTP101 №25（12.7.25）

678 24-4099-50,51 ワグネルポット（畑作用） №27（12.11.26）

679 14-4610-10 デジタル硬度計 KHT-20N №13（10.6.15）

679 14-4610-11 硬度計専用ミニプリンター KP-301 №13（10.6.15）

679 14-4610-15 木屋式硬度計 C №7（09.9.1）

680 33-0101-25 アネモマスター®風速計 No.6113 №16（11.2.15）

680 33-0101-26 アネモマスター®風速計 No.6114 №16（11.2.15）

680 33-0101-27 アネモマスター®風速計 No.6115 №16（11.2.15）

取扱中止

取扱中止
2012/9/1 より価格改定： ￥2,800 ⇒ ￥3,400

2012/9/1 より価格改定： ￥12,500 ⇒ ￥13,000
2012/9/1 より価格改定： ￥13,000 ⇒ ￥14,500

2012/9/1 より価格改定： ￥1,900 ⇒ ￥2,600

2012/9/1 より価格改定： ￥1,900 ⇒ ￥2,600

2012/9/1 より価格改定： ￥34,000 ⇒ ￥38,000
2012/9/1 より価格改定： ￥2,500 ⇒ ￥3,100

2011/4/1 より価格改定： ￥11,000 ⇒ ￥11,500

2011/4/1 より価格改定： ￥13,500 ⇒ ￥14,000

取扱中止

取扱中止

2012/9/1 より価格改定： ￥20,500 ⇒ ￥24,000

廃番

2012/9/1 より価格改定： ￥16,000 ⇒ ￥20,000

価格改定： ¥198,000

⇒

⇒

廃番

¥180,000

¥195,000

2011/4/1 より価格改定： ￥9,500 ⇒ ￥10,000

価格改定：

2011/4/1 より価格改定： ￥11,000 ⇒ ￥12,000

¥250,000

2012/9/1 より価格改定： ￥2,800 ⇒ ￥3,400

製品コード訂正 ⇒ 10-0301-87

価格改定： ¥155,000

取扱中止

製品コード訂正 ⇒ 10-0301-88

廃番 ⇒ 代替品： 14-4610-12 ﾃﾞｼﾞﾀﾙ硬度計 KHT-40N

¥190,000¥200,000 ⇒

廃番 ※代替品はお問合わせ下さい。

廃番

⇒

価格改定：

廃番 ※後継機種はお問合わせ下さい。

¥168,000

680 33-0101-35 アネモマスター®風速計 No.6003 №16（11.2.15）

680 33-0101-36 アネモマスター®風速計 №6004 №7（09.9.1）⇒ ¥68,000¥88,000価格改定：

廃番
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680 33-0101-40～46 クリモマスター®風速計 №25（12.7.25）

681 33-0101-23 風速計 CW-60 №14（10.8.20）

682 33-0201-11 騒音計 SL-1250 №14（10.8.20）

682 33-0201-15 騒音計/SL-1320 \29,800 №1（09.2.9）

682 33-0201-15 騒音計 SL-1320 №14（10.8.20）

682 33-0201-15 騒音計 SL-1320 №19（11.7.25）

682 33-0201-18 騒音計 SL-1371 №19（11.7.25）

683 33-0220-01 UVメーター UV-340 №19（11.7.25）

684・685 16-3302-35 校正用硫化水素ガス発生キット / HSC-10 №25（12.7.25）

684 33-0300-40～44 簡易排水試験セット №18（11.5.20）

684 33-0300-40 簡易排水試験セット（ﾄﾘｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ） / WP-132 №25（12.7.25）

684 33-0300-42 簡易排水試験セット（ﾃﾄﾗｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ） / WP-133 №25（12.7.25）

684 33-0300-44 簡易排水試験セット（1.1.1-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ） / WP-135 №25（12.7.25）

684 33-0300-45 専用検知管 No.132M №25（12.7.25）

684 33-0300-46 専用検知管 No.132LL №25（12.7.25）

684 33-0300-47 専用検知管 No.133M №25（12.7.25）

684 33-0300-48 専用検知管 No.133LL №25（12.7.25）

684 33-0300-49 専用検知管 No.135L №25（12.7.25）

685 16-3302-20 装着形一酸化炭素検知警報器 CM-7A №30（13.3.25）

686 16-3319-01 デジタル酸素濃度計 XO-326ALA №24（12.5.25）

686 16-3319-01 デジタル酸素濃度計 XO-326ⅡA №34（13.10.25）

686 16-3319-11 GOA-40D-5用延長コード(5m) 40D5-01 №33（13.8.26）

686 16-3319-12 GOA-40D-5用延長コード(10m) 40D5-02 №33（13.8.26）

686 16-3319-14 GOA-40D-5用延長コード(20m) 40D5-04 №33（13.8.26）

モデルチェンジ ⇒ XO-326ⅡsA ￥88,000
※仕様詳細はお問合わせ下さい。

廃番 ※後継品はお問合わせ下さい。

価格訂正： ¥5,200 ⇒ ¥11,300
価格訂正： ¥3,400 ⇒ ¥9,100
価格訂正： ¥2,500 ⇒ ¥8,000

ｾｯﾄ内容変更： No.721ﾁｯﾌﾟﾎﾙﾀﾞ ⇒ No.722ﾁｯﾌﾟﾎﾙﾀﾞ

廃番

サンプリング変更： 約0.8秒 ⇒ 1回/秒

表記訂正： 測定精度測 ⇒ 測定精度
表記訂正： 定範囲 ⇒ 測定範囲
寸法変更：W57×D44×H230mm⇒W57×D30×215mm

廃番で後継機種 ⇒ UV-340C ￥29,800

廃番

保存温湿度変更： -10～+60℃、70%RH以下
⇒ -20～+50℃、90%RH以下

2012/10/1 より価格改定： ￥37,700 ⇒ ￥39,000

2012/10/1 より価格改定： ￥11,100 ⇒ ￥11,200

2012/10/1 より価格改定： ￥11,100 ⇒ ￥11,200

2012/10/1 より価格改定： ￥2,200 ⇒ ￥2,300
2012/10/1 より価格改定： ￥1,900 ⇒ ￥2,000

2012/10/1 より価格改定： ￥1,900 ⇒ ￥2,000

価格訂正 ⇒ \17,800

2012/10/1 より価格改定： ￥10,800 ⇒ ￥11,000
2012/10/1 より価格改定： ￥1,900 ⇒ ￥2,000

2012/10/1 より価格改定： ￥2,200 ⇒ ￥2,300

表記変更： ⇒

モデルチェンジ（仕様詳細はお問合わせ下さい）
後継機種： CM-8A ￥65,000

03505 03803

686 16-3319-14 GOA-40D-5用延長コード(20m) 40D5-04 №33（13.8.26）

686 16-3319-16 GOA-40D-5用延長コード(30m) 40D5-06 №33（13.8.26）

687 16-3302-50,52 CO₂モニタ MA1000、MA5000 №20（11.9.26）

688 16-3319-22 CO２アラーム計（SenseAir Alarm） \162,000 ⇒ №1（09.2.9）

688 16-3319-23 ハンディタイプCO２計（SenseAir） \162,000 ⇒ №1（09.2.9）

689 16-3301-60,61 自動ガス採取装置GSP-300シリーズ №18（11.5.20）

689 16-3301-81 ガス採取用スタンド(三脚) U-9800 №33（13.8.26）

690 16-3301-40 携帯形ガス採取装置 GSP-250FT №33（13.8.26）

690 16-3301-41 携帯形ガス採取装置 GSP-2LFT №33（13.8.26）

690 16-3301-42 ガス採取装置スタンド / U-8000 №9（10.2.2）

690 16-3301-44 分岐管 GSP-2BRA №33（13.8.26）

690 16-3301-45 GSP-250FT用全天候カバー RC-1 №33（13.8.26）

692 16-3301-10 ガス採取器 GV-100S №25（12.7.25）

692 16-3301-11 ガス採取器 GV-100LS №25（12.7.25）

692 16-3301-21 スモークテスター No.500 №18（11.5.20）

692 16-3301-24 ホットプローブ No.340 №25（12.7.25）

692 16-3301-25 ホットプローブホルダー No.345A №25（12.7.25）

692 16-3301-26 延長採取管 5ｍ / No.350A №36（14.1.28）

692 16-3301-27 延長採取管 10ｍ / No.350A-10 №36（14.1.28）

692 16-3301-28 延長採取管ガードゴム No.357 №36（14.1.28）

694～703 ガステック検知管 価格表示￥1,900 №25（12.7.25）

694～703 ガステック検知管 価格表示￥2,200 №25（12.7.25）

694 ガステック検知管 イソブタン №14（10.8.20）

694 ガステック検知管 イソブテン 101L №14（10.8.20）

694 ガステック検知管 イソペンタン 103 №14（10.8.20）

695 ガステック検知管 一酸化炭素 1LK №14（10.8.20）

695 ガステック検知管 エタノール №14（10.8.20）

型番変更： No.350A ⇒ No.351A-5
価格改定： ￥4,500 ⇒ ￥7,500

型番変更： No.357 ⇒ No.358

廃番 ※代替品はお問合わせ下さい
廃番 ※代替品はお問合わせ下さい

廃番
廃番

価格訂正： ¥5,200 ⇒ ¥11,300
価格訂正： ¥7,000 ⇒ ¥13,500

2012/10/1 より価格改定： ￥2,200 ⇒ ￥2,300

表記訂正

2012/10/1 より価格改定： ￥7,000 ⇒ ￥10,000

2012/10/1 より価格改定： ￥1,900 ⇒ ￥2,000

標準付属品変更： チップホルダ（No.721）
⇒ チップホルダ（No.722）

許容濃度訂正： 1000(US) ⇒ －

製造中止

表記訂正

構成変更： チップホルダ（No.721）
⇒ チップホルダ（No.722）

型番変更： No.350A-10 ⇒ No.351A-10
価格改定： ￥5,500 ⇒ ￥8,500

型番変更： U-9800 ⇒ GSP-TRIPOD

2012/10/1 より価格改定： ￥20,300 ⇒ ￥21,500

2012/10/1 より価格改定： ￥3,500 ⇒ ￥7,000

2012/10/1 より価格改定： ￥19,000 ⇒ ￥20,000

許容濃度訂正： － ⇒ 1000(US)

廃番 ⇒ 代替品： 16-3301-81 U-9800 ￥11,000

許容濃度訂正： － ⇒ 250(US)

許容濃度訂正： － ⇒ 600(US)

備考訂正： 水素の影響なし ⇒ 水素10％以上で影響なし

03005 04305

03005 04305

695 ガステック検知管 エチレン 172 №14（10.8.20）
測定範囲訂正： 25～800 ⇒ 25～1680
吸引回数追記： 0.5
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695 ガステック検知管 エチレン 172L №14（10.8.20）

696 ガステック検知管 クロロホルム 137Ｌ №9（10.2.2）

696 ガステック検知管 塩化エチル 138 №14（10.8.20）

696 ガステック検知管 塩素 8LL №14（10.8.20）

696 ガステック検知管 オクタン №14（10.8.20）

696 ガステック検知管 クロロブロモメタン 136L №14（10.8.20）

697 ガステック検知管 酢酸ペンチル 147 №14（10.8.20）

697 ガステック検知管 シクロヘキサノン №14（10.8.20）

698 ガステック検知管 ジビニルメトキシシラン 113L №14（10.8.20）

698 ガステック検知管 臭化n-ブチル №14（10.8.20）

698 ガステック検知管 臭化n-プロピル 136La №14（10.8.20）

698 ガステック検知管 臭化ベンジル 136L №14（10.8.20）

698 ガステック検知管 臭化メチル №14（10.8.20）

699 ガステック検知管 テトラカルボニルニッケル №14（10.8.20）

699 ガステック検知管 テトラヒドロフラン №14（10.8.20）

699 ガステック検知管 トリクロロエチレン №14（10.8.20）

700 ガステック検知管 トルエン №14（10.8.20）

700 ガステック検知管 二酸化イオウ №14（10.8.20）

700 ガステック検知管 ニッケルカルボニル 20L №14（10.8.20）

700 ガステック検知管 二硫化炭素 №14（10.8.20）

700 ガステック検知管 1-ブタノール 114 №14（10.8.20）

701 ガステック検知管 フッ化水素 №14（10.8.20）

701 ガステック検知管 フッ素 17 №14（10.8.20）

701 ガステック検知管 プロピオンアルデヒド №14（10.8.20）

701 ガステック検知管 プロピレンイミン №14（10.8.20）

測定範囲訂正： 0.5～50 ⇒ 1.25～50

許容濃度訂正： － ⇒ 20(US)

許容濃度訂正： 2(J,US) ⇒ 2(J) 0.2(US)

許容濃度訂正： 10(J,E) 1(US) ⇒ 10(J) 1(US,E)

許容濃度追記 ⇒ 20(US)

許容濃度訂正： 3(J) 2(E) 0.5(US) ⇒ 3(J) 0.5(US,E)

許容濃度訂正： 200(J,E) 50(US) ⇒ 200(J) 50(US,E)

許容濃度訂正： 25(J,E) 10(US) ⇒ 25(J) 10(US,E)

許容濃度訂正： 50(J,E) 20(US) ⇒ 50(J) 20(US,E)

許容濃度訂正： 検(J) 2(US) ⇒ 検(J)

削除

測定範囲訂正： 0.2～50 ⇒ 0.2～100
吸引回数追記： 2

廃番 ⇒ 後継品 クロロホルム 137ＬＡ ￥2,200
（詳細はお問い合わせ下さい。）

化学式追記： CH3(CH2)2Br

許容濃度訂正： ー ⇒ 10(US)

化学式追記： C4H9Br

許容濃度訂正： 100(J,E) 50(US) ⇒ 100(E) 50(US,J)

許容濃度訂正： 25(J,E) 20(US) ⇒ 25(J) 20(US,E)

許容濃度訂正： 300(J,US) ⇒ 300(US) 30(J)

測定範囲訂正： 0.025～20 ⇒ 0.025～2.0

測定範囲訂正： 25～850 ⇒ 10～100

許容濃度訂正： 1(J,US) 5(E) ⇒ 1(J,US,E)

削除

測定範囲訂正： 9～90 ⇒ 11～110

化学式訂正： (CH2:CH2)2CH3OSi ⇒ (CH2CH)2SiHOCH3

有効期限訂正： 2 ⇒ 3

701 ガステック検知管 ブロモクロロメタン 135 №14（10.8.20）

701 ガステック検知管 ヘキサメチレンジアミン 180L №14（10.8.20）

702 ガステック検知管 ホスフィン 7H №14（10.8.20）

702 ガステック検知管 ホルムアルデヒド №14（10.8.20）

702 ガステック検知管 ミネラルスピリット №14（10.8.20）

703 ガステック検知管 1-メトキシ-2-プロパノール №14（10.8.20）

703 ガステック検知管 ヨウ素 9L №14（10.8.20）

704 ガステック検知管 エタノール 112D №14（10.8.20）

704 ガステック検知管 トリクロロエチレン 132D №14（10.8.20）

704 ガステック検知管 トルエン 122DL №14（10.8.20）

704 ガステック検知管 二酸化イオウ №14（10.8.20）

704 ガステック検知管 フッ化水素 №14（10.8.20）

704 ガステック検知管 ホルムアルデヒド 91D №14（10.8.20）

704 ガステック検知管 メチルアミン 3DL №14（10.8.20）

705 ガステック検知管 二硫化ジメチル 53 №14（10.8.20）

705 ガステック検知管 フロン112 №14（10.8.20）

705 ガステック検知管 フロン113a №14（10.8.20）

705 ガステック検知管 フロン141b 51L №14（10.8.20）

705 ガステック検知管 フロン225 51L №14（10.8.20）

706 14-4401-01 ポケットライン差圧計 testo510 №36（14.1.28）

707 16-3310-10～58 テドラーバッグ №16（11.2.15）

707 16-3311-50 アルミバッグ 1L №27（12.11.26）

707 16-3311-53 アルミバッグ 7L №27（12.11.26）

708 16-3310-70 ガスバッグ 500ml / No.255101 №18（11.5.20）

708 16-3310-71 ガスバッグ 1L / No.255102 №18（11.5.20）

708 16-3310-72 ガスバッグ 2L / No.255103 №18（11.5.20）

708 16-3310-73 ガスバッグ 3L / No.255104 №18（11.5.20）

708 16-3310-74 ガスバッグ 4L / No.255105 №18（11.5.20）

708 16-3310-75 ガスバッグ 5L / No.255106 №18（11.5.20）

708 16-3310-76 ガスバッグ 8L / No.255107 №18（11.5.20）

708 16-3310-77 ガスバッグ 10L / No.255108 №18（11.5.20）

価格改定： ¥31,000 ⇒ ¥33,000

測定範囲訂正： 125～4800 ⇒ 200～4800

許容濃度訂正： 検(J) 2(US) ⇒ 検(J)

許容濃度訂正： 3(J) 2(E) 0.5(US) ⇒ 3(J) 0.5(US,E)

価格改定： ¥9,550 ⇒ ¥7,900

価格改定： ¥3,800 ⇒ ¥4,100

価格改定： ¥6,900 ⇒ ¥7,000

価格改定： ¥3,300 ⇒ ¥3,600

価格改定： ¥3,550 ⇒ ¥3,800

¥2,200 ⇒ ¥2,400

価格改定： ¥2,450 ⇒ ¥2,700

価格改定：

⇒ ¥2,400価格改定：

許容濃度訂正： 500(US) ⇒ 50(US)

測定範囲訂正： 1.4～2.8 ⇒ 1.4～28

サイズ変更： 200×150 ⇒ 250×160
廃番

有効期限訂正： 3 ⇒ 2

測定範囲訂正： 0.9～18 ⇒ 1.1～22

許容濃度訂正： － ⇒ 0.5(US)

¥2,200

許容濃度訂正： 0.1(J) ⇒ 0.1(J,E)

許容濃度訂正： － ⇒ 100(US)

許容濃度追記 ⇒ 0.01(US)

許容濃度訂正： 1000(US) ⇒ －

許容濃度訂正： 25(J,E) 10(US) ⇒ 25(J) 10(US,E)

許容濃度訂正： 50(J,E) 20(US) ⇒ 50(J) 20(US,E)

許容濃度訂正： － ⇒ 0.5(US)

吸引回数訂正： 0.5,①,2 ⇒ 0.5,①

許容濃度訂正： 0.1(J) ⇒ 0.1(J,E)

許容濃度訂正： 100mg/㎥(US) ⇒ 100(US)

化学式訂正： BrCH2Cl ⇒ CH2BrCl

廃番

708 16-3310-77 ガスバッグ 10L / No.255108 №18（11.5.20）

708 16-3310-78 ガスバッグ 1L（両口） / No.255109 №18（11.5.20）⇒ ¥3,300

価格改定： ¥9,550 ⇒ ¥7,900

価格改定： ¥3,000
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708 16-3310-79 ガスバッグ 2L（両口） / No.255110 №18（11.5.20）

708 16-3310-80 ガスバッグ 4L（両口） / No.255111 №18（11.5.20）

708 16-3310-81 ガスバッグ 8L（両口） / No.255112 №18（11.5.20）

708 16-3310-83 ガスバッグ 2L グリーン / No.255201 №25（12.7.25）

708 16-3310-84 ガスバッグ 3L グリーン / No.255202 №25（12.7.25）

708 16-3310-85 ガスバッグ 5L グリーン / No.255203 №25（12.7.25）

708 16-3311-60,61 ニオイ袋 №23（12.4.25）

708 16-3311-62 ニオイ袋用鼻あて №19（11.7.25）

708 16-3311-65 フレックスポンプ /DCI-N №7（09.9.1）

708 16-3311-66 フレックスポンプ /DCI-N専用カセット №7（09.9.1）

709 30-0510-15,16 ドライボックス用ネオプレン手袋 №19（11.7.25）

710 30-0523-01～03 品質管理用手袋 マチなし （12双入） №18（11.5.20）

710 30-0523-04～06 品質管理用手袋 マチつき （12双入） №18（11.5.20）

710 30-0599-10～12 巻指サック №38（14.3.25）

710 30-0599-15～19 仁王ウレタン指サック №26（12.9.25）

711 30-0508-19～22 静電気対策用手袋 ダイローブH4 №23（12.4.25）

711 30-0509-10～15 手術用手袋 №10（10.3.17）

712 30-0520-10,11 マイポリエチレングローブ（ピンク） №34（13.10.25）

712 30-0520-21 サクラメン手袋 エンボスＭ 100枚 №3（09.3.20）

712 30-0520-22 サクラメン手袋 エンボスＬ 100枚 №3（09.3.20）

712 30-0521-01～32 ディスポグラブ №8（09.11.20）

712 30-0521-10～12 ディスポグラブ ラテックスパウダー付 №34（13.10.25）

713 30-0523-45～48 ニューニトリル極薄手袋 №29（13.2.25）

714 30-0522-01～04 耐油手袋 ダイローブ220 №23（12.4.25）

714 30-0523-40,41 ニトリル極薄手袋 No.560 №34（13.10.25）

715 30-0502-21 耐溶剤手袋 ダイローブ550 №23（12.4.25）

715 30-0502-25～28 耐溶剤手袋 ダイローブ440 №23（12.4.25）

715 30-0502-30～32 ダイローブH202 №23（12.4.25）

廃番

¥4,650 ⇒ ¥5,000

価格改定：

価格改定： ¥4,100 ⇒ ¥4,700

¥3,300

¥43,600 ¥46,500

価格改定：

表記追記⇒●入数：100枚

¥3,600 ⇒ ¥4,100

¥7,650

価格改定：

¥3,600⇒

価格改定： ¥4,600

価格改定：

別途送料￥800-申し受けます。

⇒ ¥8,300

価格改定： ¥750

価格改定：

¥4,400 ⇒ ¥4,800

取扱中止

価格改定：

価格改定：

⇒ ¥900

廃番

表記追記： 管理医療機器 クラスⅡ

価格改定：

製品コード訂正⇒30-0520-31

⇒ ¥32,700¥31,300

在庫限りで廃番

¥800

⇒ ¥1,200

製品コード訂正⇒30-0520-32

価格改定： ¥1,650

在庫限りで廃番（代替品は透明タイプ）
代替品：30-0520-15～16 ﾏｲﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝｸﾞﾛｰﾌﾞ（透明）

⇒ ¥1,900

¥3,100¥2,600 ⇒

⇒ ¥5,450

⇒

⇒

¥2,500
価格改定： ¥3,500 ⇒ ¥3,600

価格改定： ¥2,200

⇒ ¥950

価格改定： ¥1,000

廃番

価格改定：

廃番

715 30-0502-30～32 ダイローブH202 №23（12.4.25）

715 30-0502-35～38 ダイローブH203 №23（12.4.25）

716 30-0503-08～11 耐溶剤手袋 ダイローブ223 №23（12.4.25）

716 30-0504-19～22 耐溶剤手袋 ダイローブ20 №23（12.4.25）

716 30-0505-20 耐溶剤手袋 バイテロン L №20（11.9.26）

716 30-0505-21 耐溶剤手袋 バイテロン S №20（11.9.26）

716 30-0508-09～12 耐溶剤手袋 ダイローブH3 №23（12.4.25）

717 30-0501-01 エフテロングローブ（強力耐酸手袋） A-10 №20（11.9.26）

717 30-0501-02 エフテロングローブ（強力耐酸手袋） A-20 №20（11.9.26）

717 30-0501-03 エフテロングローブ（強力耐酸手袋） A-22 №20（11.9.26）

717 30-0501-04 エフテロングローブ（強力耐酸手袋） A-32 №20（11.9.26）

717 30-0501-05 エフテロングローブ（強力耐酸手袋） A-20L №20（11.9.26）

717 30-0501-06 エフテロングローブ（強力耐酸手袋） A-22L №20（11.9.26）

717 30-0501-09 エフテロングローブ（強力耐酸手袋） B-22 №20（11.9.26）

717 30-0501-12 エフテロングローブ（強力耐酸手袋） B-22L №20（11.9.26）

717 30-0501-15,16 耐酸用手袋 マイティダイヤ №23（12.4.25）

717 30-0501-17 耐酸用手袋 マイティダイヤ ロング / A95-55L №23（12.4.25）

717 30-0502-10～13 耐溶剤手袋 ダイローブ5500 №23（12.4.25）

717 30-0502-20 耐溶剤手袋 ダイローブ5500-55L №23（12.4.25）

718 30-0513-60 ゼテックス®アルミ被膜手袋 28cm / 20308-1100 №18（11.5.20）

718 30-0513-65 ゼテックスプラス®ミットン 28㎝ / 21112-1100-ZP №11（10.4.15）

720 30-0524-22 テクノーラ®作業手袋 EGG-4 №22（12.2.24）

720 30-0524-25 テクノーラ®作業手袋 EGG-301 №22（12.2.24）

720 30-0524-25 作業手袋 EGG-301 №29（13.2.25）

721 30-0513-10 耐熱手袋 №26（12.9.25）

721 30-0513-11 耐熱手袋 300℃ №4（09.4.20）

721 30-0513-51 耐熱ミトン 大 №29（13.2.25）

722 30-0514-10,11 防寒用手袋 ダイローブ102 №23（12.4.25）

722 30-0514-12,13 防寒用手袋 ダイローブ118 №23（12.4.25）

722 30-0514-30 クライオグローブ D-MAM №26（12.9.25）

722 30-0514-31 クライオグローブ D-MAL №26（12.9.25）

¥3,600

表記削除 ⇒ （材質） ステンレススチールファイバー

¥3,100

廃番

⇒

価格改定：

価格改定：

価格改定： ¥3,500 ⇒

廃番

¥700 ⇒ ¥750

価格改定： ¥4,500 ⇒ ¥4,750

¥4,450

¥4,000

価格改定： ¥4,500 ⇒ ¥4,750

¥4,200 ⇒

価格改定：

価格改定： ¥4,600 ⇒ ¥5,000

価格改定： ¥10,000 ⇒ ¥10,600

¥10,600
価格改定： ¥3,900 ⇒

価格改定： ¥3,500 ⇒ ¥3,600

価格改定： ¥8,200 ⇒ ¥8,500

価格改定： ¥2,000 ⇒ ¥2,150

価格改定： ¥3,200 ⇒ ¥4,000

価格改定： ¥10,000 ⇒

¥4,200

価格改定： ¥7,700 ⇒ ¥9,400

価格改定：

価格改定： ¥9,400

価格改定： ¥2,500

価格改定：

価格改定： ¥1,200 ⇒ ¥1,450

廃番
¥1,900 ⇒ ¥1,140

⇒ ¥9,800

¥6,000 ⇒

¥3,900 ⇒ ¥4,300

価格訂正：

廃番

¥3,100 ⇒ ¥3,500

¥6,400

表記訂正： 耐油 ⇒ 耐熱

価格改定： ⇒ ¥18,600
価格改定： ¥20,600 ⇒ ¥18,600

⇒

価格改定：

廃番

¥20,600

¥2,700

722 30-0514-31 クライオグローブ D-MAL №26（12.9.25）

722 30-0514-32 クライオグローブ D-EBM №30（13.3.25）

722 30-0514-33 クライオグローブ D-SHM №26（12.9.25）価格改定：

価格改定： ⇒ ¥18,600
¥18,600 ⇒ ¥23,000
¥42,300 ⇒

価格訂正：

¥35,000

¥20,600
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頁 製品コード 品 名 ・ 型 番 №（発行日）

■テラオカ総合カタログ№1000 改正表№1-No.41

変 更 箇 所
722 30-0514-34 クライオグローブ D-MAM-WP №26（12.9.25）

722 30-0514-35 クライオグローブ D-MAL-WP №26（12.9.25）

722 30-0514-36 クライオグローブ D-EBM-WP №26（12.9.25）

722 30-0514-37 クライオグローブ D-EBL-WP №26（12.9.25）

724 30-0590-10 ナイロン胸前掛 №29（13.2.25）

724 30-0590-18～19 ワンタッチウレタン前掛 №332001、№33200 №7（09.9.1）

724 30-0590-20,21 エバライトエプロン №34（13.10.25）

724 30-0590-40 ビニール腕カバー 12双入 №16（11.2.15）

725 30-0102-11 ペパリーゼマスク H-2 （50枚） №19（11.7.25）

725 30-0103-10 ベンコットマスク №18（11.5.20）

725 30-0103-20 ベンコット活性炭マスク №27（12.11.26）

726 30-0101-34 3M簡易マスク CR-1800 №19（11.7.25）

726 30-0103-50 アイソレーションマスク No.5109 №6（09.7.1）

726 30-0103-51 バイリーン フェイスマスク №15（10.11.20）

727 30-0104-40 ケンコーマスク 801型 №20（11.9.26）

728 30-0105-03 3M防じんマスク No.8000J （50枚） №30（13.3.25）

728 30-0105-04 3M防じんマスク / No.8710-DS1 №16（11.2.15）

728 30-0105-04 3M防じんマスク No.8710-DS1 （22枚入） №22（12.2.24）

728 30-0105-04 3M防じんマスク No.8710-DS1 （22枚） №30（13.3.25）

728 30-0105-05 3M防じんマスク / No.8812-DS1 №16（11.2.15）

728 30-0105-05 3M防じんマスク No.8812J-DS1 （10枚） №30（13.3.25）

728 30-0105-06 3M防じんマスク / No.9913-DS1 №16（11.2.15）

728 30-0105-06 3M防じんマスク No.9913-DS1 （11枚入） №22（12.2.24）

728 30-0105-06 3M防じんマスク No.9913-DS1 （11枚） №30（13.3.25）

728 30-0105-07 3M防じんマスク No.9926-DS2 （10枚） №30（13.3.25）

728 30-0105-08 3M防じんマスク No.8577-DL2 （10枚） №30（13.3.25）

728 30-0105-09 3M防じんマスク No.8822A-DS2 （10枚入） №22（12.2.24）

廃番

2013/4/1 より価格改定： ￥8,500 ⇒ ￥8,650

取扱中止

粒子捕集効率変更： 98.0％ ⇒ 91.0％

廃番

増量Boxに変更 入数： 20枚 ⇒ 22枚

粒子捕集効率変更： 97.4％ ⇒ 96.1％

製造中止 ⇒ 代替品： 12双入 ￥4,500

⇒ ¥3,650

取扱中止

型番変更： No.8812-DS1 ⇒ No.8812J-DS1
粒子捕集効率変更： 92.0％ ⇒ 98.4％

増量Boxに変更 入数： 10枚 ⇒ 11枚

¥28,500

価格改定：

⇒
価格改定：

¥3,500

価格改定：

廃番

廃番

包装形態変更： ﾌﾞﾘｽﾀｰｹｰｽ ⇒ 簡易包装
価格改定： ￥1,600 ⇒ ￥1,500

⇒ ¥23,000
価格改定： ¥23,000

廃番

廃番

2013/4/1 より価格改定： ￥5,500 ⇒ ￥6,200

¥48,000
¥43,500

2013/4/1 より価格改定： ￥5,900 ⇒ ￥6,160

2013/4/1 より価格改定： ￥3,200 ⇒ ￥3,260

2013/4/1 より価格改定： ￥4,400 ⇒ ￥4,550

¥29,200

⇒

廃番

価格改定：

⇒ ¥29,200

2013/4/1 より価格改定： ￥7,160 ⇒ ￥7,300

¥28,500

728 30-0105-09 3M防じんマスク No.8822A-DS2 （10枚入） №22（12.2.24）

728 30-0105-10 3M防じんマスク / No.8210J-DS2 №16（11.2.15）

728 30-0105-10 3M防じんマスク No.8210J-DS2 （20枚入） №22（12.2.24）

728 30-0105-10 3M防じんマスク No.8210J-DS2 （20枚） №30（13.3.25）

730 30-0101-14 ブレスリングブロワーマスク BL-100S №8（09.11.20）

731 30-0150-26 取替え式防じんマスク 1180-04型 №26（12.9.25）

731 30-0150-27 取替え式防じんマスク 1180C-04型 №26（12.9.25）

732 30-0151-01 全面形ブレスリンクブロワーマスク BL-700H №18（11.5.20）

732 30-0151-02 サカヰ式 BL-100H型 №8（09.11.20）

732 30-0151-03 サカヰ式マスク BL-50型 №14（10.8.20）

733 30-0151-10 防毒マスク G7-05型 №21（11.11.25）

733 30-0151-31 防毒マスク DD3-02型 №14（10.8.20）

734 30-0104-81 3M防毒マスク No.3200面体 №29（13.2.25）

734 30-0104-85 3M直結式小型吸収缶 No.3011J-55 №22（12.2.24）

734 30-0104-87 3M直結式小型吸収缶 No.3011J-100 №22（12.2.24）

734 30-0105-20～24 3M防毒マスク7700シリーズ №29（13.2.25）

735 30-0654-01～10 安全靴 SS11黒（帯電防止） №34（13.10.25）

735 30-0654-01～10 安全靴 SS11黒（帯電防止） №38（14.3.25）

735 30-0654-11～20 安全靴 SS11茶（帯電防止） №34（13.10.25）

735 30-0654-11～20 安全靴 SS11茶（帯電防止） №38（14.3.25）

735 30-0654-21～30 安全靴 SS11紺（帯電防止） №34（13.10.25）

735 30-0654-21～30 安全靴 SS11紺（帯電防止） №38（14.3.25）

735 30-0654-31～40 安全靴 No.7511ブルー（静電仕様） №34（13.10.25）

735 30-0654-41～50 安全靴 No.7511黒（静電仕様） №34（13.10.25）

（帯電防止） の表記削除

（帯電防止） の表記削除

（帯電防止） の表記削除
¥12,700

価格改定： ¥9,600 ⇒ ¥10,600
価格改定： ¥11,600 ⇒

¥11,600 ⇒ ¥12,700価格改定：

⇒ ¥12,700

2011年12月上旬モデルチェンジ ⇒ G7-06型
仕様等詳細はお問合わせ下さい。

廃番

廃番 ※後継品（No.3311J-100）はお問合わせ下さい

廃番 ※後継品（No.3311J-55）はお問合わせ下さい

2013/4/1 より価格改定： ￥5,400 ⇒ ￥5,580

取扱中止

型番変更： BL-50 ⇒ BL-50セット
価格改定： ￥37,750 ⇒ ￥35,000

型番変更： BL-700H ⇒ BL-700H-02

粒子捕集効率変更： 99.0％ ⇒ 98.7％

品名・型番訂正： BL-100S ⇒ BL-100Sセット
価格改定： ￥53,880 ⇒ ￥50,880

型番訂正：BL-100H⇒BL-100Hセット
価格改定：￥54,800⇒\51,800

型番変更： DD3-02型 ⇒ DD3-03型

表記変更： ⇒

在庫無くなり次第モデルチェンジ
仕様詳細はお問合わせ下さい。
型番変更： 1180-04型 ⇒ 1180-05型

在庫無くなり次第モデルチェンジ
仕様詳細はお問合わせ下さい。
型番変更： 1180C-04型 ⇒ 1180C-05型

取扱中止

⇒ ¥12,700価格改定： ¥11,600

価格改定： ¥11,600

13505 13005

735 30-0654-41～50 安全靴 No.7511黒（静電仕様） №34（13.10.25）

735 30-0654-51～60 安全靴 No.7511白（静電仕様） №34（13.10.25）

735 30-0654-61～67 安全靴 チェリー（静電仕様） №34（13.10.25）価格改定： ¥10,000 ⇒ ¥10,700
価格改定： ¥10,700 ⇒ ¥11,700
価格改定： ¥9,600 ⇒ ¥10,600
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頁 製品コード 品 名 ・ 型 番 №（発行日）

■テラオカ総合カタログ№1000 改正表№1-No.41

変 更 箇 所
735 30-0654-70～76 安全靴 アイリス №38（14.3.25）

735 30-0654-80～86 安全靴 サフラン №38（14.3.25）

736 30-0652-01～20 安全靴 WF-531/WF-532 №29（13.2.25）

736 30-0652-39,40 安全靴 WF-1010 29cm/30cm №29（13.2.25）

736 30-0652-50,51 安全靴 WF-1020 29cm/30cm №29（13.2.25）

736 30-0652-60～69 安全靴 No.8611黒（帯電防止） №34（13.10.25）

736 30-0652-60～69 安全靴 No.8611黒（帯電防止） №38（14.3.25）

736 30-0652-70～79 安全靴 No.8611白/ブルー（帯電防止） №34（13.10.25）

736 30-0652-70～79 安全靴 No.8611白/ブルー（帯電防止） №38（14.3.25）

736 30-0652-80～89 安全靴 No.8611ダークグレー（帯電防止） №34（13.10.25）

736 30-0652-80～89 安全靴 No.8611ダークグレー（帯電防止） №38（14.3.25）

737 30-0653-01～10 安全靴 No.7512白（静電仕様） №34（13.10.25）

737 30-0653-20～29 安全靴 No.7517白（静電仕様） №34（13.10.25）

737 30-0653-30～39 安全靴 No.7518BV（静電仕様） №34（13.10.25）

737 30-0653-40～43 静電靴 スリッパタイプ CA-62 №34（13.10.25）

737 30-0653-51,52 靴カバー ＳＣ001，ＳＣ002 №3（09.3.20）

737 30-0653-52 自動靴カバー装置用靴カバー / SC002 №15（10.11.20）

738 30-0298-19 汗とりパッド（帽子用） №29（13.2.25）

738 30-0298-20～25 ヘルメット ST#0169-EZ №29（13.2.25）

738 30-0298-30～35 ヘルメット ST#104-EPZ №29（13.2.25）

738 30-0298-40～46 ヘルメット ST#147-EZ №29（13.2.25）

738 30-0298-50～55 バンプキャップ ST#144-EPA №29（13.2.25）

739 30-0230-11 防災面 FS-5000 №26（12.9.25）

741 30-0201-03 ゴグルVF（シリコンバンド） / M31C-VF SB №29（13.2.25）

743 30-0210-37 保護メガネ MD-22 №22（12.2.24）

743 30-0210-38 保護メガネ MD-23 №22（12.2.24）

745 30-0299-01,02 耳栓（イヤープラグ） No.1100/No.1110 №29（13.2.25）

745 30-0299-01 耳栓 No.1100 （10組） №30（13.3.25）

廃番 ※代替品はお問合わせ下さい。

（帯電防止） の表記削除

（帯電防止） の表記削除

（帯電防止） の表記削除

廃番 ※代替品はお問合わせ下さい。

⇒ ¥4,000

取扱中止

¥2,800

価格改定： ¥4,400 ⇒ ¥4,900

価格訂正： ¥2,800 ⇒ ¥3,000

価格改定： ¥11,100 ⇒ ¥12,100
価格改定： ¥10,900 ⇒ ¥11,900

価格改定： ¥15,300 ⇒ ¥16,400

価格改定： ¥10,300 ⇒ ¥11,000

価格改定： ¥15,300 ⇒ ¥16,400

取扱中止

入数変更： 100枚 ⇒ 120枚

材質変更： PVC ⇒ PE

ヘッドギア部変更（お問合わせ下さい）

廃番
価格訂正： ¥6,700 ⇒ ¥7,400
価格訂正： ¥6,700 ⇒ ¥7,400

取扱中止

価格改定： ¥15,300 ⇒ ¥16,400

価格訂正：

価格訂正： ¥2,200 ⇒ ¥2,300

2013/4/1 より価格改定： ￥850 ⇒ ￥780

⇒ ¥3,000

表記変更： ●JIS1種 EP-1に適合
⇒ ●JIS T8161 EP-1（1種）適合

価格訂正： ¥2,800 ¥3,000

価格訂正： ¥3,800

⇒

745 30-0299-02 耳栓 No.1110 （10組） №30（13.3.25）

745 30-0299-10～15 耳栓 （No.1,No.10、No.15、No.30,No.60、No.50） №14（10.8.20）

746 30-0299-23,24 耳栓（サイレンス） №19（11.7.25）

746 30-0299-25,26 耳栓（イヤーフィット） №30（13.3.25）

746 30-0299-25 耳栓 コードなし S-1 №30（13.3.25）

746 30-0299-26 耳栓 コード付 S-2 №30（13.3.25）

748 30-9001-20 セーフティコード BGR-36 №22（12.2.24）

748 30-9001-20 セーフティコード BGR-36 №34（13.10.25）

748 30-9001-21 セーフティベルト QB-100 №34（13.10.25）

748 30-9001-30～35 サムロック（セーフティファスナー） №16（11.2.15）

748 30-9001-33 サムロックファスナーセット RT-PC №34（13.10.25）

748 30-9001-34 サムロックベルト RT-48 （5本） №34（13.10.25）

749 22-5126-60 保護シート（ラボマット） ホワイト / BA24675W №33（13.8.26）

749 22-5126-61 保護シート（ラボマット） オレンジ / BA24675R №33（13.8.26）

749 22-5126-62 表面保護シート（表面テフロン） JPPT2515 №33（13.8.26）

749 22-5126-63 表面保護シート（表面アルミ） JPPA2515 №33（13.8.26）

750 30-9105-40～42 ベルトパーテーションスタンドC（スチール） №16（11.2.15）

750 30-9105-40～45 ベルトパーテーションスタンドC №25（12.7.25）

750 30-9105-40～42 ベルトパーテーションスタンドD （スチール） №25（12.7.25）

750 30-9105-43～45 ベルトパーテーションスタンドD （ステン） №25（12.7.25）

751 22-5001-10～15 バイオハザードラベル №30（13.3.25）

752 30-9100-20～26 騒音管理標識 №28（12.12.25）

752 30-9100-20～23 騒音管理標識 200×450 №28（12.12.25）

取扱中止

入数変更： 1個 ⇒ 2個
価格訂正： ￥5,500 ⇒ ￥11,000

取扱中止

長さ訂正： 273cm ⇒ 274cm

カラー変更 ⇒ 本体：緑色 紐：黄色

入数変更： 1個 ⇒ 5個
価格訂正： ￥2,500 ⇒ ￥12,500

2013/10/1 より価格改定： ￥36,000 ⇒ ￥37,000
2013/10/1 より価格改定： ￥66,000 ⇒ ￥80,000

マイナーチェンジ
品名変更 ⇒ ベルトーパーテーションスタンドD
高さ変更： 885mm ⇒ 906mm

2013/10/1 より価格改定： ￥7,200 ⇒ ￥7,900

¥1,400

材質訂正： ベルト部・・・ﾎﾟﾘｳﾚﾀﾝ（芯材：ナイロン）
⇒ ベルト部・・・ﾎﾟﾘｳﾚﾀﾝ（芯材：ポリエステル）

袋入数訂正： 20個 ⇒ 20組

材質変更： ラミプレート ⇒ 硬質エンビ
価格訂正： ⇒¥1,500

型番変更： S-2 ⇒ 311-1101
2013/4/1 より価格改定： ￥1,200 ⇒ ￥1,320

2013/4/1 より価格改定： ￥1,400 ⇒ ￥1,320

表記変更： ⇒

型番変更： SU-660-100 ⇒ SU-660-500

2013/10/1 より価格改定： ￥8,800 ⇒ ￥9,500

型番変更： S-1 ⇒ 310-1001
2013/4/1 より価格改定： ￥1,000 ⇒ ￥780

輸送費マーク追記

型番変更： SU-660-110 ⇒ SU-660-510

表記訂正： ●材質 ベルト/ナイロン（47ｍ巾）
⇒ ●材質 ベルト/ナイロン（47mm巾）

12505 13005

752 30-9100-24～26 騒音管理標識 300×450 №28（12.12.25）

752 30-9100-20 騒音管理標識 / 騒音-2 №28（12.12.25）

価格訂正： ¥2,000 ⇒ ¥1,800
型番変更： 騒音-2 ⇒ 騒音-101
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752 30-9100-21 騒音管理標識 / 騒音-3 №28（12.12.25）

752 30-9100-22 騒音管理標識 / 騒音-2B №28（12.12.25）

752 30-9100-23 騒音管理標識 / 騒音-3B №28（12.12.25）

752 30-9100-24 騒音管理標識 / 騒音-2A №28（12.12.25）

752 30-9100-25 騒音管理標識 / 騒音-3A №28（12.12.25）

752 30-9100-26 騒音管理標識 / 騒音-4A №28（12.12.25）

752 30-9100-49 有機溶剤使用注意事項標識 / 有機A №28（12.12.25）

752 30-9100-50～52 有機溶剤種別標識 №28（12.12.25）

752 30-9100-50 有機溶剤種別標識 / 有機B №28（12.12.25）

752 30-9100-51 有機溶剤種別標識 / 有機C №28（12.12.25）

752 30-9100-52 有機溶剤種別標識 / 有機D №28（12.12.25）

752 30-9100-63 有機溶剤作業の心得標識 / 有機H №28（12.12.25）

752 30-9100-64 有機溶剤保管場所標識 / 有機I №28（12.12.25）

753 30-9100-01～14 責任者氏名標識板 №28（12.12.25）

753 30-9100-01 責任者氏名標識板 / 名1 №28（12.12.25）

753 30-9100-02 責任者氏名標識板 / 名2 №28（12.12.25）

753 30-9100-03 責任者氏名標識板 / 名3 №28（12.12.25）

753 30-9100-04 責任者氏名標識板 / 名4 №28（12.12.25）

753 30-9100-05 責任者氏名標識板 / 名5 №28（12.12.25）

753 30-9100-06 責任者氏名標識板 / 名6 №28（12.12.25）

753 30-9100-07 責任者氏名標識板 / 名7 №28（12.12.25）

753 30-9100-08 責任者氏名標識板 / 名12

型番変更： 騒音-3 ⇒ 騒音-103
型番変更： 騒音-2B ⇒ 騒音-102
型番変更： 騒音-3B ⇒ 騒音-104
型番変更： 騒音-2A ⇒ 騒音-201
型番変更： 騒音-3A ⇒ 騒音-202
型番変更： 騒音-4A ⇒ 騒音-203

型番変更： 有機A ⇒ 有機1A
価格改定： ￥6,500 ⇒ ￥4,300
材質変更： ラミプレート ⇒ 硬質エンビ

価格改定： ￥1,500 ⇒ ￥1,300
材質変更： ラミプレート ⇒ 硬質エンビ

型番変更： 有機B ⇒ 有機2B
型番変更： 有機C ⇒ 有機3C
型番変更： 有機D ⇒ 有機4D

型番変更： 有機H ⇒ 有機8H
価格改定： ￥3,600 ⇒ ￥2,500
材質変更： ラミプレート ⇒ 硬質エンビ

型番変更： 有機I ⇒ 有機9I
価格改定： ￥2,600 ⇒ ￥1,300
材質変更： ラミプレート ⇒ 硬質エンビ

価格改定： ￥450 ⇒ ￥400
材質変更： ラミプレート ⇒ 硬質エンビ

型番変更： 名1 ⇒ 名501
型番変更： 名2 ⇒ 名502
型番変更： 名3 ⇒ 名503
型番変更： 名4 ⇒ 名504
型番変更： 名5 ⇒ 名505
型番変更： 名6 ⇒ 名506
型番変更： 名7 ⇒ 名507
型番変更： 名12 ⇒ 名512753 30-9100-08 責任者氏名標識板 / 名12 №28（12.12.25）

753 30-9100-09 責任者氏名標識板 / 名13 №28（12.12.25）

753 30-9100-10 責任者氏名標識板 / 名14 №28（12.12.25）

753 30-9100-11 責任者氏名標識板 / 名16 №28（12.12.25）

753 30-9100-12 責任者氏名標識板 / 名33 №28（12.12.25）

753 30-9100-13 責任者氏名標識板 / 名34 №28（12.12.25）

753 30-9100-14 責任者氏名標識板 / 名35 №28（12.12.25）

753 30-9101-01～55 ステッカー標識縦型 №23（12.4.25）

753 30-9101-04 ステッカー標識縦型 / 貼4 №28（12.12.25）

753 30-9101-06 ステッカー標識縦型 / 貼6 №28（12.12.25）

753 30-9101-07 ステッカー標識縦型 / 貼7 №28（12.12.25）

753 30-9101-10 ステッカー標識縦型 / 貼10 №28（12.12.25）

753 30-9101-17 ステッカー標識縦型 / 貼17 №28（12.12.25）

753 30-9101-26 ステッカー標識縦型 / 貼26 №28（12.12.25）

753 30-9101-29 ステッカー標識縦型 / 貼29 №28（12.12.25）

753 30-9101-31 ステッカー標識縦型 / 貼31 №28（12.12.25）

753 30-9101-33 ステッカー標識縦型 / 貼33 №28（12.12.25）

753 30-9101-34 ステッカー標識縦型 / 貼34 №28（12.12.25）

753 30-9101-35 ステッカー標識縦型 / 貼35 №28（12.12.25）

753 30-9101-36 ステッカー標識縦型 / 貼36 №28（12.12.25）

753 30-9101-39 ステッカー標識縦型 / 貼54 №28（12.12.25）

753 30-9101-40 ステッカー標識縦型 / 貼55 №28（12.12.25）

753 30-9101-45 ステッカー標識縦型 / 貼61 №28（12.12.25）

753 30-9101-46 ステッカー標識縦型 / 貼62 №28（12.12.25）

753 30-9101-49 ステッカー標識縦型 / 貼65 №28（12.12.25）

753 30-9101-50 ステッカー標識縦型 / 貼66 №28（12.12.25）

754 30-9100-90～95 JIS放射能標識板 №28（12.12.25）

754 30-9100-90 JIS放射能標識板 / 放射-5 №28（12.12.25）

754 30-9100-91 JIS放射能標識板 / 放射-21 №28（12.12.25）

754 30-9100-92 JIS放射能標識板 / 放射-24 №28（12.12.25）

754 30-9100-93 JIS放射能標識板 / 放射-10 №28（12.12.25）

型番変更： 名12 ⇒ 名512
型番変更： 名13 ⇒ 名513
型番変更： 名14 ⇒ 名514
型番変更： 名16 ⇒ 名516
型番変更： 名33 ⇒ 名533
型番変更： 名34 ⇒ 名534
型番変更： 名35 ⇒ 名535

廃番
廃番

材質変更： エンビステッカー ⇒ ユポステッカー

廃番
廃番
廃番
廃番
廃番
廃番
廃番
廃番
廃番
廃番
廃番
廃番
廃番
廃番
廃番
廃番

価格改定： ￥1,700 ⇒ ￥1,300
材質変更： ラミプレート ⇒ 硬質エンビ

型番変更： 放射-5 ⇒ JA-501
型番変更： 放射-21 ⇒ JA-509
型番変更： 放射-24 ⇒ JA-511
型番変更： 放射-10 ⇒ JA-503754 30-9100-93 JIS放射能標識板 / 放射-10 №28（12.12.25）

754 30-9100-94 JIS放射能標識板 / 放射-17 №28（12.12.25）

754 30-9100-95 JIS放射能標識板 / 放射-34 №28（12.12.25）

型番変更： 放射-10 ⇒ JA-503
型番変更： 放射-17 ⇒ JA-507
型番変更： 放射-34 ⇒ JA-516
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754 30-9102-20～37 JIS安全標識板 №28（12.12.25）

754 30-9102-20 JIS安全標識板 / 警告-21（大） №28（12.12.25）

754 30-9102-21 JIS安全標識板 / 警告-21（小） №28（12.12.25）

754 30-9102-22 JIS安全標識板 / 警告-30（大） №28（12.12.25）

754 30-9102-23 JIS安全標識板 / 警告-30（小） №28（12.12.25）

754 30-9102-24 JIS安全標識板 / 警告-31（大） №28（12.12.25）

754 30-9102-25 JIS安全標識板 / 警告-31（小） №28（12.12.25）

754 30-9102-26 JIS安全標識板 / 警告-33（大） №28（12.12.25）

754 30-9102-27 JIS安全標識板 / 警告-33（小） №28（12.12.25）

754 30-9102-30 JIS安全標識板 / 禁止-21（大） №28（12.12.25）

754 30-9102-31 JIS安全標識板 / 禁止-21（小） №28（12.12.25）

754 30-9102-32,33 JIS安全標識板 / 禁止-27 №28（12.12.25）

754 30-9102-34,35 JIS安全標識板 / 禁止-28 №28（12.12.25）

754 30-9102-36 JIS安全標識板 / 禁止-32（大） №28（12.12.25）

754 30-9102-37 JIS安全標識板 / 禁止-32（小） №28（12.12.25）

754 30-9104-10～21 JISレーザ標識板 №28（12.12.25）

754 30-9104-10 JISレーザ標識板 / レーザ-1（大）

材質変更： ラミプレート ⇒ 硬質エンビ

価格改定： ￥1,600 ⇒ ￥1,200
型番変更： 警告-21（大） ⇒ JA-219（L）

価格改定： ￥900 ⇒ ￥800
型番変更： 警告-21（小） ⇒ JA-219（S）

価格改定： ￥1,600 ⇒ ￥1,200
型番変更： 警告-30（大） ⇒ JA-227（L）

価格改定： ￥900 ⇒ ￥800
型番変更： 警告-30（小） ⇒ JA-227（S）

価格改定： ￥3,500 ⇒ ￥2,000

価格改定： ￥1,600 ⇒ ￥1,200
型番変更： 警告-31（大） ⇒ JA-228（L）

価格改定： ￥900 ⇒ ￥800
型番変更： 警告-31（小） ⇒ JA-228（S）

価格改定： ￥1,600 ⇒ ￥1,200
型番変更： 警告-33（大） ⇒ JA-229（L）

価格改定： ￥900 ⇒ ￥800
型番変更： 警告-33（小） ⇒ JA-229（S）

価格改定： ￥1,600 ⇒ ￥1,200
型番変更： 禁止-21（大） ⇒ JA-117（L）

価格改定： ￥900 ⇒ ￥800
型番変更： 禁止-21（小） ⇒ JA-117（S）

廃番
廃番

価格改定： ￥1,600 ⇒ ￥1,200
型番変更： 禁止-32（大） ⇒ JA-124（L）

価格改定： ￥900 ⇒ ￥800
型番変更： 禁止-32（小） ⇒ JA-124（S）

材質変更： ラミプレート ⇒ 硬質エンビ

754 30-9104-10 JISレーザ標識板 / レーザ-1（大） №28（12.12.25）

754 30-9104-11 JISレーザ標識板 / レーザ-1（中） №28（12.12.25）

754 30-9104-12 JISレーザ標識板 / レーザ-1（小） №28（12.12.25）

754 30-9104-13 JISレーザ標識板 / レーザ-2（大） №28（12.12.25）

754 30-9104-14 JISレーザ標識板 / レーザ-2（小） №28（12.12.25）

754 30-9104-15 JISレーザ標識板 / レーザ-3（大） №28（12.12.25）

754 30-9104-16 JISレーザ標識板 / レーザ-3（小） №28（12.12.25）

754 30-9104-20 JISレーザ標識板 / レーザ-4（大） №28（12.12.25）

754 30-9104-21 JISレーザ標識板 / レーザ-4（小） №28（12.12.25）

754 30-9104-22,23 JISレーザ標識板 / レーザ-5 №28（12.12.25）

754 30-9104-24,25 JISレーザ標識板 / レーザ-6 №28（12.12.25）

755 30-9103-20～22 廃棄物ステッカー №28（12.12.25）

755 30-9103-34 一般廃棄物分別標識 / 分別-104 №28（12.12.25）

755 30-9103-35 一般廃棄物分別標識 / 分別-105 №28（12.12.25）

755 30-9103-36 一般廃棄物分別標識 / 分別-106 №28（12.12.25）

755 30-9103-38 一般廃棄物分別標識 / 分別-108 №28（12.12.25）

755 30-9103-39 一般廃棄物分別標識 / 分別-109 №28（12.12.25）

755 30-9103-43 一般廃棄物分別標識 / 分別-113 №28（12.12.25）

755 30-9103-54 一般廃棄物分別ステッカー / 分別-204 №28（12.12.25）

755 30-9103-55 一般廃棄物分別ステッカー / 分別-205 №28（12.12.25）

755 30-9103-56 一般廃棄物分別ステッカー / 分別-206 №28（12.12.25）

755 30-9103-58 一般廃棄物分別ステッカー / 分別-208 №28（12.12.25）

755 30-9103-59 一般廃棄物分別ステッカー / 分別-209 №28（12.12.25）

価格改定： ￥3,500 ⇒ ￥2,000
型番変更： レーザ-1（大） ⇒ JA-601（L）

廃番

廃番
廃番
廃番
廃番
廃番

廃番
廃番
廃番

廃番
廃番

廃番

廃番
廃番

価格改定： ￥1,000 ⇒ ￥900
型番変更： レーザ-4（小） ⇒ JA-604（S）

価格改定： ￥1,200 ⇒ ￥1,000
型番変更： レーザ-1（中） ⇒ JA-601（M）

価格改定： ￥520 ⇒ ￥500
型番変更： レーザ-1（小） ⇒ JA-601（S）

価格改定： ￥1,600 ⇒ ￥1,300
型番変更： レーザ-2（大） ⇒ JA-602（L）

価格改定： ￥1,000 ⇒ ￥900
型番変更： レーザ-2（小） ⇒ JA-602（S）

価格改定： ￥1,600 ⇒ ￥1,300
型番変更： レーザ-3（大） ⇒ JA-603（L）

価格改定： ￥1,000 ⇒ ￥900
型番変更： レーザ-3（小） ⇒ JA-603（S）

価格改定： ￥1,600 ⇒ ￥1,300
型番変更： レーザ-4（大） ⇒ JA-604（L）

755 30-9103-63 一般廃棄物分別ステッカー / 分別-213 №28（12.12.25）

755 30-9103-65 一般廃棄物分別ステッカー / 分別-215 №28（12.12.25）廃番
廃番
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頁 製品コード 品 名 ・ 型 番 №（発行日）

■テラオカ総合カタログ№1000 改正表№1-No.41

変 更 箇 所

757 20-4312-01 赤ゴム栓 No.03 （10個） №17（11.3.25）

757 20-4312-02 赤ゴム栓 No.02 （10個） №17（11.3.25）

757 20-4312-03 赤ゴム栓 No.01 （10個） №17（11.3.25）

757 20-4312-10 赤ゴム栓 No.1 （10個） №18（11.5.20）

757 20-4312-11 赤ゴム栓 No.2 （10個） №18（11.5.20）

757 20-4312-12 赤ゴム栓 No.3 （10個） №18（11.5.20）

757 20-4312-13 赤ゴム栓 No.4 （10個） №18（11.5.20）

757 20-4312-14 赤ゴム栓 No.5 （10個） №18（11.5.20）

757 20-4312-15 赤ゴム栓 No.6 （10個） №18（11.5.20）

757 20-4312-16 赤ゴム栓 No.7 （10個） №18（11.5.20）

757 20-4312-17 赤ゴム栓 No.8 （10個） №18（11.5.20）

757 20-4312-18 赤ゴム栓 No.9 （10個） №18（11.5.20）

757 20-4312-19 赤ゴム栓 No.10 （10個） №18（11.5.20）

757 20-4312-20 赤ゴム栓 No.11 №18（11.5.20）

757 20-4312-21 赤ゴム栓 No.12 №18（11.5.20）

757 20-4312-22 赤ゴム栓 No.13 №18（11.5.20）

757 20-4312-23 赤ゴム栓 No.14 №18（11.5.20）

757 20-4312-24 赤ゴム栓 No.15 №18（11.5.20）

757 20-4312-25 赤ゴム栓 No.16 №18（11.5.20）

757 20-4312-26 赤ゴム栓 No.17 №18（11.5.20）

757 20-4312-27 赤ゴム栓 No.18 №18（11.5.20）

757 20-4312-28 赤ゴム栓 No.19 №18（11.5.20）

757 20-4312-29 赤ゴム栓 No.20 №18（11.5.20）

757 20-4312-30 赤ゴム栓 No.21 №18（11.5.20）

757 20-4312-31 赤ゴム栓 No.22 №18（11.5.20）

757 20-4312-32 赤ゴム栓 No.23 №18（11.5.20）

757 20-4312-33 赤ゴム栓 No.24 №18（11.5.20）

757 20-4312-34 赤ゴム栓 No.25 №18（11.5.20）

¥420

価格改定： ¥430 ⇒ ¥630

価格改定： ⇒ ¥580

価格改定： ¥350 ⇒ ¥500

価格改定： ¥360 ⇒ ¥550

¥290

価格改定： ¥290 ⇒ ¥330

価格改定： ¥250 ⇒

価格改定： ¥200 ⇒ ¥230

価格改定： ¥220 ⇒ ¥250

価格改定： ¥160 ⇒ ¥180

価格改定： ¥180 ⇒ ¥210

価格改定： ¥120 ⇒ ¥130

価格改定： ¥130 ⇒ ¥150

価格改定： ¥90 ⇒ ¥110

価格改定： ¥110 ⇒ ¥120

価格改定： ¥590 ⇒ ¥730

価格改定： ¥80 ⇒ ¥100

価格改定： ¥430 ⇒ ¥550

価格改定： ¥500 ⇒ ¥690

価格改定： ¥300 ⇒ ¥400

価格改定： ¥380 ⇒ ¥490

¥220 ⇒ ¥240

¥350¥280 ⇒

¥190

価格改定： ¥200 ⇒ ¥220

価格改定： ¥170 ⇒

価格改定： ¥150 ⇒ ¥170

価格改定： ¥150 ⇒

¥290

¥150

価格改定： ¥150

価格改定：

価格改定：

⇒ ¥290

価格改定：

¥290

⇒

757 20-4312-34 赤ゴム栓 No.25

757 20-4312-35 赤ゴム栓 No.26 №17（11.3.25）

757 20-4312-36 赤ゴム栓 No.27 №17（11.3.25）

757 20-4312-37 赤ゴム栓 No.28 №17（11.3.25）

757 20-4312-38 赤ゴム栓 No.29 №17（11.3.25）

757 20-4312-39 赤ゴム栓 No.30 №17（11.3.25）

757 20-4312-40 赤ゴム栓 No.31 №17（11.3.25）

757 20-4312-41 赤ゴム栓 No.32 №17（11.3.25）

757 20-4312-42 赤ゴム栓 No.33 №17（11.3.25）

757 20-4312-43 赤ゴム栓 No.34 №17（11.3.25）

757 20-4312-44 赤ゴム栓 No.35 №17（11.3.25）

757 20-4312-45 赤ゴム栓 No.36 №17（11.3.25）

757 20-4312-46 赤ゴム栓 No.37 №17（11.3.25）

757 20-4312-47 赤ゴム栓 No.38 №17（11.3.25）

757 20-4312-48 赤ゴム栓 No.39 №17（11.3.25）

757 20-4312-49 赤ゴム栓 No.40 №17（11.3.25）

757 20-4314-10 黒ゴム栓 No.1 （10個） №17（11.3.25）

757 20-4314-11 黒ゴム栓 No.2 （10個） №17（11.3.25）

757 20-4314-12 黒ゴム栓 No.3 （10個） №17（11.3.25）

757 20-4314-13 黒ゴム栓 No.4 （10個） №17（11.3.25）

757 20-4314-14 黒ゴム栓 No.5 （10個） №17（11.3.25）

757 20-4314-15 黒ゴム栓 No.6 （10個） №17（11.3.25）

757 20-4314-16 黒ゴム栓 No.7 （10個） №17（11.3.25）

757 20-4314-17 黒ゴム栓 No.8 （10個） №17（11.3.25）

757 20-4314-18 黒ゴム栓 No.9 （10個） №17（11.3.25）

757 20-4314-19 黒ゴム栓 No.10 （10個） №17（11.3.25）

757 20-4314-20 黒ゴム栓 No.11 №17（11.3.25）

757 20-4314-21 黒ゴム栓 No.12 №17（11.3.25）

757 20-4314-22 黒ゴム栓 No.13 №17（11.3.25）

757 20-4314-23 黒ゴム栓 No.14 №17（11.3.25）

757 20-4314-24 黒ゴム栓 No.15 №17（11.3.25）価格改定： ¥170 ⇒ ¥290

価格改定： ¥140 ⇒ ¥230

価格改定： ¥150 ⇒ ¥260

価格改定： ¥90 ⇒ ¥170

価格改定： ¥120 ⇒ ¥200

価格改定： ¥650 ⇒ ¥1,260

価格改定： ¥780 ⇒ ¥1,400

価格改定： ¥460 ⇒ ¥920

価格改定： ¥540 ⇒ ¥1,080

価格改定： ¥350 ⇒ ¥620

価格改定： ¥360 ⇒ ¥760

価格改定： ¥280 ⇒ ¥480

価格改定： ¥300 ⇒ ¥540

価格改定： ¥220 ⇒ ¥360

価格改定： ¥240 ⇒ ¥380

価格改定： ¥5,500 ⇒ ¥6,400

価格改定： ¥6,400 ⇒ ¥7,200

価格改定： ¥4,700 ⇒ ¥5,300

価格改定： ¥5,300 ⇒ ¥5,900

価格改定： ¥3,500 ⇒ ¥3,900

価格改定： ¥4,100 ⇒ ¥5,600

価格改定： ¥2,500 ⇒ ¥2,900

価格改定： ¥2,900 ⇒ ¥3,400

価格改定： ¥1,900 ⇒ ¥2,300

価格改定： ¥2,200 ⇒ ¥2,600

¥1,500 ⇒ ¥1,900

⇒ ¥2,100

¥1,650

価格改定： ¥1,150 ⇒ ¥1,500

価格改定：

¥1,750

価格改定：

¥1,300 ⇒

価格改定： ¥1,350 ⇒

価格改定： ¥1,600

757 20-4314-25 黒ゴム栓 No.16 №17（11.3.25）

757 20-4314-26 黒ゴム栓 No.17 №17（11.3.25）価格改定： ¥240 ⇒ ¥420

価格改定： ¥200 ⇒ ¥360
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頁 製品コード 品 名 ・ 型 番 №（発行日）

■テラオカ総合カタログ№1000 改正表№1-No.41

変 更 箇 所

757 20-4314-27 黒ゴム栓 No.18 №17（11.3.25）

757 20-4314-28 黒ゴム栓 No.19 №17（11.3.25）

757 20-4314-29 黒ゴム栓 No.20 №17（11.3.25）

757 20-4314-30 黒ゴム栓 No.21 №17（11.3.25）

757 20-4314-31 黒ゴム栓 No.22 №17（11.3.25）

757 20-4314-32 黒ゴム栓 No.23 №17（11.3.25）

757 20-4314-33 黒ゴム栓 No.24 №17（11.3.25）

757 20-4314-34 黒ゴム栓 No.25 №17（11.3.25）

757 20-4314-35 黒ゴム栓 No.26 №17（11.3.25）

757 20-4314-36 黒ゴム栓 No.27 №17（11.3.25）

757 20-4314-37 黒ゴム栓 No.28 №17（11.3.25）

757 20-4314-38 黒ゴム栓 No.29 №17（11.3.25）

757 20-4314-39 黒ゴム栓 No.30 №17（11.3.25）

757 20-4314-40 黒ゴム栓 No.31 №17（11.3.25）

757 20-4314-41 黒ゴム栓 No.32 №17（11.3.25）

757 20-4314-42 黒ゴム栓 No.33 №17（11.3.25）

757 20-4314-43 黒ゴム栓 No.34 №17（11.3.25）

757 20-4314-44 黒ゴム栓 No.35 №17（11.3.25）

757 20-4314-45 黒ゴム栓 No.36 №17（11.3.25）

757 20-4314-46 黒ゴム栓 No.37 №17（11.3.25）

757 20-4314-47 黒ゴム栓 No.38 №17（11.3.25）

757 20-4314-48 黒ゴム栓 No.39 №17（11.3.25）

757 20-4314-49 黒ゴム栓 No.40 №17（11.3.25）

757 20-4314-50 黒ゴム栓 No.41 №17（11.3.25）

757 20-4314-51 黒ゴム栓 No.42 №17（11.3.25）

757 20-4314-52 黒ゴム栓 No.43 №17（11.3.25）

757 20-4314-53 黒ゴム栓 No.44 №17（11.3.25）

757 20-4314-54 黒ゴム栓 No.45 №17（11.3.25）価格改定： ¥10,400 ⇒ ¥13,000

価格改定： ¥9,300 ⇒ ¥11,500

価格改定： ¥9,500 ⇒ ¥11,900

価格改定： ¥7,000 ⇒ ¥8,700

価格改定： ¥7,800 ⇒ ¥9,900

価格改定： ¥5,200 ⇒ ¥5,600

価格改定： ¥5,500 ⇒ ¥6,400

価格改定： ¥4,100 ⇒ ¥4,500

価格改定： ¥4,700 ⇒ ¥5,000

価格改定： ¥2,900 ⇒ ¥3,400

価格改定： ¥3,500 ⇒ ¥3,900

価格改定： ¥2,200 ⇒ ¥2,500

価格改定： ¥2,400 ⇒ ¥2,800

価格改定： ¥1,700 ⇒ ¥2,000

価格改定： ¥2,100 ⇒ ¥2,300

価格改定： ¥1,400 ⇒ ¥1,650

価格改定： ¥1,600 ⇒ ¥1,800

価格改定： ¥1,150 ⇒ ¥1,400

価格改定： ¥1,300 ⇒ ¥1,500

価格改定： ¥950 ⇒ ¥1,150

価格改定： ¥1,000 ⇒ ¥1,250

価格改定： ¥700 ⇒ ¥950

価格改定： ¥850 ⇒ ¥1,050

価格改定： ¥600 ⇒ ¥750

価格改定： ¥650 ⇒ ¥850

価格改定： ¥320 ⇒ ¥570

価格改定： ¥360 ⇒ ¥620

価格改定： ¥270 ⇒ ¥510

757 20-4314-54 黒ゴム栓 No.45

757 20-4314-55 黒ゴム栓 No.46 №17（11.3.25）

757 20-4314-56 黒ゴム栓 No.47 №17（11.3.25）

757 20-4314-57 黒ゴム栓 No.48 №17（11.3.25）

758 20-4311-70 ブチルゴム栓 No.1 №17（11.3.25）

758 20-4311-71 ブチルゴム栓 No.2 №17（11.3.25）

758 20-4311-72 ブチルゴム栓 No.3 №17（11.3.25）

758 20-4311-73 ブチルゴム栓 No.4 №17（11.3.25）

758 20-4311-74 ブチルゴム栓 No.5 №17（11.3.25）

758 20-4311-75 ブチルゴム栓 No.6 №17（11.3.25）

758 20-4311-76 ブチルゴム栓 No.7 №17（11.3.25）

758 20-4311-77 ブチルゴム栓 No.8 №17（11.3.25）

758 20-4311-78 ブチルゴム栓 No.9 №17（11.3.25）

758 20-4311-79 ブチルゴム栓 No.10 №17（11.3.25）

758 20-4311-80 ブチルゴム栓 No.11 №17（11.3.25）

758 20-4311-81 ブチルゴム栓 No.12 №17（11.3.25）

758 20-4311-82 ブチルゴム栓 No.13 №17（11.3.25）

758 20-4311-83 ブチルゴム栓 No.14 №17（11.3.25）

758 20-4311-84 ブチルゴム栓 No.15 №17（11.3.25）

758 20-4398-30 新型スピードボーラー 6本組 №22（12.2.24）

758 20-4398-31 新型スピードボーラー 12本組 №22（12.2.24）

758 20-4398-50 スピードホルダー（ガイドリング付き） №22（12.2.24）

759 20-4320-37 クリームＷ栓 Ｗ-5（50個入） №7（09.9.1）

759 20-4320-38 クリームＷ栓 Ｗ-7（50個入） №7（09.9.1）

759 20-4320-39 クリームＷ栓 Ｗ-8（50個入） №7（09.9.1）

759 20-4320-40 クリームＷ栓 Ｗ-9（50個入） №7（09.9.1）

759 20-4320-41 クリームＷ栓 Ｗ-10（50個入） №7（09.9.1）

759 20-4320-42 クリームＷ栓 Ｗ-12（50個入） №7（09.9.1）

759 20-4320-43 クリームＷ栓 Ｗ-15（50個入） №7（09.9.1）

759 20-4320-44 クリームＷ栓 Ｗ-16（50個入） №7（09.9.1）

759 20-4320-45 クリームＷ栓 Ｗ-18（50個入） №7（09.9.1）

759 20-4320-46 クリームＷ栓 Ｗ-21（50個入）

2012/4/1 より価格改定： ￥4,500 ⇒ ￥5,000

2012/4/1 より価格改定： ￥2,700 ⇒ ￥3,500

2012/4/1 より価格改定： ￥2,600 ⇒ ￥3,500

価格改定： ¥625 ⇒ ¥720

価格改定： ¥485 ⇒ ¥560

価格改定： ¥540 ⇒ ¥600

価格改定： ¥365 ⇒ ¥420

価格改定： ¥430 ⇒ ¥500

価格改定： ¥290 ⇒ ¥330

価格改定： ¥330 ⇒ ¥370

価格改定： ¥155 ⇒ ¥180

価格改定： ¥215 ⇒ ¥240

価格改定： ¥100 ⇒ ¥120

価格改定： ¥128 ⇒ ¥150

価格改定： ¥78 ⇒ ¥90

価格改定： ¥90 ⇒ ¥100

価格改定： ¥55 ⇒ ¥65

価格改定： ¥68 ⇒ ¥75

価格改定： ¥12,300 ⇒ ¥15,400

価格改定： ¥12,600 ⇒ ¥15,900

価格改定： ¥11,700 ⇒ ¥14,800

価格改定：

¥4,000

⇒

価格改定： ¥3,300

⇒

⇒

¥2,850

¥2,850

¥4,900

¥3,300

価格改定： ¥2,350

価格改定：

⇒

価格改定： ¥2,350

⇒

⇒

¥2,350価格改定：

¥2,350 ⇒

価格改定： ¥2,350

¥2,850

¥2,850

¥2,850

¥2,850

⇒

価格改定： ¥3,300

¥4,000

¥4,000

価格改定： ¥4,150 ⇒

価格改定： ¥2,350 ⇒

759 20-4320-46 クリームＷ栓 Ｗ-21（50個入） №7（09.9.1）

759 20-4320-47 クリームＷ栓 Ｗ-20（50個入） №7（09.9.1）¥4,900⇒価格改定： ¥4,150

¥4,900価格改定： ¥4,150 ⇒
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頁 製品コード 品 名 ・ 型 番 №（発行日）

■テラオカ総合カタログ№1000 改正表№1-No.41

変 更 箇 所

759 20-4320-48 クリームＷ栓 Ｗ-24（50個入） №7（09.9.1）

759 20-4320-60～68 セプタホワイト（培養W栓） №14（10.8.20）

760 20-4313-10～29 ホワイトシリコーンゴム栓 №7（09.9.1）

761 20-4321-10 Ｃキャップ Ｃ-11（10個入） №7（09.9.1）

761 20-4321-11 Ｃキャップ Ｃ-12（10個入） №7（09.9.1）

761 20-4321-12 Ｃキャップ Ｃ-13（10個入） №7（09.9.1）

761 20-4321-13 Ｃキャップ Ｃ-14（10個入） №7（09.9.1）

761 20-4321-14 Ｃキャップ Ｃ-15（10個入） №7（09.9.1）

761 20-4321-15 Ｃキャップ Ｃ-16（10個入） №7（09.9.1）

761 20-4321-16 Ｃキャップ Ｃ-17（10個入） №7（09.9.1）

761 20-4321-17 Ｃキャップ Ｃ-18（10個入） №7（09.9.1）

761 20-4321-18 Ｃキャップ Ｃ-19（10個入） №7（09.9.1）

761 20-4321-19 Ｃキャップ Ｃ-20（10個入） №7（09.9.1）

761 20-4321-20 Ｃキャップ Ｃ-22（10個入） №7（09.9.1）

761 20-4321-21 Ｃキャップ Ｃ-23（10個入） №7（09.9.1）

761 20-4321-22 Ｃキャップ Ｃ-25（10個入） №7（09.9.1）

761 20-4321-23 Cキャップ C-27（10個入） №7（09.9.1）

761 20-4321-30 Ｄキャップ Ｄ-10（10個入） №7（09.9.1）

761 20-4321-31 Ｄキャップ Ｄ-12（10個入） №7（09.9.1）

761 20-4321-32 Ｄキャップ Ｄ-13（10個入） №7（09.9.1）

761 20-4321-33 Ｄキャップ Ｄ-15（10個入） №7（09.9.1）

761 20-4321-34 Ｄキャップ Ｄ-16（10個入） №7（09.9.1）

761 20-4321-35 Ｄキャップ Ｄ-18（10個入） №7（09.9.1）

761 20-4322-10 Ｍキャップ Ｍ-12（10個入） №7（09.9.1）

761 20-4322-11 Ｍキャップ Ｍ-13（10個入） №7（09.9.1）

761 20-4322-12 Ｍキャップ Ｍ-15（10個入） №7（09.9.1）

761 20-4322-13 Ｍキャップ Ｍ-16.5（10個入） №7（09.9.1）

761 20-4322-14 Ｍキャップ Ｍ-18（10個入） №7（09.9.1）

価格改定： ¥1,200

価格改定：

価格改定：

⇒

価格改定： ¥830 ⇒ ¥880

⇒ ¥880

¥1,050

¥1,550 ⇒ ¥1,780

¥2,000

¥1,900

¥1,750

¥830

価格改定：

価格改定：

⇒¥1,650

価格改定：

¥2,000 ⇒ ¥2,250

⇒

¥1,200 ⇒

¥980

価格改定：

価格改定：

価格改定：

¥1,300

⇒

¥500 ⇒ ¥550

価格改定：

¥650 ⇒ ¥770

価格改定：

価格改定：

¥1,300

価格改定：

¥1,850 ⇒ ¥1,900

価格改定： ¥1,650 ⇒ ¥1,900

価格改定：

¥1,300 ⇒ ¥1,650

価格改定： ¥1,300 ⇒ ¥1,650

価格改定：

¥1,300 ⇒ ¥1,650

価格改定： ¥1,200 ⇒ ¥1,380

¥1,200 ⇒ ¥1,380

価格改定： ¥980 ⇒ ¥1,100

¥1,100

¥980

¥980 ⇒ ¥1,100

¥1,100

¥980 ⇒

価格改定：

⇒価格改定：

価格改定：

⇒ ¥950

¥4,900

価格改定： ¥870

¥870 ⇒

価格改定： ¥660 ⇒ ¥700

価格改定：

取扱中止

¥950

廃番 ⇒ 代替品：シリコーンゴム栓（P.757）

¥4,150 ⇒

761 20-4322-14 Ｍキャップ Ｍ-18（10個入）

761 20-4322-15 Ｍキャップ Ｍ-20（10個入） №7（09.9.1）

761 20-4322-16 Ｍキャップ Ｍ-22（10個入） №7（09.9.1）

762 20-4390-10 パラフィルム 4"×125フィート №32（13.6.25）

762 20-4390-13 ハイラップ №29（13.2.25）

762 20-4390-15 クッキングシート №29（13.2.25）

762 20-4390-29～32 アルミホイル №24（12.5.25）

762 20-4390-40,41 ポリマラップ №29（13.2.25）

763 22-5110-21 テフロンソフトテープ№032102 №7（09.9.1）

763 22-5110-22 テフロンソフトテープ№032103 №7（09.9.1）

763 22-5110-23 テフロンソフトテープ№032104 №7（09.9.1）

764 22-5110-30～33 テフロン®バイタックテープ V-81型 №9（10.2.2）

764 22-5110-40～43 テフロン®バイタックテープ A-21型 №9（10.2.2）

764 22-5110-50～67 チューコーフロー粘着テープ ASF-110 №33（13.8.26）

764 22-5110-70～87 チューコーフロー粘着テープ AGF-100 №33（13.8.26）

765 22-5120-11～40 カプトン粘着テープNo.650S #25/#50 №24（12.5.25）

765 22-5120-50～53 カプトン両面粘着テープNo.760H＃25 №29（13.2.25）

765 22-5120-50 カプトン両面粘着テープ No.760H ＃25 10mm×20ｍ №37（14.2.25）

765 22-5120-51 カプトン両面粘着テープ No.760H ＃25 20mm×20ｍ №37（14.2.25）

765 22-5120-52 カプトン両面粘着テープ No.760H ＃25 25mm×20ｍ №37（14.2.25）

765 22-5120-53 カプトン両面粘着テープ No.760H ＃25 50mm×20ｍ №37（14.2.25）

765 22-5120-61 カプトン粘着テープ No.650S-P ＃25 6mm×20ｍ №37（14.2.25）

765 22-5120-70～79 カプトン粘着テープ No.650S-P ＃50 №37（14.2.25）

766 22-5123-01～07 ポリエステルフィルム粘着テープ No.630F ＃25 幅15mm №37（14.2.25）

766 22-5123-10～16 ポリエステルフィルム粘着テープ No.630F ＃25 幅20mm №37（14.2.25）

766 22-5123-20～26 ポリエステルフィルム粘着テープ No.630F ＃25 幅25mm №37（14.2.25）

2014/3/20 より入数変更： 10巻 ⇒ 20巻
2014/3/20 より価格改定： ￥5,650 ⇒ ￥9,600

2014/3/20 より入数変更： 5巻 ⇒ 16巻

2014/3/20 より入数変更： 1巻 ⇒ 2巻
2014/3/20 より価格改定： ￥9,400 ⇒ ￥15,000

2014/3/20 より価格改定： ￥11,750 ⇒ ￥9,400
2014/3/20 より価格改定： ￥23,500 ⇒ ￥18,800
取扱中止
取扱中止

2014/3/20 より入数変更： 10巻 ⇒ 26巻
2014/3/20 より価格改定： ￥4,250 ⇒ ￥9,360

2014/3/20 より入数変更： 1巻 ⇒ 3巻
2014/3/20 より価格改定： ￥4,700 ⇒ ￥11,250

⇒

型番変更： ASF-110 ⇒ ASF-110 FR
型番変更： AGF-100 ⇒ AGF-100 FR

価格訂正： ¥2,300 ¥2,600

取扱中止 ※代替品：20-4390-14 マイホイル

紙芯からプラスチック芯へ変更の為、コード廃番。
後継品：P.765掲載 22-5120-60～79

No.650S-P（プラスチック芯）に切り替え

廃番

仕様変更： 厚み3.5ｍｍ⇒3.0ｍｍ

価格改定：

仕様変更： 厚み7.5ｍｍ⇒5.0ｍｍ

仕様変更： 厚み6.0ｍｍ⇒4.0ｍｍ

廃番

¥1,270

価格改定： ¥1,300 ⇒

¥1,150 ⇒

¥1,380

取扱中止

取扱中止
取扱中止

紙芯からプラ芯に変更

766 22-5123-20～26 ポリエステルフィルム粘着テープ No.630F ＃25 幅25mm №37（14.2.25）
2014/3/20 より価格改定： ￥3,550 ⇒ ￥9,600
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766 22-5123-30～36 ポリエステルフィルム粘着テープ No.630F ＃25 幅50mm №37（14.2.25）

766 22-5124-08～42 ポリエステルフィルム粘着テープ№631S＃25 №2（09.3.20）

766 22-5124-08～13 ポリエステルフィルム粘着テープ No.631S ＃25 幅15mm №37（14.2.25）

766 22-5124-14 ﾎﾟﾘｴｽﾃﾙﾌｨﾙﾑ粘着ﾃｰﾌﾟNo.631S#25 幅15mm 黒 №18（11.5.20）

766 22-5124-22～27 ポリエステルフィルム粘着テープ No.631S ＃25 幅20mm №37（14.2.25）

766 22-5124-28 ﾎﾟﾘｴｽﾃﾙﾌｨﾙﾑ粘着ﾃｰﾌﾟNo.631S#25 幅20mm 黒 №18（11.5.20）

766 22-5124-29～34 ポリエステルフィルム粘着テープ No.631S ＃25 幅25mm №37（14.2.25）

766 22-5124-35 ﾎﾟﾘｴｽﾃﾙﾌｨﾙﾑ粘着ﾃｰﾌﾟNo.631S#25 幅25mm 黒 №18（11.5.20）

766 22-5124-36～41 ポリエステルフィルム粘着テープ No.631S ＃25 幅50mm №37（14.2.25）

766 22-5124-42 ﾎﾟﾘｴｽﾃﾙﾌｨﾙﾑ粘着ﾃｰﾌﾟNo.631S#25 幅50mm 黒 №18（11.5.20）

767 22-5121-10 ビニルテープ No.302 19mm×20ｍ 透明 №37（14.2.25）

767 22-5121-13 ビニルテープ No.302 19mm×20ｍ 若葉 №37（14.2.25）

767 22-5121-16 ビニルテープ No.302 19mm×20ｍ 橙 №37（14.2.25）

767 22-5121-18 ビニルテープ No.302 19mm×20ｍ 茶 №37（14.2.25）

767 22-5121-19 ビニルテープ No.302 19mm×20ｍ 灰 №37（14.2.25）

767 22-5121-21 ビニルテープ No.302 19mm×20ｍ 空 №37（14.2.25）

767 22-5121-40～51
ビニルテープNo.302（電気絶縁用）
総厚0.2㎜×幅50㎜×長さ20ｍ

№8（09.11.20）

2014/3/20 より入数変更： 10巻 ⇒ 50巻
2014/3/20 より価格改定： ￥2,100 ⇒ ￥10,500

2014/3/20 より入数変更： 5巻 ⇒ 12巻
2014/3/20 より価格改定： ￥4,500 ⇒ ￥8,880

2014/3/20 より入数変更： 10巻 ⇒ 50巻
2014/3/20 より価格改定： ￥2,100 ⇒ ￥10,500

2014/3/20 より入数変更： 10巻 ⇒ 50巻
2014/3/20 より価格改定： ￥2,100 ⇒ ￥10,500

2014/3/20 より入数変更： 10巻 ⇒ 50巻
2014/3/20 より価格改定： ￥2,100 ⇒ ￥10,500

2014/3/20 より入数変更： 10巻 ⇒ 50巻
2014/3/20 より価格改定： ￥2,100 ⇒ ￥10,500

2014/3/20 より入数変更： 10巻 ⇒ 50巻
2014/3/20 より価格改定： ￥2,100 ⇒ ￥10,500

2014/3/20 より入数変更： 5巻 ⇒ 8巻
2014/3/20 より価格改定： ￥7,050 ⇒ ￥9,600

2014/3/20 より入数変更： 10巻 ⇒ 39巻
2014/3/20 より価格改定： ￥2,700 ⇒ ￥8,580

2014/3/20 より入数変更： 10巻 ⇒ 30巻
2014/3/20 より価格改定： ￥3,600 ⇒ ￥8,700

2014/3/20 より入数変更： 5巻 ⇒ 24巻
2014/3/20 より価格改定： ￥2,300 ⇒ ￥8,880

廃番

廃番

廃番

廃番

入数変更：4巻 ⇒ 80巻

写真訂正：茶色粘着テープは廃番のため削除

総厚0.2㎜×幅50㎜×長さ20ｍ

767 22-5121-40～50 ビニルテープ No.302 50mm×20ｍ （80巻） №37（14.2.25）

767 22-5121-43 ビニルテープNo.302 0.2mm×50mm×20ｍ 若葉 №10（10.3.17）

767 22-5121-46 ビニルテープNo.302 0.2mm×50mm×20ｍ 橙 №10（10.3.17）

767 22-5121-48 ビニルテープNo.302 0.2mm×50mm×20ｍ 茶 №10（10.3.17）

767 22-5121-51 ビニルテープNo.302 0.2mm×50mm×20ｍ 空 №10（10.3.17）

767 22-5125-10 アセテートクロス粘着テープ No.570S 10mm×30ｍ 白 №37（14.2.25）

767 22-5125-11 アセテートクロス粘着テープ No.570S 10mm×30ｍ 黒 №37（14.2.25）

767 22-5126-40～43 シリコーンゴム粘着テープNo.9012 №25（12.7.25）

768 22-5122-10～16 フッ素樹脂フィルム粘着テープNo.8410 ＃13 №31（13.4.25）

768 22-5122-10 フッ素樹脂フィルム粘着テープ No.8410 10mm×10ｍ 0.13mm №37（14.2.25）

768 22-5122-11 フッ素樹脂フィルム粘着テープ No.8410 15mm×10ｍ 0.13mm №37（14.2.25）

768 22-5122-12 フッ素樹脂フィルム粘着テープ No.8410 20mm×10ｍ 0.13mm №37（14.2.25）

768 22-5122-13 フッ素樹脂フィルム粘着テープ No.8410 25mm×10ｍ 0.13mm №37（14.2.25）

768 22-5122-14 フッ素樹脂フィルム粘着テープ No.8410 30mm×10ｍ 0.13mm №37（14.2.25）

768 22-5122-15 フッ素樹脂フィルム粘着テープ No.8410 50mm×10ｍ 0.13mm №37（14.2.25）

768 22-5122-16 フッ素樹脂フィルム粘着テープ No.8410 100mm×10ｍ 0.13mm №37（14.2.25）

768 22-5122-20～26 フッ素樹脂フィルム粘着テープNo.8410 ＃18 №31（13.4.25）

768 22-5122-20 フッ素樹脂フィルム粘着テープ No.8410 10mm×10ｍ 0.18mm №37（14.2.25）

768 22-5122-21 フッ素樹脂フィルム粘着テープ No.8410 15mm×10ｍ 0.18mm №37（14.2.25）
2014/3/20 より入数変更： 1巻 ⇒ 10巻
2014/3/20 より価格改定： ￥2,600 ⇒ ￥20,700

2014/3/20 より入数変更： 1巻 ⇒ 10巻

2014/3/20 より入数変更： 1巻 ⇒ 10巻
2014/3/20 より価格改定： ￥2,900 ⇒ ￥23,000

2014/3/20 より入数変更： 1巻 ⇒ 5巻
2014/3/20 より価格改定： ￥3,600 ⇒ ￥14,375

2014/3/20 より入数変更： 1巻 ⇒ 5巻
2014/3/20 より価格改定： ￥4,300 ⇒ ￥17,250

2014/3/20 より入数変更： 1巻 ⇒ 4巻
2014/3/20 より価格改定： ￥7,200 ⇒ ￥23,000

2014/3/20 より入数変更： 1巻 ⇒ 2巻
2014/3/20 より価格改定： ￥14,400 ⇒ ￥23,000

2014/3/20 より入数変更： 1巻 ⇒ 20巻
2014/3/20 より価格改定： ￥1,750 ⇒ ￥27,600

2014/3/20 より価格改定： ￥56,000 ⇒ ￥46,400

2014/3/20 より入数変更： 5巻 ⇒ 20巻
2014/3/20 より価格改定： ￥3,700 ⇒ ￥12,000

2014/3/20 より入数変更： 5巻 ⇒ 20巻
2014/3/20 より価格改定： ￥3,900 ⇒ ￥12,800

2014/3/20 より入数変更： 1巻 ⇒ 20巻
2014/3/20 より価格改定： ￥1,450 ⇒ ￥23,000

2014/3/20 より入数変更： 1巻 ⇒ 10巻
2014/3/20 より価格改定： ￥2,200 ⇒ ￥17,250

廃番

廃番

廃番

廃番

破壊電圧（kV）訂正： 17.5 ⇒ 6.9

破壊電圧（kV）訂正： 21.5 ⇒ 10.9

廃番

768 22-5122-22 フッ素樹脂フィルム粘着テープ No.8410 20mm×10ｍ 0.18mm №37（14.2.25）
2014/3/20 より入数変更： 1巻 ⇒ 10巻
2014/3/20 より価格改定： ￥3,450 ⇒ ￥27,600
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768 22-5122-23 フッ素樹脂フィルム粘着テープ No.8410 25mm×10ｍ 0.18mm №37（14.2.25）

768 22-5122-24 フッ素樹脂フィルム粘着テープ No.8410 30mm×10ｍ 0.18mm №37（14.2.25）

768 22-5122-25 フッ素樹脂フィルム粘着テープ No.8410 50mm×10ｍ 0.18mm №37（14.2.25）

768 22-5122-26 フッ素樹脂フィルム粘着テープ No.8410 100mm×10ｍ 0.18mm №37（14.2.25）

768 22-5122-30～36 フッ素樹脂フィルム粘着テープNo.8410 ＃23 №31（13.4.25）

768 22-5122-30 フッ素樹脂フィルム粘着テープ No.8410 10mm×10ｍ 0.23mm №37（14.2.25）

768 22-5122-31 フッ素樹脂フィルム粘着テープ No.8410 15mm×10ｍ 0.23mm №37（14.2.25）

768 22-5122-32 フッ素樹脂フィルム粘着テープ No.8410 20mm×10ｍ 0.23mm №37（14.2.25）

768 22-5122-33 フッ素樹脂フィルム粘着テープ No.8410 25mm×10ｍ 0.23mm №37（14.2.25）

768 22-5122-34 フッ素樹脂フィルム粘着テープ No.8410 30mm×10ｍ 0.23mm №37（14.2.25）

768 22-5122-35 フッ素樹脂フィルム粘着テープ No.8410 50mm×10ｍ 0.23mm №37（14.2.25）

768 22-5122-36 フッ素樹脂フィルム粘着テープ No.8410 100mm×10ｍ 0.23mm №37（14.2.25）

768 22-5125-50 ガラスクロス粘着テープ No.540S 10mm×30ｍ №37（14.2.25）

768 22-5125-51 ガラスクロス粘着テープ No.540S 20mm×30ｍ №37（14.2.25）

768 22-5125-52 ガラスクロス粘着テープ No.540S 25mm×30ｍ №37（14.2.25）

2014/3/20 より入数変更： 1巻 ⇒ 2巻
2014/3/20 より価格改定： ￥21,000 ⇒ ￥33,600

2014/3/20 より入数変更： 1巻 ⇒ 30巻
2014/3/20 より価格改定： ￥2,500 ⇒ ￥60,000

2014/3/20 より入数変更： 1巻 ⇒ 15巻
2014/3/20 より価格改定： ￥5,000 ⇒ ￥60,000

2014/3/20 より入数変更： 1巻 ⇒ 10巻
2014/3/20 より価格改定： ￥6,300 ⇒ ￥50,000

2014/3/20 より入数変更： 1巻 ⇒ 20巻
2014/3/20 より価格改定： ￥2,100 ⇒ ￥33,600

2014/3/20 より入数変更： 1巻 ⇒ 10巻
2014/3/20 より価格改定： ￥3,150 ⇒ ￥25,200

2014/3/20 より入数変更： 1巻 ⇒ 10巻
2014/3/20 より価格改定： ￥4,200 ⇒ ￥33,600

2014/3/20 より入数変更： 1巻 ⇒ 5巻
2014/3/20 より価格改定： ￥5,300 ⇒ ￥21,000

2014/3/20 より入数変更： 1巻 ⇒ 5巻
2014/3/20 より価格改定： ￥6,300 ⇒ ￥25,200

2014/3/20 より入数変更： 1巻 ⇒ 4巻
2014/3/20 より価格改定： ￥10,500 ⇒ ￥33,600

2014/3/20 より入数変更： 1巻 ⇒ 5巻
2014/3/20 より価格改定： ￥4,300 ⇒ ￥17,250

2014/3/20 より入数変更： 1巻 ⇒ 5巻
2014/3/20 より価格改定： ￥5,200 ⇒ ￥20,700

2014/3/20 より入数変更： 1巻 ⇒ 4巻
2014/3/20 より価格改定： ￥8,600 ⇒ ￥27,600

2014/3/20 より入数変更： 1巻 ⇒ 2巻
2014/3/20 より価格改定： ￥17,200 ⇒ ￥27,600

破壊電圧（kV）訂正： 23 ⇒ 10.9

768 22-5125-53 ガラスクロス粘着テープ No.540S 50mm×30ｍ №37（14.2.25）

768 22-5125-54 ガラスクロス粘着テープ No.540S 15mm×30ｍ №37（14.2.25）

768 22-5125-55 ガラスクロス粘着テープ No.540S 30mm×30ｍ №37（14.2.25）

768 22-5125-60～65 ガラスクロス粘着テープNo.541S №8（09.11.20）

768 22-5125-60 ガラスクロス粘着テープ No.541S 10mm×30ｍ №37（14.2.25）

768 22-5125-61 ガラスクロス粘着テープ No.541S 20mm×30ｍ №37（14.2.25）

768 22-5125-62 ガラスクロス粘着テープ No.541S 25mm×30ｍ №37（14.2.25）

768 22-5125-63 ガラスクロス粘着テープ No.541S 50mm×30ｍ №37（14.2.25）

768 22-5125-64 ガラスクロス粘着テープ No.541S 15mm×30ｍ №37（14.2.25）

768 22-5125-65 ガラスクロス粘着テープ No.541S 30mm×30ｍ №37（14.2.25）

769 22-5126-50 ポリエステルフィルム粘着テープ No.6671 ＃25 10mm×50ｍ №37（14.2.25）

769 22-5126-51 ポリエステルフィルム粘着テープ No.6671 ＃25 15mm×50ｍ №37（14.2.25）

769 22-5126-52 ポリエステルフィルム粘着テープ No.6671 ＃25 20mm×50ｍ №37（14.2.25）

769 22-5126-53 ポリエステルフィルム粘着テープ No.6671 ＃25 25mm×50ｍ №37（14.2.25）

769 22-5126-54 ポリエステルフィルム粘着テープ No.6671 ＃25 30mm×50ｍ №37（14.2.25）

2014/3/20 より入数変更： 1巻 ⇒ 4巻

2014/3/20 より入数変更： 1巻 ⇒ 10巻
2014/3/20 より価格改定： ￥4,700 ⇒ ￥42,000

2014/3/20 より入数変更： 1巻 ⇒ 15巻
2014/3/20 より価格改定： ￥1,900 ⇒ ￥22,500

2014/3/20 より入数変更： 1巻 ⇒ 12巻
2014/3/20 より価格改定： ￥2,800 ⇒ ￥27,000

2014/3/20 より入数変更： 1巻 ⇒ 9巻
2014/3/20 より価格改定： ￥3,750 ⇒ ￥27,000

2014/3/20 より入数変更： 1巻 ⇒ 7巻
2014/3/20 より価格改定： ￥4,700 ⇒ ￥26,250

2014/3/20 より入数変更： 1巻 ⇒ 6巻
2014/3/20 より価格改定： ￥5,650 ⇒ ￥27,000

2014/3/20 より入数変更： 1巻 ⇒ 10巻
2014/3/20 より価格改定： ￥7,500 ⇒ ￥60,000

2014/3/20 より入数変更： 1巻 ⇒ 30巻
2014/3/20 より価格改定： ￥1,600 ⇒ ￥42,000

2014/3/20 より入数変更： 1巻 ⇒ 15巻
2014/3/20 より価格改定： ￥3,150 ⇒ ￥42,000

2014/3/20 より入数変更： 1巻 ⇒ 10巻
2014/3/20 より価格改定： ￥3,900 ⇒ ￥35,000

2014/3/20 より入数変更： 1巻 ⇒ 5巻
2014/3/20 より価格改定： ￥7,800 ⇒ ￥35,000

2014/3/20 より入数変更： 1巻 ⇒ 20巻
2014/3/20 より価格改定： ￥2,400 ⇒ ￥42,000

2014/3/20 より価格改定： ￥6,300 ⇒ ￥50,000

2014/3/20 より入数変更： 1巻 ⇒ 5巻
2014/3/20 より価格改定： ￥12,500 ⇒ ￥50,000

2014/3/20 より入数変更： 1巻 ⇒ 20巻
2014/3/20 より価格改定： ￥3,750 ⇒ ￥60,000

表記訂正：粘着剤の種類
シリコーン系 ⇒ ゴム系

769 22-5126-55 ポリエステルフィルム粘着テープ No.6671 ＃25 40mm×50ｍ №37（14.2.25）
2014/3/20 より入数変更： 1巻 ⇒ 4巻
2014/3/20 より価格改定： ￥7,500 ⇒ ￥24,000
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769 22-5126-56 ポリエステルフィルム粘着テープ No.6671 ＃25 50mm×50ｍ №37（14.2.25）

769 22-5126-70 ポリエステルフィルム粘着テープ No.6672 ＃25 10mm×50ｍ №37（14.2.25）

769 22-5126-71 ポリエステルフィルム粘着テープ No.6672 ＃25 15mm×50ｍ №37（14.2.25）

769 22-5126-72 ポリエステルフィルム粘着テープ No.6672 ＃25 20mm×50ｍ №37（14.2.25）

769 22-5126-73 ポリエステルフィルム粘着テープ No.6672 ＃25 25mm×50ｍ №37（14.2.25）

769 22-5126-74 ポリエステルフィルム粘着テープ No.6672 ＃25 30mm×50ｍ №37（14.2.25）

769 22-5126-75 ポリエステルフィルム粘着テープ No.6672 ＃25 40mm×50ｍ №37（14.2.25）

769 22-5126-76 ポリエステルフィルム粘着テープ No.6672 ＃25 50mm×50ｍ №37（14.2.25）

769 22-5199-10 オートティパー ＴＣＥ-700 №4（09.4.20）

770 22-5151-20～26 導電性アルミ箔粘着テープNo.830 №26（12.9.25）

770 22-5151-30 アルミ箔粘着テープ No.833 10mm×20ｍ №37（14.2.25）

770 22-5151-31 アルミ箔粘着テープ No.833 15mm×20ｍ №37（14.2.25）

770 22-5151-32 アルミ箔粘着テープ No.833 20mm×20ｍ №37（14.2.25）

770 22-5151-33 アルミ箔粘着テープ No.833 25mm×20ｍ №37（14.2.25）

770 22-5151-34 アルミ箔粘着テープ No.833 30mm×20ｍ №37（14.2.25）

2014/3/20 より入数変更： 3巻 ⇒ 20巻
2014/3/20 より価格改定： ￥2,400 ⇒ ￥12,500

2014/3/20 より入数変更： 2巻 ⇒ 16巻
2014/3/20 より価格改定： ￥1,900 ⇒ ￥12,000

2014/3/20 より入数変更： 1巻 ⇒ 10巻

2014/3/20 より入数変更： 1巻 ⇒ 6巻
2014/3/20 より価格改定： ￥4,700 ⇒ ￥22,500

2014/3/20 より入数変更： 1巻 ⇒ 4巻
2014/3/20 より価格改定： ￥6,300 ⇒ ￥20,000

2014/3/20 より入数変更： 1巻 ⇒ 3巻
2014/3/20 より価格改定： ￥7,800 ⇒ ￥18,750

2014/3/20 より入数変更： 5巻 ⇒ 50巻
2014/3/20 より価格改定： ￥1,600 ⇒ ￥12,500

2014/3/20 より入数変更： 5巻 ⇒ 30巻
2014/3/20 より価格改定： ￥2,350 ⇒ ￥11,250

2014/3/20 より入数変更： 3巻 ⇒ 24巻
2014/3/20 より価格改定： ￥1,950 ⇒ ￥12,000

品名訂正： オートテーパー ＴＣＥ-700

2014/3/20 より入数変更： 1巻 ⇒ 3巻
2014/3/20 より価格改定： ￥9,400 ⇒ ￥22,500

2014/3/20 より入数変更： 1巻 ⇒ 15巻
2014/3/20 より価格改定： ￥1,600 ⇒ ￥18,750

2014/3/20 より入数変更： 1巻 ⇒ 12巻
2014/3/20 より価格改定： ￥2,350 ⇒ ￥22,500

2014/3/20 より入数変更： 1巻 ⇒ 9巻
2014/3/20 より価格改定： ￥3,150 ⇒ ￥22,500

2014/3/20 より入数変更： 1巻 ⇒ 7巻
2014/3/20 より価格改定： ￥3,900 ⇒ ￥21,875

廃番

770 22-5151-35 アルミ箔粘着テープ No.833 50mm×20ｍ №37（14.2.25）

770 22-5151-40 導電性アルミ箔粘着テープ No.8303 10mm×20ｍ №37（14.2.25）

770 22-5151-41 導電性アルミ箔粘着テープ No.8303 15mm×20ｍ №37（14.2.25）

770 22-5151-42 導電性アルミ箔粘着テープ No.8303 20mm×20ｍ №37（14.2.25）

770 22-5151-43 導電性アルミ箔粘着テープ No.8303 25mm×20ｍ №37（14.2.25）

770 22-5151-44 導電性アルミ箔粘着テープ No.8303 30mm×20ｍ №37（14.2.25）

770 22-5151-45 導電性アルミ箔粘着テープ No.8303 50mm×20ｍ №37（14.2.25）

770 22-5151-50～55 導電性アルミ箔両面粘着テープNo.791 №4（09.4.20）

770 22-5151-50 導電性アルミ箔両面粘着テープ No.791 10mm×20ｍ №37（14.2.25）

770 22-5151-51 導電性アルミ箔両面粘着テープ No.791 15mm×20ｍ №37（14.2.25）

770 22-5151-52 導電性アルミ箔両面粘着テープ No.791 20mm×20ｍ №37（14.2.25）

770 22-5151-53 導電性アルミ箔両面粘着テープ No.791 25mm×20ｍ №37（14.2.25）

770 22-5151-54 導電性アルミ箔両面粘着テープ No.791 30mm×20ｍ №37（14.2.25）

770 22-5151-55 導電性アルミ箔両面粘着テープ No.791 50mm×20ｍ №37（14.2.25）

771 22-5150-01～06 難燃導電性布粘着テープ No1828 №13（10.6.15）

771 22-5150-40 シールド粘着テープ No.1825 10mm×20ｍ №37（14.2.25）

771 22-5150-41 シールド粘着テープ No.1825 15mm×20ｍ №37（14.2.25）

771 22-5150-42 シールド粘着テープ No.1825 20mm×20ｍ №37（14.2.25）

2014/3/20 より入数変更： 1巻 ⇒ 2巻
2014/3/20 より価格改定： ￥9,400 ⇒ ￥12,500

2014/3/20 より入数変更： 1巻 ⇒ 2巻
2014/3/20 より価格改定： ￥11,300 ⇒ ￥15,000

2014/3/20 より価格改定： ￥18,800 ⇒ ￥12,500

2014/3/20 より入数変更： 1巻 ⇒ 2巻
2014/3/20 より価格改定： ￥5,000 ⇒ ￥8,000

2014/3/20 より入数変更： 1巻 ⇒ 2巻
2014/3/20 より価格改定： ￥7,500 ⇒ ￥12,000

2014/3/20 より価格改定： ￥10,000 ⇒ ￥8,000

廃番⇒代替品：22-5150-40～45 ｼｰﾙﾄﾞ粘着ﾃｰﾌﾟNo1825

2014/3/20 より入数変更： 1巻 ⇒ 3巻
2014/3/20 より価格改定： ￥4,700 ⇒ ￥11,250

2014/3/20 より入数変更： 1巻 ⇒ 2巻
2014/3/20 より価格改定： ￥5,600 ⇒ ￥9,000

2014/3/20 より入数変更： 1巻 ⇒ 2巻
2014/3/20 より価格改定： ￥9,400 ⇒ ￥15,000

2014/3/20 より入数変更： 1巻 ⇒ 4巻
2014/3/20 より価格改定： ￥3,800 ⇒ ￥10,000

2014/3/20 より入数変更： 1巻 ⇒ 3巻
2014/3/20 より価格改定： ￥5,600 ⇒ ￥11,250

2014/3/20 より入数変更： 1巻 ⇒ 2巻
2014/3/20 より価格改定： ￥7,500 ⇒ ￥10,000

2014/3/20 より入数変更： 1巻 ⇒ 10巻
2014/3/20 より価格改定： ￥1,600 ⇒ ￥12,500

2014/3/20 より入数変更： 1巻 ⇒ 6巻
2014/3/20 より価格改定： ￥1,900 ⇒ ￥9,000

2014/3/20 より入数変更： 1巻 ⇒ 4巻
2014/3/20 より価格改定： ￥2,800 ⇒ ￥9,000

2014/3/20 より入数変更： 1巻 ⇒ 3巻
2014/3/20 より価格改定： ￥3,800 ⇒ ￥9,000

寸法訂正： 総厚0.12㎜ ⇒ 0.13㎜

771 22-5150-42 シールド粘着テープ No.1825 20mm×20ｍ №37（14.2.25）

771 22-5150-43 シールド粘着テープ No.1825 25mm×20ｍ №37（14.2.25）

771 22-5150-44 シールド粘着テープ No.1825 30mm×20ｍ №37（14.2.25）

2014/3/20 より価格改定： ￥12,500 ⇒ ￥10,000
2014/3/20 より価格改定： ￥15,000 ⇒ ￥12,000

2014/3/20 より価格改定： ￥10,000 ⇒ ￥8,000
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771 22-5150-45 シールド粘着テープ No.1825 50mm×20ｍ №37（14.2.25）

771 22-5150-50 導電性銅箔両面粘着テープ No.792 10mm×20ｍ №37（14.2.25）

771 22-5150-51 導電性銅箔両面粘着テープ No.792 15mm×20ｍ №37（14.2.25）

771 22-5150-52 導電性銅箔両面粘着テープ No.792 20mm×20ｍ №37（14.2.25）

771 22-5150-53 導電性銅箔両面粘着テープ No.792 25mm×20ｍ №37（14.2.25）

771 22-5150-54 導電性銅箔両面粘着テープ No.792 30mm×20ｍ №37（14.2.25）

771 22-5150-55 導電性銅箔両面粘着テープ No.792 50mm×20ｍ №37（14.2.25）

771 22-5151-10～16 導電性銅箔粘着テープNo.8321 №10（10.3.17）

771 22-5151-10～16 導電性銅箔粘着テープNo.8321 №25（12.7.25）

772 22-5122-40～46 両面粘着テープ№7720（ＶＯＣ対策テープ） №8（09.11.20）

772 22-5122-50 両面粘着テープ No.7721 10mm×50ｍ №37（14.2.25）

772 22-5122-51 両面粘着テープ No.7721 15mm×50ｍ №37（14.2.25）

772 22-5122-52 両面粘着テープ No.7721 20mm×50ｍ №37（14.2.25）

772 22-5122-53 両面粘着テープ No.7721 25mm×50ｍ №37（14.2.25）

772 22-5122-54 両面粘着テープ No.7721 30mm×50ｍ №37（14.2.25）

772 22-5122-55 両面粘着テープ No.7721 40mm×50ｍ №37（14.2.25）

772 22-5122-56 両面粘着テープ No.7721 50mm×50ｍ №37（14.2.25）

772 22-5122-60～73 両面粘着テープNo.7830 №25（12.7.25）

2014/3/20 より入数変更： 2巻 ⇒ 10巻
2014/3/20 より価格改定： ￥3,200 ⇒ ￥12,500

2014/3/20 より入数変更： 2巻 ⇒ 8巻
2014/3/20 より価格改定： ￥3,800 ⇒ ￥12,000

2014/3/20 より入数変更： 1巻 ⇒ 6巻
2014/3/20 より価格改定： ￥2,500 ⇒ ￥12,000

2014/3/20 より入数変更： 1巻 ⇒ 5巻
2014/3/20 より価格改定： ￥3,100 ⇒ ￥12,500

2014/3/20 より価格改定： ￥10,900 ⇒ ￥8,750
2014/3/20 より価格改定： ￥13,100 ⇒ ￥10,500
2014/3/20 より価格改定： ￥21,900 ⇒ ￥17,500

2014/3/20 より入数変更： 4巻 ⇒ 25巻
2014/3/20 より価格改定： ￥2,500 ⇒ ￥12,500

2014/3/20 より入数変更： 3巻 ⇒ 16巻
2014/3/20 より価格改定： ￥2,850 ⇒ ￥12,000

2014/3/20 より入数変更： 2巻 ⇒ 12巻
2014/3/20 より価格改定： ￥2,500 ⇒ ￥12,000

生産休止中 ⇒ 代替品：導電性銅箔粘着ﾃｰﾌﾟNo.8323
価格,仕様はお問合せ下さい。

2014/3/20 より価格改定： ￥25,000 ⇒ ￥20,000

2014/3/20 より入数変更： 1巻 ⇒ 3巻
2014/3/20 より価格改定： ￥4,400 ⇒ ￥10,500

2014/3/20 より入数変更： 1巻 ⇒ 2巻
2014/3/20 より価格改定： ￥6,600 ⇒ ￥10,500

2014/3/20 より入数変更： 1巻 ⇒ 2巻
2014/3/20 より価格改定： ￥8,750 ⇒ ￥14,000

廃番

生産休止 ⇒ 廃番

廃番

772 22-5122-60～73 両面粘着テープNo.7830 №25（12.7.25）

773 22-5125-01～06 両面テープNo.751B（不織布基材・汎用タイプ） №17（11.3.25）

773 22-5125-01 両面テープ No.751B 12mm×20ｍ №37（14.2.25）

773 22-5125-02 両面テープ No.751B 15mm×20ｍ №37（14.2.25）

773 22-5125-03 両面テープ No.751B 18mm×20ｍ №37（14.2.25）

773 22-5125-04 両面テープ No.751B 20mm×20ｍ №37（14.2.25）

773 22-5125-05 両面テープ No.751B 25mm×20ｍ №37（14.2.25）

773 22-5125-06 両面テープ No.751B 50mm×20ｍ №37（14.2.25）

773 22-5127-10 両面テープ No.7565 10mm×50ｍ №37（14.2.25）

773 22-5127-11 両面テープ No.7565 15mm×50ｍ №37（14.2.25）

773 22-5127-12 両面テープ No.7565 20mm×50ｍ №37（14.2.25）

773 22-5127-13 両面テープ No.7565 25mm×50ｍ №37（14.2.25）

773 22-5127-14 両面テープ No.7565 30mm×50ｍ №37（14.2.25）

773 22-5127-15 両面テープ No.7565 40mm×50ｍ №37（14.2.25）

773 22-5127-16 両面テープ No.7565 50mm×50ｍ №37（14.2.25）

773 22-5146-10～16 両面テープNo.777 №25（12.7.25）

773 22-5146-10 両面テープ No.777 10mm×20ｍ №37（14.2.25）

773 22-5146-11 両面テープ No.777 15mm×20ｍ №37（14.2.25）

773 22-5146-12 両面テープ No.777 20mm×20ｍ №37（14.2.25）

773 22-5146-13 両面テープ No.777 25mm×20ｍ №37（14.2.25）

773 22-5146-14 両面テープ No.777 30mm×20ｍ №37（14.2.25）

2014/3/20 より入数変更： 16巻 ⇒ 32巻
2014/3/20 より価格改定： ￥6,400 ⇒ ￥10,560

2014/3/20 より入数変更： 12巻 ⇒ 24巻
2014/3/20 より価格改定： ￥6,600 ⇒ ￥10,560

2014/3/20 より入数変更： 10巻 ⇒ 20巻
2014/3/20 より価格改定： ￥6,800 ⇒ ￥11,000

2014/3/20 より入数変更： 8巻 ⇒ 16巻
2014/3/20 より価格改定： ￥6,480 ⇒ ￥10,560

2014/3/20 より価格改定： ￥13,500 ⇒ ￥10,800
2014/3/20 より価格改定： ￥14,000 ⇒ ￥11,250
2014/3/20 より価格改定： ￥13,600 ⇒ ￥10,800
2014/3/20 より価格改定： ￥13,500 ⇒ ￥10,800
2014/3/20 より価格改定： ￥14,250 ⇒ ￥11,250

2014/3/20 より入数変更： 25巻 ⇒ 50巻
2014/3/20 より価格改定： ￥6,750 ⇒ ￥11,000

2014/3/20 より入数変更： 13巻 ⇒ 39巻
2014/3/20 より価格改定： ￥4,030 ⇒ ￥9,360

2014/3/20 より入数変更： 12巻 ⇒ 36巻
2014/3/20 より価格改定： ￥4,200 ⇒ ￥10,440

2014/3/20 より入数変更： 10巻 ⇒ 30巻
2014/3/20 より価格改定： ￥4,300 ⇒ ￥10,500

2014/3/20 より入数変更： 5巻 ⇒ 15巻
2014/3/20 より価格改定： ￥4,300 ⇒ ￥10,500

2014/3/20 より価格改定： ￥14,000 ⇒ ￥11,250
2014/3/20 より価格改定： ￥13,600 ⇒ ￥10,800

2014/3/20 より入数変更： 20巻 ⇒ 60巻
2014/3/20 より価格改定： ￥4,100 ⇒ ￥9,600

2014/3/20 より入数変更： 16巻 ⇒ 48巻
2014/3/20 より価格改定： ￥4,080 ⇒ ￥9,600

廃番

廃番 ⇒ 販売再開

表記削除 ⇒ 食品衛生法に適合。

773 22-5146-15 両面テープ No.777 40mm×20ｍ №37（14.2.25）

2014/3/20 より価格改定： ￥6,480 ⇒ ￥10,560

2014/3/20 より入数変更： 6巻 ⇒ 12巻
2014/3/20 より価格改定： ￥6,450 ⇒ ￥10,560
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773 22-5146-16 両面テープ No.777 50mm×20ｍ №37（14.2.25）

773 22-5146-20 両面テープ No.775BT 10mm×20ｍ №37（14.2.25）

773 22-5146-21 両面テープ No.775BT 15mm×20ｍ №37（14.2.25）

773 22-5146-22 両面テープ No.775BT 20mm×20ｍ №37（14.2.25）

773 22-5146-23 両面テープ No.775BT 25mm×20ｍ №37（14.2.25）

773 22-5146-24 両面テープ No.775BT 30mm×20ｍ №37（14.2.25）

773 22-5146-25 両面テープ No.775BT 40mm×20ｍ №37（14.2.25）

773 22-5146-26 両面テープ No.775BT 50mm×20ｍ №37（14.2.25）

774 22-5124-60 両面テープ No.766 ＃40 10mm×30ｍ №37（14.2.25）

774 22-5124-61 両面テープ No.766 ＃40 20mm×30ｍ №37（14.2.25）

774 22-5124-62 両面テープ No.766 ＃40 25mm×30ｍ №37（14.2.25）

774 22-5124-63 両面テープ No.766 ＃40 50mm×30ｍ №37（14.2.25）

774 22-5124-70 両面テープ No.767 ＃50 10mm×30ｍ №37（14.2.25）

774 22-5124-71 両面テープ No.767 ＃50 20mm×30ｍ №37（14.2.25）

774 22-5124-72 両面テープ No.767 ＃50 25mm×30ｍ №37（14.2.25）

774 22-5124-73 両面テープ No.767 ＃50 50mm×30ｍ №37（14.2.25）

774 22-5124-80 両面テープ No.769 ＃25 10mm×50ｍ №37（14.2.25）

774 22-5124-81 両面テープ No.769 ＃25 20mm×50ｍ №37（14.2.25）

2014/3/20 より価格改定： ￥14,100 ⇒ ￥10,800
2014/3/20 より価格改定： ￥11,700 ⇒ ￥9,000
2014/3/20 より価格改定： ￥11,700 ⇒ ￥9,000
2014/3/20 より価格改定： ￥7,800 ⇒ ￥8,750
2014/3/20 より価格改定： ￥12,500 ⇒ ￥10,000

2014/3/20 より入数変更： 5巻 ⇒ 10巻
2014/3/20 より価格改定： ￥9,400 ⇒ ￥15,000

2014/3/20 より入数変更： 5巻 ⇒ 25巻
2014/3/20 より価格改定： ￥2,400 ⇒ ￥9,500

2014/3/20 より入数変更： 5巻 ⇒ 12巻
2014/3/20 より価格改定： ￥4,700 ⇒ ￥9,120

2014/3/20 より入数変更： 5巻 ⇒ 10巻
2014/3/20 より価格改定： ￥5,900 ⇒ ￥9,500

2014/3/20 より価格改定： ￥11,800 ⇒ ￥9,500
2014/3/20 より価格改定： ￥11,800 ⇒ ￥9,000

2014/3/20 より入数変更： 25巻 ⇒ 50巻
2014/3/20 より価格改定： ￥9,500 ⇒ ￥15,000

2014/3/20 より入数変更： 16巻 ⇒ 32巻
2014/3/20 より価格改定： ￥8,960 ⇒ ￥14,400

2014/3/20 より入数変更： 12巻 ⇒ 24巻
2014/3/20 より価格改定： ￥9,000 ⇒ ￥14,400

2014/3/20 より入数変更： 10巻 ⇒ 20巻
2014/3/20 より価格改定： ￥9,400 ⇒ ￥15,000

2014/3/20 より入数変更： 8巻 ⇒ 16巻
2014/3/20 より価格改定： ￥9,000 ⇒ ￥14,400

2014/3/20 より入数変更： 6巻 ⇒ 12巻
2014/3/20 より価格改定： ￥9,000 ⇒ ￥14,400

2014/3/20 より入数変更： 5巻 ⇒ 10巻
2014/3/20 より価格改定： ￥6,700 ⇒ ￥11,000

774 22-5124-81 両面テープ No.769 ＃25 20mm×50ｍ №37（14.2.25）

774 22-5124-82 両面テープ No.769 ＃25 25mm×50ｍ №37（14.2.25）

774 22-5124-83 両面テープ No.769 ＃25 50mm×50ｍ №37（14.2.25）

774 22-5127-01 両面テープ No.7221 10mm×20ｍ №37（14.2.25）

774 22-5127-02 両面テープ No.7221 15mm×20ｍ №37（14.2.25）

774 22-5127-03 両面テープ No.7221 20mm×20ｍ №37（14.2.25）

774 22-5127-04 両面テープ No.7221 25mm×20ｍ №37（14.2.25）

774 22-5127-05 両面テープ No.7221 30mm×20ｍ №37（14.2.25）

774 22-5127-06 両面テープ No.7221 40mm×20ｍ №37（14.2.25）

774 22-5127-07 両面テープ No.7221 50mm×20ｍ №37（14.2.25）

775 22-5125-20 ポリエステルフィルム粘着テープ No.647 10mm×60ｍ №37（14.2.25）

775 22-5125-21 ポリエステルフィルム粘着テープ No.647 20mm×60ｍ №37（14.2.25）

775 22-5125-22 ポリエステルフィルム粘着テープ No.647 25mm×60ｍ №37（14.2.25）

775 22-5125-23 ポリエステルフィルム粘着テープ No.647 50mm×60ｍ №37（14.2.25）

775 22-5126-01～31 ポリエチレン表面保護シート№941A・CD №2（09.3.20）

775 22-5126-01,20 ポリエチレン表面保護シート No.941A 50mm×100ｍ №37（14.2.25）

775 22-5126-02,21 ポリエチレン表面保護シート No.941A 75mm×100ｍ №37（14.2.25）

775 22-5126-03,22 ポリエチレン表面保護シート No.941A 100mm×100ｍ №37（14.2.25）

2014/3/20 より入数変更： 1巻 ⇒ 6巻
2014/3/20 より価格改定： ￥1,800 ⇒ ￥8,700

2014/3/20 より入数変更： 1巻 ⇒ 4巻
2014/3/20 より価格改定： ￥2,700 ⇒ ￥8,700

2014/3/20 より入数変更： 1巻 ⇒ 3巻
2014/3/20 より価格改定： ￥3,600 ⇒ ￥8,700

2014/3/20 より入数変更： 6巻 ⇒ 12巻
2014/3/20 より価格改定： ￥6,720 ⇒ ￥10,560

2014/3/20 より入数変更： 5巻 ⇒ 10巻
2014/3/20 より価格改定： ￥7,000 ⇒ ￥11,000

2014/3/20 より入数変更： 5巻 ⇒ 30巻
2014/3/20 より価格改定： ￥11,000 ⇒ ￥52,500

2014/3/20 より入数変更： 2巻 ⇒ 15巻
2014/3/20 より価格改定： ￥8,800 ⇒ ￥52,500

2014/3/20 より入数変更： 2巻 ⇒ 10巻
2014/3/20 より価格改定： ￥11,000 ⇒ ￥43,750

2014/3/20 より入数変更： 1巻 ⇒ 5巻
2014/3/20 より価格改定： ￥11,000 ⇒ ￥43,750

2014/3/20 より価格改定： ￥15,600 ⇒ ￥12,500

2014/3/20 より入数変更： 25巻 ⇒ 50巻
2014/3/20 より価格改定： ￥7,000 ⇒ ￥11,000

2014/3/20 より入数変更： 16巻 ⇒ 32巻
2014/3/20 より価格改定： ￥6,720 ⇒ ￥10,560

2014/3/20 より入数変更： 12巻 ⇒ 24巻
2014/3/20 より価格改定： ￥6,720 ⇒ ￥10,560

2014/3/20 より入数変更： 10巻 ⇒ 20巻
2014/3/20 より価格改定： ￥7,000 ⇒ ￥11,000

2014/3/20 より入数変更： 8巻 ⇒ 16巻
2014/3/20 より価格改定： ￥6,720 ⇒ ￥10,560

2014/3/20 より価格改定： ￥12,500 ⇒ ￥10,000
2014/3/20 より価格改定： ￥11,700 ⇒ ￥9,375

表示訂正： 長さ（ｍｍ） ⇒ 長さ（ｍ）

775 22-5126-04,23 ポリエチレン表面保護シート No.941A 200mm×100ｍ №37（14.2.25）

2014/3/20 より価格改定： ￥3,600 ⇒ ￥8,700

2014/3/20 より入数変更： 1巻 ⇒ 2巻
2014/3/20 より価格改定： ￥7,200 ⇒ ￥11,600
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775 22-5126-05,24 ポリエチレン表面保護シート No.941C 50mm×100ｍ №37（14.2.25）

775 22-5126-06,25 ポリエチレン表面保護シート No.941C 75mm×100ｍ №37（14.2.25）

775 22-5126-07,26 ポリエチレン表面保護シート No.941C 100mm×100ｍ №37（14.2.25）

775 22-5126-08,27 ポリエチレン表面保護シート No.941C 200mm×100ｍ №37（14.2.25）

775 22-5126-09,28 ポリエチレン表面保護シート No.941D 50mm×100ｍ №37（14.2.25）

775 22-5126-10,29 ポリエチレン表面保護シート No.941D 75mm×100ｍ №37（14.2.25）

775 22-5126-11,30 ポリエチレン表面保護シート No.941D 100mm×100ｍ №37（14.2.25）

775 22-5126-12,31 ポリエチレン表面保護シート No.941D 200mm×100ｍ №37（14.2.25）

776 22-5142-01～05 クリーンルーム用ラインテープ №28（12.12.25）

776 22-5142-03 クリーンルーム用ラインテープ / クリーン50BL №6（09.7.1）

776 22-5142-04 クリーンルーム用ラインテープ / クリーン50G №6（09.7.1）

776 22-5142-05 クリーンルーム用ラインテープ / クリーン50R №6（09.7.1）

776 22-5142-10 安全表示用布テープ No.145T №37（14.2.25）

776 22-5142-15 安全表示用ビニルテープ No.302T 45mm×10ｍ №37（14.2.25）

776 22-5142-16 安全表示用ビニルテープ No.302T 90mm×10ｍ №37（14.2.25）

776 22-5142-20 ラインテープVT340 50mm×20ｍ 白 （5巻） №37（14.2.25）

776 22-5142-21 ラインテープVT340 50mm×20ｍ 黄 （5巻） №37（14.2.25）

776 22-5142-22～25 ラインテープVT340 50mm×20ｍ 赤/青/緑/橙 №37（14.2.25）

2014/3/20 より入数変更： 5巻 ⇒ 24巻
2014/3/20 より価格改定： ￥8,800 ⇒ ￥39,200

2014/3/20 より入数変更： 8巻 ⇒ 100巻
2014/3/20 より価格改定： ￥3,200 ⇒ ￥35,000

2014/3/20 より入数変更： 4巻 ⇒ 50巻
2014/3/20 より価格改定： ￥3,200 ⇒ ￥35,000

2014/3/20 より価格改定： ￥7,800 ⇒ ￥6,600
2014/3/20 より価格改定： ￥7,800 ⇒ ￥6,600
取扱中止

2014/3/20 より入数変更： 1巻 ⇒ 3巻
2014/3/20 より価格改定： ￥3,600 ⇒ ￥8,700

2014/3/20 より入数変更： 1巻 ⇒ 2巻
2014/3/20 より価格改定： ￥7,200 ⇒ ￥11,600

2014/3/20 より入数変更： 1巻 ⇒ 6巻
2014/3/20 より価格改定： ￥1,800 ⇒ ￥8,700

2014/3/20 より入数変更： 1巻 ⇒ 4巻
2014/3/20 より価格改定： ￥2,700 ⇒ ￥8,700

2014/3/20 より入数変更： 1巻 ⇒ 3巻
2014/3/20 より価格改定： ￥3,600 ⇒ ￥8,700

2014/3/20 より入数変更： 1巻 ⇒ 2巻
2014/3/20 より価格改定： ￥7,200 ⇒ ￥11,600

2014/3/20 より入数変更： 1巻 ⇒ 6巻
2014/3/20 より価格改定： ￥1,800 ⇒ ￥8,700

2014/3/20 より入数変更： 1巻 ⇒ 4巻
2014/3/20 より価格改定： ￥2,700 ⇒ ￥8,700

¥7,300 ⇒ ¥8,600

カラー訂正： 緑 ⇒ 赤

カラー訂正： 青 ⇒ 緑

カラー訂正： 赤 ⇒ 青

価格訂正：

776 22-5142-22～25 ラインテープVT340 50mm×20ｍ 赤/青/緑/橙 №37（14.2.25）

778 22-5140-32,33 Pカットテープ No.416 №27（12.11.26）

778 22-5143-13～18 オリーブテープ No.145 （30巻） №17（11.3.25）

778 22-5145-03 ニューオリーブテープ No.142 （30巻） №17（11.3.25）

779 22-5140-20,21 PETボトル再生布テープ No.156、No.157 №9（10.2.2）

779 22-5147-30 メタルカラーテープ No.620 10mm×30ｍ ゴールド №37（14.2.25）

779 22-5147-31 メタルカラーテープ No.620 15mm×30ｍ ゴールド №37（14.2.25）

779 22-5147-32 メタルカラーテープ No.620 20mm×30ｍ ゴールド №37（14.2.25）

779 22-5147-33 メタルカラーテープ No.620 25mm×30ｍ ゴールド №37（14.2.25）

779 22-5147-34 メタルカラーテープ No.620 30mm×30ｍ ゴールド №37（14.2.25）

779 22-5147-35 メタルカラーテープ No.620 50mm×30ｍ ゴールド №37（14.2.25）

779 22-5147-36 メタルカラーテープ No.620 10mm×30ｍ シルバー №37（14.2.25）

779 22-5147-37 メタルカラーテープ No.620 15mm×30ｍ シルバー №37（14.2.25）

779 22-5147-38 メタルカラーテープ No.620 20mm×30ｍ シルバー №37（14.2.25）

779 22-5147-39 メタルカラーテープ No.620 25mm×30ｍ シルバー №37（14.2.25）

779 22-5147-40 メタルカラーテープ No.620 30mm×30ｍ シルバー №37（14.2.25）

779 22-5147-41 メタルカラーテープ No.620 50mm×30ｍ シルバー №37（14.2.25）

781 22-5002-10～30 検体ラベル №13（10.6.15）

781 22-5002-40,50 劇・毒物ラベル №17（11.3.25）

781 22-5012-10～49 カラーラベル/CL1530白～CL3060黄緑 №6（09.7.1）

781 22-5012-20～29 カラーラベル CL-2050 №17（11.3.25）

781 22-5012-30～39 カラーラベル CL-2540 №17（11.3.25）

2014/3/20 より入数変更： 10巻 ⇒ 40巻
2014/3/20 より価格改定： ￥4,400 ⇒ ￥14,400

2014/3/20 より入数変更： 10巻 ⇒ 20巻
2014/3/20 より価格改定： ￥6,600 ⇒ ￥10,800

2014/3/20 より入数変更： 10巻 ⇒ 20巻
2014/3/20 より価格改定： ￥8,750 ⇒ ￥14,400

2014/3/20 より入数変更： 10巻 ⇒ 16巻
2014/3/20 より価格改定： ￥10,950 ⇒ ￥14,400

2014/3/20 より価格改定： ￥13,100 ⇒ ￥10,800

2014/3/20 より入数変更： 10巻 ⇒ 8巻
2014/3/20 より価格改定： ￥21,900 ⇒ ￥14,400

2014/3/20 より入数変更： 10巻 ⇒ 40巻
2014/3/20 より価格改定： ￥4,400 ⇒ ￥14,400

2014/3/20 より入数変更： 10巻 ⇒ 20巻
2014/3/20 より価格改定： ￥6,600 ⇒ ￥10,800

2014/3/20 より入数変更： 10巻 ⇒ 20巻
2014/3/20 より価格改定： ￥8,750 ⇒ ￥14,400

2014/3/20 より入数変更： 10巻 ⇒ 16巻
2014/3/20 より価格改定： ￥10,950 ⇒ ￥14,400

2014/3/20 より価格改定： ￥13,100 ⇒ ￥10,800

2014/3/20 より入数変更： 10巻 ⇒ 8巻
2014/3/20 より価格改定： ￥21,900 ⇒ ￥14,400

取扱中止
在庫限りで廃番

2011/4/1 より価格改定： ￥21,000 ⇒ ￥22,500

2011/4/1 より価格改定： ￥2,100 ⇒ ￥2,200

2011/4/1 より価格改定： ￥2,200 ⇒ ￥2,400

2011/4/1 より価格改定： ￥2,200 ⇒ ￥2,400

廃番 （代替品はお問い合わせ下さい。）

2011/4/1 より価格改定： ￥17,700 ⇒ ￥19,200

表記訂正： ⇒

廃番

12505 03005

781 22-5012-30～39 カラーラベル CL-2540 №17（11.3.25）

781 22-5012-40～49 カラーラベル CL-3060 №17（11.3.25）

2011/4/1 より価格改定： ￥2,200 ⇒ ￥2,400

2011/4/1 より価格改定： ￥2,300 ⇒ ￥2,600
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782 22-5011-10～14 ナンバー連続ラベル №23（12.4.25）

782 22-5013-10 ボーダーラベル 赤-小 №35（13.12.25）

782 22-5015-10～59 ドットラベル №30（13.3.25）

783 22-5010-10～56 ラベリングテープ №30（13.3.25）

783 23-5010-90～92 テープディスペンサー №30（13.3.25）

783 22-5016-10～35 サテンクロスラベル №30（13.3.25）

786 22-5204-20 ネオフロンシート（CTFE） 200×200×2mm/No.053603 №23（12.4.25）

787 22-5204-65～66 テフロン®PFAメッシュシート №16（11.2.15）

787 22-5204-80 テフロンETFEスクリーン №011109 №7（09.9.1）

787 22-5204-81 テフロンETFEスクリーン №011110 №7（09.9.1）

787 22-5204-82 テフロンETFEスクリーン №011111 №7（09.9.1）

787 22-5204-83 テフロンETFEスクリーン №011112 №7（09.9.1）

787 22-5204-84 テフロンETFEスクリーン №011113 №7（09.9.1）

787 22-5204-85 テフロンETFEスクリーン №011115 №7（09.9.1）

787 22-5204-86 テフロンETFEスクリーン №011116 №7（09.9.1）

787 22-5204-87 テフロンETFEスクリーン №011117 №7（09.9.1）

787 22-5204-88 テフロンETFEスクリーン №011118 №7（09.9.1）

788 22-5244-40～51 塩化ビニール板 №33（13.8.26）

789 22-5290-01～06 ラブロック №7（09.9.1）

789 22-5290-05 ラブロック 90 №33（13.8.26）

789 22-5291-01 防振ゴム板 300×300mm HS60° №19（11.7.25）

789 22-5291-05 防振ゴム板 厚さ12mm 500×500 №35（13.12.25）

789 22-5291-06 防振ゴム板 15㎜/100×1000 ＨＳ50° №5（09.5.26）

789 22-5291-08 防振ゴム板 305×305mm HS78° №19（11.7.25）

789 22-5291-09 防振ゴム板 厚さ20mm 500×500 №35（13.12.25）

790 12-7202-10～61 コンパクトフィルターホルダー №35（13.12.25）

791 22-3083-10 フローインジケーター №11（10.4.15）

791 22-3083-10 フローインジケーター №33（13.8.26）

792 22-3061-20～23 クイック脱着コネクターBA型 №33（13.8.26）

価格改定： ¥16,500 ⇒ ¥16,900
寸法・使用最高温度・使用圧力範囲の各項目の数値削除

¥11,200

価格改定： ¥46,000 ⇒ ¥78,900

⇒ ¥5,200

価格改定：

価格改定： ¥10,200 ⇒

表記削除 ⇒ ●材質：PMMA

2013/10/1 より価格改定： ￥3,100 ⇒ ￥3,600
2013/10/1 より価格改定： ￥3,700 ⇒ ￥4,300

仕様訂正：（1枚の最大荷重）1,100kg ⇒ 11,000kg
価格改定：

¥80,000⇒

価格改定：

⇒

⇒

¥46,000

廃番

価格改定： ¥52,600

価格改定： ¥74,600

¥4,800

¥119,000

¥7,500

特記事項：別途要送料￥1,000

価格訂正 ⇒ ￥2,600

¥6,500

価格改定： ¥75,000 ⇒ ¥129,700

⇒ ¥89,700

価格改定： ¥57,500 ⇒ ¥97,300

¥78,900

価格改定： ¥47,800 ⇒ ¥101,600

⇒価格改定： ¥46,000

価格改定： ¥45,000 ⇒ ¥77,000

販売再開

輸送費マーク追記

廃番

型番変更： F1-6 ⇒ BA19935

仕様訂正： [糸径] 100 ⇒ 110

輸送費マーク追記
輸送費マーク追記

輸送費マーク追記

792 22-3061-20～23 クイック脱着コネクターBA型 №33（13.8.26）

792 22-3061-25 クイック脱着コネクターOB型 （10個） / OB870404 №33（13.8.26）

792 22-3061-26 クイック脱着コネクターOB型 （10個） / OB870406 №33（13.8.26）

792 22-3061-27 クイック脱着コネクターOB型 （10個） / OB870408 №33（13.8.26）

792 22-3061-28 クイック脱着コネクターOB型 （10個） / OB870410 №33（13.8.26）

792 22-3061-29 クイック脱着コネクターOB型 （10個） / OB870412 №33（13.8.26）

792 22-3061-30 クイック脱着コネクターOB型 （10個） / OB870414 №33（13.8.26）

792 22-3083-92 ノンリターンバルブ （5個入） / OB8714106 №33（13.8.26）

792 22-3083-93 ノンリターンバルブ （5個入） / OB8714108 №33（13.8.26）

792 22-3083-94 ノンリターンバルブ （5個入） / OB8714110 №33（13.8.26）

793 20-3065-30 ミニフィッティング 隔壁コネクター φ8×20 / VFB116 №12（10.5.20）

793 20-3065-31 ミニフィッティング 隔壁コネクター φ8×25 / VFB226 №12（10.5.20）

793 20-3065-32 ミニフィッティング 隔壁コネクター φ8×30 / VFB336 №12（10.5.20）

793 20-3065-33 ミニフィッティング 隔壁コネクター φ8×22 / VFB126 №12（10.5.20）

793 20-3065-34 ミニフィッティング 隔壁コネクター φ8×26 / VFB136 №12（10.5.20）

793 20-3065-35 ミニフィッティング 隔壁コネクター φ8×28 / VFB236 №12（10.5.20）

793～4 №3（09.3.20）

793 22-3065-01 ミニフィッティング T形三方同径（10個入） / VPT106 №13（10.6.15）

793 22-3065-02 ミニフィッティング T形三方同径（10個入） / VPT206 №13（10.6.15）

793 22-3065-03 ミニフィッティング T形三方同径（10個入） / VPT306 №13（10.6.15）

793 22-3065-04 ミニフィッティング T形異径（10個入） / VPT126 №13（10.6.15）

793 22-3065-05 ミニフィッティング T形異径（10個入） / VPT136 №13（10.6.15）

793 22-3065-06 ミニフィッティング T形異径（10個入） / VPT236 №13（10.6.15）

793 22-3065-07 ミニフィッティング T形異径（10個入） / VPT216 №13（10.6.15）

793 22-3065-08 ミニフィッティング T形異径（10個入） / VPT316 №13（10.6.15）

793 22-3065-09 ミニフィッティング T形異径（10個入） / VPT326 №13（10.6.15）

793 22-3065-10 ミニフィッティング Y形三方同径（10個入） / VPY106 №13（10.6.15）

793 22-3065-11 ミニフィッティング Y形三方同径（10個入） / VPY206 №13（10.6.15）

793 22-3065-12 ミニフィッティング Y形三方同径（10個入） / VPY306 №13（10.6.15）

793 22-3065-15 ミニフィッティング L形同径（10個入） / VPL106 №13（10.6.15）

793 22-3065-16 ミニフィッティング L形同径（10個入） / VPL206 №13（10.6.15）

793 22-3065-17 ミニフィッティング L形同径（10個入） / VPL306

2013/10/1 より価格改定： ￥3,700 ⇒ ￥4,300
2013/10/1 より価格改定： ￥2,400 ⇒ ￥2,700

2013/10/1 より価格改定： ￥3,000 ⇒ ￥3,400

2013/10/1 より価格改定： ￥4,100 ⇒ ￥4,700
2013/10/1 より価格改定： ￥2,900 ⇒ ￥3,200
2013/10/1 より価格改定： ￥2,900 ⇒ ￥3,300

2013/10/1 より価格改定： ￥3,300 ⇒ ￥3,700
2013/10/1 より価格改定： ￥3,800 ⇒ ￥4,300

2013/10/1 より価格改定： ￥3,100 ⇒ ￥3,400

2013/10/1 より価格改定： ￥2,600 ⇒ ￥2,900

製品コード変更 ⇒ 22-3065-33

2010/7/1 より価格改定： ￥2,350 ⇒ ￥1,800

製品コード変更 ⇒ 22-3065-32

2010/7/1 より価格改定： ￥2,000 ⇒ ￥1,600

製品コード変更 ⇒ 22-3065-35

表記訂正：T形・L形・I形・一方「異型」⇒「異径」

2010/7/1 より価格改定： ￥2,100 ⇒ ￥1,700

2010/7/1 より価格改定： ￥2,000 ⇒ ￥1,600

22-3065-04～09・22-3065-18～20・22-3065-25～27・22-3065-76～84

2010/7/1 より価格改定： ￥2,000 ⇒ ￥1,600

2010/7/1 より価格改定： ￥2,100 ⇒ ￥1,700

2010/7/1 より価格改定： ￥2,000 ⇒ ￥1,600

製品コード変更 ⇒ 22-3065-30

製品コード変更 ⇒ 22-3065-31

2010/7/1 より価格改定： ￥2,550 ⇒ ￥2,000

2010/7/1 より価格改定： ￥2,550 ⇒ ￥2,000

2010/7/1 より価格改定： ￥2,350 ⇒ ￥1,800

2010/7/1 より価格改定： ￥2,550 ⇒ ￥2,000

2010/7/1 より価格改定： ￥2,550 ⇒ ￥2,000

2010/7/1 より価格改定： ￥2,000 ⇒ ￥1,600

製品コード変更 ⇒ 22-3065-34

2010/7/1 より価格改定： ￥2,000 ⇒ ￥1,600

2010/7/1 より価格改定： ￥2,100 ⇒ ￥1,700793 22-3065-17 ミニフィッティング L形同径（10個入） / VPL306 №13（10.6.15）

793 22-3065-18 ミニフィッティング L形異径（10個入） / VPL126 №13（10.6.15）

2010/7/1 より価格改定： ￥2,100 ⇒ ￥1,700

2010/7/1 より価格改定： ￥2,350 ⇒ ￥1,800
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793 22-3065-19 ミニフィッティング L形異径（10個入） / VPL136 №13（10.6.15）

793 22-3065-20 ミニフィッティング L形異径（10個入） / VPL236 №13（10.6.15）

793 22-3065-21 ミニフィッティング I形同径（10個入） / VPI116 №13（10.6.15）

793 22-3065-22 ミニフィッティング I形同径（10個入） / VPI226 №13（10.6.15）

793 22-3065-23 ミニフィッティング I形同径（10個入） / VPI336 №13（10.6.15）

793 22-3065-24 ミニフィッティング I形同径（10個入） / VPI446 №13（10.6.15）

793 22-3065-25 ミニフィッティング I形異径（10個入） / VPI126 №13（10.6.15）

793 22-3065-26 ミニフィッティング I形異径（10個入） / VPI136 №13（10.6.15）

793 22-3065-27 ミニフィッティング I形異径（10個入） / VPI236 №13（10.6.15）

793 22-3065-30 ミニフィッティング 隔壁コネクター φ8×20 / VFB116 №13（10.6.15）

793 22-3065-31 ミニフィッティング 隔壁コネクター φ8×25 / VFB226 №13（10.6.15）

793 22-3065-32 ミニフィッティング 隔壁コネクター φ8×30 / VFB336 №13（10.6.15）

793 22-3065-33 ミニフィッティング 隔壁コネクター φ8×22 / VFB126 №13（10.6.15）

793 22-3065-34 ミニフィッティング 隔壁コネクター φ8×26 / VFB136 №13（10.6.15）

793 22-3065-35 ミニフィッティング 隔壁コネクター φ8×28 / VFB236 №13（10.6.15）

793 22-3065-36 固定用ロックナット（10個入） / VFBL10 №13（10.6.15）

793 22-3065-37 固定用ロックナット（10個入） / VFBL20 №13（10.6.15）

793 22-3065-38 固定用ロックナット（10個入） / VFBL1 №13（10.6.15）

793 22-3065-39 固定用ロックナット（10個入） / VFBL4 №13（10.6.15）

793 22-3065-40 固定用ロックナット（10個入） / VFBL7 №13（10.6.15）

793 22-3065-41 カラーコードリング（10個入） / VFBR1 №13（10.6.15）

793 22-3065-42 カラーコードリング（10個入） / VFBR4 №13（10.6.15）

793 22-3065-43 カラーコードリング（10個入） / VFBR7 №13（10.6.15）

794 22-3065-50 ミニフィッティング I形同径（10個入） / VFI116 №13（10.6.15）

794 22-3065-51 ミニフィッティング I形同径（10個入） / VFI226 №13（10.6.15）

794 22-3065-52 ミニフィッティング I形同径（10個入） / VFI336 №13（10.6.15）

794 22-3065-53 ミニフィッティング I形同径（10個入） / VFI446 №13（10.6.15）

794 22-3065-54 ミニフィッティング I形同径（10個入） / VFI556 №13（10.6.15）

2010/7/1 より価格改定： ￥1,550 ⇒ ￥1,350

2010/7/1 より価格改定： ￥1,550 ⇒ ￥1,350

2010/7/1 より価格改定： ￥2,550 ⇒ ￥2,000

2010/7/1 より価格改定： ￥2,550 ⇒ ￥2,000

2010/7/1 より価格改定： ￥1,450 ⇒ ￥1,200

2010/7/1 より価格改定： ￥1,450 ⇒ ￥1,200

2010/7/1 より価格改定： ￥1,450 ⇒ ￥1,200

2010/7/1 より価格改定： ￥1,550 ⇒ ￥1,300

2010/7/1 より価格改定： ￥1,450 ⇒ ￥1,200

2010/7/1 より価格改定： ￥1,450 ⇒ ￥1,200

2010/7/1 より価格改定： ￥1,450 ⇒ ￥1,200

2010/7/1 より価格改定： ￥450 ⇒ ￥350

2010/7/1 より価格改定： ￥900 ⇒ ￥700

2010/7/1 より価格改定： ￥1,550 ⇒ ￥1,350

2010/7/1 より価格改定： ￥1,550 ⇒ ￥1,350

2010/7/1 より価格改定： ￥1,550 ⇒ ￥1,350

2010/7/1 より価格改定： ￥1,550 ⇒ ￥1,350

2010/7/1 より価格改定： ￥550 ⇒ ￥500

2010/7/1 より価格改定： ￥550 ⇒ ￥500

2010/7/1 より価格改定： ￥550 ⇒ ￥500

2010/7/1 より価格改定： ￥900 ⇒ ￥700

2010/7/1 より価格改定： ￥900 ⇒ ￥700

2010/7/1 より価格改定： ￥900 ⇒ ￥700

2010/7/1 より価格改定： ￥1,450 ⇒ ￥1,200

2010/7/1 より価格改定： ￥1,450 ⇒ ￥1,200

2010/7/1 より価格改定： ￥1,450 ⇒ ￥1,200

2010/7/1 より価格改定： ￥1,650 ⇒ ￥1,300

2010/7/1 より価格改定： ￥1,650 ⇒ ￥1,300794 22-3065-54 ミニフィッティング I形同径（10個入） / VFI556

794 22-3065-55 ミニフィッティング I形同径（10個入） / VFI666 №13（10.6.15）

794 22-3065-56 ミニフィッティング I形異径（10個入） / VFI126 №13（10.6.15）

794 22-3065-57 ミニフィッティング I形異径（10個入） / VFI136 №13（10.6.15）

794 22-3065-58 ミニフィッティング I形異径（10個入） / VFI236 №13（10.6.15）

794 22-3065-59 ミニフィッティング I形異径（10個入） / VFI146 №13（10.6.15）

794 22-3065-60 ミニフィッティング I形異径（10個入） / VFI246 №13（10.6.15）

794 22-3065-61 ミニフィッティング I形異径（10個入） / VFI346 №13（10.6.15）

794 22-3065-62 ミニフィッティング I形異径（10個入） / VFI156 №13（10.6.15）

794 22-3065-63 ミニフィッティング I形異径（10個入） / VFI256 №13（10.6.15）

794 22-3065-64 ミニフィッティング I形異径（10個入） / VFI356 №13（10.6.15）

794 22-3065-65 ミニフィッティング I形異径（10個入） / VFI456 №13（10.6.15）

794 22-3065-66 ミニフィッティング I形異径（10個入） / VFI366 №13（10.6.15）

794 22-3065-67 ミニフィッティング I形異径（10個入） / VFI466 №13（10.6.15）

794 22-3065-68 ミニフィッティング I形異径（10個入） / VFI566 №13（10.6.15）

794 22-3065-70 ミニフィッティング T形三方同径（10個入） / VFT106 №13（10.6.15）

794 22-3065-71 ミニフィッティング T形三方同径（10個入） / VFT206 №13（10.6.15）

794 22-3065-72 ミニフィッティング T形三方同径（10個入） / VFT306 №13（10.6.15）

794 22-3065-73 ミニフィッティング T形三方同径（10個入） / VFT406 №13（10.6.15）

794 22-3065-74 ミニフィッティング T形三方同径（10個入） / VFT506 №13（10.6.15）

794 22-3065-75 ミニフィッティング T形三方同径（10個入） / VFT606 №13（10.6.15）

794 22-3065-76 ミニフィッティング T形二方同径一方異径（10個入） / VFT126 №13（10.6.15）

794 22-3065-77 ミニフィッティング T形二方同径一方異径（10個入） / VFT136 №13（10.6.15）

794 22-3065-78 ミニフィッティング T形二方同径一方異径（10個入） / VFT236 №13（10.6.15）

794 22-3065-79 ミニフィッティング T形二方同径一方異径（10個入） / VFT216 №13（10.6.15）

794 22-3065-80 ミニフィッティング T形二方同径一方異径（10個入） / VFT316 №13（10.6.15）

794 22-3065-81 ミニフィッティング T形二方同径一方異径（10個入） / VFT326 №13（10.6.15）

794 22-3065-82 ﾐﾆﾌｨｯﾃｨﾝｸﾞ T形二方同径一方異径（10個入） / VFTR216 №13（10.6.15）

794 22-3065-83 ﾐﾆﾌｨｯﾃｨﾝｸﾞ T形二方同径一方異径（10個入） / VFTR316 №13（10.6.15）

794 22-3065-84 ﾐﾆﾌｨｯﾃｨﾝｸﾞ T形二方同径一方異径（10個入） / VFTR326 №13（10.6.15）

794 22-3066-01 ミニフィッティング L形（10個入） / VFL106 №13（10.6.15）

2010/7/1 より価格改定： ￥1,550 ⇒ ￥1,200

2010/7/1 より価格改定： ￥1,550 ⇒ ￥1,200

2010/7/1 より価格改定： ￥1,550 ⇒ ￥1,200

2010/7/1 より価格改定： ￥1,650 ⇒ ￥1,450

2010/7/1 より価格改定： ￥1,450 ⇒ ￥1,200

2010/7/1 より価格改定： ￥1,450 ⇒ ￥1,200

2010/7/1 より価格改定： ￥1,450 ⇒ ￥1,200

2010/7/1 より価格改定： ￥2,750 ⇒ ￥2,100

2010/7/1 より価格改定： ￥3,000 ⇒ ￥2,400

2010/7/1 より価格改定： ￥1,550 ⇒ ￥1,200

2010/7/1 より価格改定： ￥1,550 ⇒ ￥1,200

2010/7/1 より価格改定： ￥1,650 ⇒ ￥1,300

2010/7/1 より価格改定： ￥1,650 ⇒ ￥1,300

2010/7/1 より価格改定： ￥1,650 ⇒ ￥1,300

2010/7/1 より価格改定： ￥1,650 ⇒ ￥1,300

2010/7/1 より価格改定： ￥1,650 ⇒ ￥1,450

2010/7/1 より価格改定： ￥2,350 ⇒ ￥1,800

2010/7/1 より価格改定： ￥2,550 ⇒ ￥2,000

2010/7/1 より価格改定： ￥2,650 ⇒ ￥2,000

2010/7/1 より価格改定： ￥2,350 ⇒ ￥1,800

2010/7/1 より価格改定： ￥3,650 ⇒ ￥2,900

2010/7/1 より価格改定： ￥2,450 ⇒ ￥1,800

2010/7/1 より価格改定： ￥2,550 ⇒ ￥1,900

2010/7/1 より価格改定： ￥2,550 ⇒ ￥2,000

2010/7/1 より価格改定： ￥2,450 ⇒ ￥1,900

2010/7/1 より価格改定： ￥2,550 ⇒ ￥2,000

2010/7/1 より価格改定： ￥2,550 ⇒ ￥2,000

2010/7/1 より価格改定： ￥2,450 ⇒ ￥1,900

2010/7/1 より価格改定： ￥2,550 ⇒ ￥2,000

2010/7/1 より価格改定： ￥2,550 ⇒ ￥2,000

794 22-3066-02 ミニフィッティング L形（10個入） / VFL206 №13（10.6.15）

794 22-3066-03 ミニフィッティング L形（10個入） / VFL306 №13（10.6.15）

2010/7/1 より価格改定： ￥2,550 ⇒ ￥2,100

2010/7/1 より価格改定： ￥2,650 ⇒ ￥2,200
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794 22-3066-04 ミニフィッティング L形（10個入） / VFL406 №13（10.6.15）

794 22-3066-05 ミニフィッティング L形（10個入） / VFL506 №13（10.6.15）

794 22-3066-06 ミニフィッティング L形（10個入） / VFL606 №13（10.6.15）

794 22-3066-07 ミニフィッティング Y形（10個入） / VFY106 №13（10.6.15）

794 22-3066-08 ミニフィッティング Y形（10個入） / VFY206 №13（10.6.15）

794 22-3066-09 ミニフィッティング Y形（10個入） / VFY306 №13（10.6.15）

794 22-3066-10 ミニフィッティング Y形（10個入） / VFY406 №13（10.6.15）

794 22-3066-11 ミニフィッティング Y形（10個入） / VFY506 №13（10.6.15）

794 22-3066-12 ミニフィッティング Y形（10個入） / VFY606 №13（10.6.15）

794 22-3066-13 チューブ用ストッパープラグ（10個入） / VSP106 №13（10.6.15）

794 22-3066-14 チューブ用ストッパープラグ（10個入） / VSP206 №13（10.6.15）

794 22-3066-15 チューブ用ストッパープラグ（10個入） / VSP306 №13（10.6.15）

794 22-3066-16 チューブ用ストッパープラグ（10個入） / VSP406 №13（10.6.15）

794 22-3066-17 チューブ用ストッパープラグ（10個入） / VSP506 №13（10.6.15）

794 22-3066-18 チューブ用ストッパープラグ（10個入） / VSP606 №13（10.6.15）

795 22-3066-20 マルチポートコネクターF型（10個入） / VFF106 №13（10.6.15）

795 22-3066-21 マルチポートコネクターF型（10個入） / VFF206 №13（10.6.15）

795 22-3066-22 マルチポートコネクターF型（10個入） / VFF306 №13（10.6.15）

795 22-3066-23 マルチポートコネクターX型（10個入） / VFX106 №13（10.6.15）

795 22-3066-24 マルチポートコネクターX型（10個入） / VFX206 №13（10.6.15）

795 22-3066-25 マルチポートコネクターX型（10個入） / VFX306 №13（10.6.15）

795 22-3066-26 マルチポートコネクター ダブルL型（10個入） / VMDL106 №13（10.6.15）

795 22-3066-27 マルチポートコネクター ダブルL型（10個入） / VMDL206 №13（10.6.15）

795 22-3066-28 マルチポートコネクター ダブルL型（10個入） / VMDL306 №13（10.6.15）

795 22-3066-30 マルチポートコネクター ダブルT型（10個入） / VMDT106 №13（10.6.15）

795 22-3066-31 マルチポートコネクター ダブルT型（10個入） / VMDT206 №13（10.6.15）

795 22-3066-32 マルチポートコネクター ダブルT型（10個入） / VMDT306 №13（10.6.15）

795 22-3066-33 マルチポートコネクター 4方型（10個入） / VM4P106 №13（10.6.15）

2010/7/1 より価格改定： ￥1,000 ⇒ ￥800

2010/7/1 より価格改定： ￥1,100 ⇒ ￥900

2010/7/1 より価格改定： ￥2,750 ⇒ ￥2,300

2010/7/1 より価格改定： ￥3,000 ⇒ ￥2,400

2010/7/1 より価格改定： ￥3,650 ⇒ ￥2,900

2010/7/1 より価格改定： ￥2,750 ⇒ ￥2,200

2010/7/1 より価格改定： ￥2,000 ⇒ ￥1,600

2010/7/1 より価格改定： ￥2,000 ⇒ ￥1,600

2010/7/1 より価格改定： ￥2,100 ⇒ ￥1,700

2010/7/1 より価格改定： ￥2,750 ⇒ ￥2,200

2010/7/1 より価格改定： ￥3,300 ⇒ ￥2,700

2010/7/1 より価格改定： ￥3,850 ⇒ ￥3,100

2010/7/1 より価格改定： ￥2,750 ⇒ ￥2,200

2010/7/1 より価格改定： ￥2,750 ⇒ ￥2,200

2010/7/1 より価格改定： ￥1,250 ⇒ ￥1,000

2010/7/1 より価格改定： ￥1,450 ⇒ ￥1,200

2010/7/1 より価格改定： ￥1,550 ⇒ ￥1,300

2010/7/1 より価格改定： ￥1,900 ⇒ ￥1,700

2010/7/1 より価格改定： ￥2,750 ⇒ ￥2,200

2010/7/1 より価格改定： ￥2,750 ⇒ ￥2,200

2010/7/1 より価格改定： ￥2,750 ⇒ ￥2,200

2010/7/1 より価格改定： ￥2,750 ⇒ ￥2,200

2010/7/1 より価格改定： ￥2,750 ⇒ ￥2,200

2010/7/1 より価格改定： ￥2,750 ⇒ ￥2,200

2010/7/1 より価格改定： ￥2,900 ⇒ ￥2,300

2010/7/1 より価格改定： ￥2,900 ⇒ ￥2,300

2010/7/1 より価格改定： ￥2,900 ⇒ ￥2,300

2010/7/1 より価格改定： ￥2,750 ⇒ ￥2,200795 22-3066-33

795 22-3066-34 マルチポートコネクター 4方型（10個入） / VM4P206 №13（10.6.15）

795 22-3066-35 マルチポートコネクター 4方型（10個入） / VM4P306 №13（10.6.15）

795 22-3066-36 マルチポートコネクター 6方型（10個入） / VM6P106 №13（10.6.15）

795 22-3066-37 マルチポートコネクター 6方型（10個入） / VM6P206 №13（10.6.15）

795 22-3066-38 マルチポートコネクター 6方型（10個入） / VM6P306 №13（10.6.15）

796 22-3066-40 ﾙｱｰﾌｨｯﾃｨﾝｸﾞ ｵｽﾙｱｰﾛｯｸ付ﾀｲﾌﾟ（10個入） / VRM106 №13（10.6.15）

796 22-3066-41 ﾙｱｰﾌｨｯﾃｨﾝｸﾞ ｵｽﾙｱｰﾛｯｸ付ﾀｲﾌﾟ（10個入） / VRM206 №13（10.6.15）

796 22-3066-42 ﾙｱｰﾌｨｯﾃｨﾝｸﾞ ｵｽﾙｱｰﾛｯｸ付ﾀｲﾌﾟ（10個入） / VRM306 №13（10.6.15）

796 22-3066-43 ﾙｱｰﾌｨｯﾃｨﾝｸﾞ ｵｽﾙｱｰﾛｯｸ付ﾀｲﾌﾟ（10個入） / VRM406 №13（10.6.15）

796 22-3066-44 ﾙｱｰﾌｨｯﾃｨﾝｸﾞ ｵｽﾙｱｰﾛｯｸ付ﾀｲﾌﾟ（10個入） / VRM506 №13（10.6.15）

796 22-3066-45 ﾙｱｰﾌｨｯﾃｨﾝｸﾞ ｵｽﾙｱｰﾛｯｸ付ﾀｲﾌﾟ（10個入） / VRM606 №13（10.6.15）

796 22-3066-46 オスルアーロックフィッティングプラグ / VRMP6 №13（10.6.15）

796 22-3066-47 オスルアーロックフィッティングカップリング / VRMC6 №13（10.6.15）

796 22-3066-50 ﾙｱｰﾌｨｯﾃｨﾝｸﾞ ｵｽﾙｱｰ付ﾀｲﾌﾟ（10個入） / VRS106 №13（10.6.15）

796 22-3066-51 ﾙｱｰﾌｨｯﾃｨﾝｸﾞ ｵｽﾙｱｰ付ﾀｲﾌﾟ（10個入） / VRS206 №13（10.6.15）

796 22-3066-52 ﾙｱｰﾌｨｯﾃｨﾝｸﾞ ｵｽﾙｱｰ付ﾀｲﾌﾟ（10個入） / VRS306 №13（10.6.15）

796 22-3066-53 ﾙｱｰﾌｨｯﾃｨﾝｸﾞ ｵｽﾙｱｰ付ﾀｲﾌﾟ（10個入） / VRS406 №13（10.6.15）

796 22-3066-54 オスルアーフィッティングプラグ（10個入） / VRSP6 №13（10.6.15）

796 22-3066-55 オスルアーフィッティングカップリング（10個入） / VRSC6 №13（10.6.15）

796 22-3066-60 ﾙｱｰﾌｨｯﾃｨﾝｸﾞ ﾒｽﾙｱｰ付ﾀｲﾌﾟ（10個入） / VRF106 №13（10.6.15）

796 22-3066-61 ﾙｱｰﾌｨｯﾃｨﾝｸﾞ ﾒｽﾙｱｰ付ﾀｲﾌﾟ（10個入） / VRF206 №13（10.6.15）

796 22-3066-62 ﾙｱｰﾌｨｯﾃｨﾝｸﾞ ﾒｽﾙｱｰ付ﾀｲﾌﾟ（10個入） / VRF306 №13（10.6.15）

796 22-3066-63 ﾙｱｰﾌｨｯﾃｨﾝｸﾞ ﾒｽﾙｱｰ付ﾀｲﾌﾟ（10個入） / VRF406 №13（10.6.15）

796 22-3066-64 ﾙｱｰﾌｨｯﾃｨﾝｸﾞ ﾒｽﾙｱｰ付ﾀｲﾌﾟ（10個入） / VRF506 №13（10.6.15）

796 22-3066-65 ﾙｱｰﾌｨｯﾃｨﾝｸﾞ ﾒｽﾙｱｰ付ﾀｲﾌﾟ（10個入） / VRF606 №13（10.6.15）

796 22-3066-66 メスルアーフィッティングプラグ（10個入） / VRFP6 №13（10.6.15）

796 22-3066-67 ﾒｽﾙｱｰﾌｨｯﾃｨﾝｸﾞｽﾄﾚｰﾄｶｯﾌﾟﾘﾝｸﾞ（10個入） / VRFC6 №13（10.6.15）

796 22-3066-68 ﾒｽﾙｱｰﾌｨｯﾃｨﾝｸﾞL型ｶｯﾌﾟﾘﾝｸﾞ（10個入） / VRFE6 №13（10.6.15）

796 22-3066-69 ﾒｽﾙｱｰﾌｨｯﾃｨﾝｸﾞT型ｶｯﾌﾟﾘﾝｸﾞ（10個入） / VRFT6 №13（10.6.15）

796 22-3066-70 PVDF製ｵｽﾙｱｰﾛｯｸﾌｨｯﾃｨﾝｸﾞ1.5mm用（10個入） / VRM108 №13（10.6.15）

2010/7/1 より価格改定： ￥2,750 ⇒ ￥2,200

2010/7/1 より価格改定： ￥1,250 ⇒ ￥1,000

2010/7/1 より価格改定： ￥1,100 ⇒ ￥900

2010/7/1 より価格改定： ￥1,100 ⇒ ￥900

2010/7/1 より価格改定： ￥1,100 ⇒ ￥800

2010/7/1 より価格改定： ￥2,750 ⇒ ￥2,200

2010/7/1 より価格改定： ￥2,900 ⇒ ￥2,300

2010/7/1 より価格改定： ￥2,900 ⇒ ￥2,300

2010/7/1 より価格改定： ￥2,900 ⇒ ￥2,300

2010/7/1 より価格改定： ￥1,000 ⇒ ￥800

2010/7/1 より価格改定： ￥1,100 ⇒ ￥900

2010/7/1 より価格改定： ￥1,100 ⇒ ￥900

2010/7/1 より価格改定： ￥1,250 ⇒ ￥1,000

2010/7/1 より価格改定： ￥1,250 ⇒ ￥1,000

2010/7/1 より価格改定： ￥700 ⇒ ￥500

2010/7/1 より価格改定： ￥1,250 ⇒ ￥1,000

2010/7/1 より価格改定： ￥1,000 ⇒ ￥800

2010/7/1 より価格改定： ￥1,000 ⇒ ￥800

2010/7/1 より価格改定： ￥1,000 ⇒ ￥800

2010/7/1 より価格改定： ￥1,100 ⇒ ￥900

2010/7/1 より価格改定： ￥1,100 ⇒ ￥800

2010/7/1 より価格改定： ￥2,200 ⇒ ￥1,900

2010/7/1 より価格改定： ￥2,200 ⇒ ￥1,900

2010/7/1 より価格改定： ￥2,650 ⇒ ￥2,100

2010/7/1 より価格改定： ￥1,100 ⇒ ￥800

2010/7/1 より価格改定： ￥1,100 ⇒ ￥900

2010/7/1 より価格改定： ￥1,100 ⇒ ￥900

2010/7/1 より価格改定： ￥1,100 ⇒ ￥900

2010/7/1 より価格改定： ￥1,000 ⇒ ￥800

2010/7/1 より価格改定： ￥1,100 ⇒ ￥900

796 22-3066-71 PVDF製ｵｽﾙｱｰﾛｯｸﾌｨｯﾃｨﾝｸﾞ2.5mm用（10個入） / VRM208 №13（10.6.15）

796 22-3066-72 PVDF製ｵｽﾙｱｰﾛｯｸﾌｨｯﾃｨﾝｸﾞ3.0mm用（10個入） / VRM308 №13（10.6.15）

2010/7/1 より価格改定： ￥2,650 ⇒ ￥2,100

2010/7/1 より価格改定： ￥2,650 ⇒ ￥2,100
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796 22-3066-73 PVDF製ｵｽﾙｱｰﾛｯｸﾌｨｯﾃｨﾝｸﾞ4.0mm用（10個入） / VRM408 №13（10.6.15）

796 22-3066-75 PVDF製ﾒｽﾙｱｰﾌｨｯﾃｨﾝｸﾞ1.5mm用（10個入） / VRF108 №13（10.6.15）

796 22-3066-76 PVDF製ﾒｽﾙｱｰﾌｨｯﾃｨﾝｸﾞ2.5mm用（10個入） / VRF208 №13（10.6.15）

796 22-3066-77 PVDF製ﾒｽﾙｱｰﾌｨｯﾃｨﾝｸﾞ3.0mm用（10個入） / VRF308 №13（10.6.15）

798 22-3061-65～68 クイック脱着コネクター №35（13.12.25）

799 22-3061-40～42 ミニコネクターI型 （100個入） №35（13.12.25）

799 22-3061-45～47 ミニコネクターL型 （100個入） №35（13.12.25）

799 22-3061-50～52 ミニコネクターT型 （100個入） №35（13.12.25）

799 22-3061-55～57 ミニコネクターY型 （100個入） №35（13.12.25）

802 22-3063-40 ＰＦＡロック溝切りカッター №4（09.4.20）

805 22-3020-01～13 オスアダプター（ＭＡ） 30-3ＭＡ2-Ｃ～30-12ＭＡ8-Ｃ №3（09.3.20）

808 22-3034-01～06 ユニオンエルボ（UE） №22（12.2.24）

809 22-3004-11 テフロン®PTFEﾊｰﾌｵｽﾁｭｰﾌﾞｼﾞｮｲﾝﾄ / No.007802 №9（10.2.2）

809 22-3004-12 テフロン®PTFEﾊｰﾌｵｽﾁｭｰﾌﾞｼﾞｮｲﾝﾄ / No.007803 №9（10.2.2）

809 22-3004-15 テフロン®PTFEﾊｰﾌｵｽﾁｭｰﾌﾞｼﾞｮｲﾝﾄ / No.007805 №9（10.2.2）

809 22-3004-20 テフロン®PTFEハーフメスチューブジョイント No.007901 №21（11.11.25）

809 22-3004-21 テフロン®PTFEハーフメスチューブジョイント No.007902 №21（11.11.25）

809 22-3004-22 テフロン®PTFEハーフメスチューブジョイント No.007903 №21（11.11.25）

809 22-3004-23 テフロン®PTFEハーフメスチューブジョイント No.007906 №21（11.11.25）

809 22-3004-24 テフロン®PTFEハーフメスチューブジョイント No.007904 №21（11.11.25）

809 22-3004-25 テフロン®PTFEハーフメスチューブジョイント No.007905 №21（11.11.25）

809 22-3004-30 テフロン®PTFEニップル No.008901 №21（11.11.25）

809 22-3004-31 テフロン®PTFEニップル No.008902 №21（11.11.25）

809 22-3004-32 テフロン®PTFEニップル No.008903 №21（11.11.25）

809 22-3004-33 テフロン®PTFEニップル No.008904 №21（11.11.25）

⇒ ¥3,250

価格改定：

¥4,450 ⇒

⇒

価格改定： ¥1,750 ⇒

¥1,500 ⇒ ¥1,700

¥3,000

価格改定：

価格改定： ¥1,700 ⇒ ¥1,950

価格改定： ¥1,650

価格改定： ¥2,900

⇒

¥2,900

¥2,400

⇒ ¥3,250

¥3,350

¥2,600 ⇒

価格改定：

¥2,900

¥2,700

¥3,000 ⇒

¥1,850

¥2,000

⇒

価格改定： ¥2,400
価格改定：

⇒ ¥2,700

¥2,900

価格改定：

2010/7/1 より価格改定： ￥2,350 ⇒ ￥1,800

2010/7/1 より価格改定： ￥2,350 ⇒ ￥1,800

価格改定：

2010/7/1 より価格改定： ￥2,350 ⇒ ￥1,800

¥2,300

価格改定：￥5,500→￥7,500

表記削除： 寸法A表記削除

2010/7/1 より価格改定： ￥2,650 ⇒ ￥2,100

型番訂正⇒-Ｃを削除（30-3ＭＡ2～30-12ＭＡ8）

入数変更： 100個（袋） ⇒ 10個（袋）
価格訂正： ￥3,900 ⇒ ￥600

入数変更： 100個（袋） ⇒ 10個（袋）
価格訂正： ￥3,200 ⇒ ￥500

入数変更： 100個（袋） ⇒ 10個（袋）
価格訂正： ￥3,400 ⇒ ￥550

入数変更： 100個（袋） ⇒ 10個（袋）
価格訂正： ￥3,600 ⇒ ￥570

価格改定： ¥5,400

⇒

¥2,400

¥2,100

⇒

価格改定：

¥2,200

価格改定：

809 22-3004-33 テフロン®PTFEニップル No.008904 №21（11.11.25）

809 22-3004-34 テフロン®PTFEニップル No.008905 №21（11.11.25）

809 22-3004-35 テフロン®PTFEニップル No.008906 №21（11.11.25）

809 22-3004-36 テフロン®PTFEニップル No.008907 №21（11.11.25）

809 22-3004-37 テフロン®PTFEニップル No.008908 №21（11.11.25）

809 22-3004-38 テフロン®PTFEニップル No.008909 №21（11.11.25）

810 22-3004-75 テフロン®PTFEオス・メス型ジョイント / No.009201 №9（10.2.2）

810 22-3004-76 テフロン®PTFEオス・メス型ジョイント / No.009202 №9（10.2.2）

810 22-3004-77 テフロン®PTFEオス・メス型ジョイント / No.009203 №9（10.2.2）

810 22-3004-78 テフロン®PTFEオス・メス型ジョイント / No.009204 №9（10.2.2）

810 22-3004-79 テフロン®PTFEオス・メス型ジョイント / No.009205 №9（10.2.2）

811 22-3004-66 テフロン®PTFEホースアダプター / No.005607 №9（10.2.2）

812 22-3003-83 テフロン®PTFEカップリング / No.009004 №9（10.2.2）

812 22-3003-92 テフロン®PTFEパイプティー / No.005403 №9（10.2.2）

812 22-3003-93 テフロン®PTFEパイプティー / No.005404 №9（10.2.2）

814 22-3003-20～25 メイルコネクター №13（10.6.15）

818 22-3082-01 テフロン®バルブ付I型ジョイント / CC1202 №33（13.8.26）

818 22-3082-02 テフロン®バルブ付I型ジョイント / CC1203 №33（13.8.26）

818 22-3082-03 テフロン®バルブ付I型ジョイント / CC1204 №33（13.8.26）

818 22-3082-04 テフロン®バルブ付T型ジョイント / CC1302 №13（10.6.15）

818 22-3082-05 テフロン®バルブ付T型ジョイント / CC1303 №33（13.8.26）

818 22-3082-06 テフロン®バルブ付T型ジョイント / CC1304 №13（10.6.15）

818 22-3082-07～12 テフロン®I型チューブジョイント №22（12.2.24）

818 22-3082-13,14 テフロン®異径チューブジョイント №22（12.2.24）

818 22-3082-15～20 テフロン®L型チューブジョイント №22（12.2.24）

818 22-3082-21～26 テフロン®T型チューブジョイント №22（12.2.24）

819 22-3082-30 テフロン®2方ストップコック CC0701 №33（13.8.26）

819 22-3082-31 テフロン®2方ストップコック CC0702 №33（13.8.26）

819 22-3082-32 テフロン®2方ストップコック CC0707 №33（13.8.26）2013/10/1 より価格改定： ￥1,900 ⇒ ￥2,100

¥8,000 ⇒

⇒ ¥4,900

⇒ ¥5,800

表記訂正： 各部サイズ[Ｄ] 25 ⇒ 28

価格改定： ¥6,000

価格改定： ¥3,100 ⇒ ¥3,550

¥6,400

2013/10/1 より価格改定： ￥3,000 ⇒ ￥3,100

価格改定： ¥12,000

2013/10/1 より価格改定： ￥2,500 ⇒ ￥2,600

廃番

廃番

¥2,250

廃番

廃番

⇒

価格改定： ¥2,000 ⇒

⇒ ¥3,900

¥4,000 ¥3,900

価格改定：

⇒

¥5,000

2013/10/1 より価格改定： ￥3,600 ⇒ ￥3,800

2013/10/1 より価格改定： ￥1,900 ⇒ ￥2,100
2013/10/1 より価格改定： ￥1,900 ⇒ ￥2,100

⇒

¥6,600

価格改定：

2013/10/1 より価格改定： ￥2,500 ⇒ ￥2,800

⇒ ¥2,200

¥2,250

価格改定： ¥2,000

⇒

¥2,050⇒

価格改定： ¥1,750 ⇒

価格改定： ¥1,950

価格改定：

価格改定：

価格改定：

2010/7/1 より価格改定： ￥3,850 ⇒ ￥3,600

2010/7/1 より価格改定： ￥4,300 ⇒ ￥4,100

¥1,800

¥10,800

⇒

¥10,000

¥2,000

¥4,000

寸法図を右図
に訂正

¥2,900¥3,000価格改定：

価格改定：

819 22-3082-32 テフロン®2方ストップコック CC0707 №33（13.8.26）

819 22-3082-33 テフロン®2方ストップコック CC0703 №33（13.8.26）

819 22-3082-36 テフロン®2方ストップコック CC0705 №33（13.8.26）

2013/10/1 より価格改定： ￥1,900 ⇒ ￥2,100
2013/10/1 より価格改定： ￥1,900 ⇒ ￥2,100
2013/10/1 より価格改定： ￥3,300 ⇒ ￥3,500
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頁 製品コード 品 名 ・ 型 番 №（発行日）

■テラオカ総合カタログ№1000 改正表№1-No.41

変 更 箇 所

819 22-3082-34 テフロン2方ストップコック CC0709 №2（09.3.20）

819 22-3082-34 テフロン®2方ストップコック / CC0709 №13（10.6.15）

819 22-3082-35 テフロン®2方ストップコック / CC0704 №13（10.6.15）

819 22-3082-36 テフロン®2方ストップコック / CC0705 №13（10.6.15）

819 22-3082-40 テフロン®3方ストップコック / CC0801 №13（10.6.15）

819 22-3082-41 テフロン®3方ストップコック / CC0802 №13（10.6.15）

819 22-3082-42 テフロン®3方ストップコック / CC0807 №13（10.6.15）

819 22-3082-43 テフロン®3方ストップコック / CC0803 №13（10.6.15）

819 22-3082-44 テフロン®3方ストップコック / CC0809 №13（10.6.15）

819 22-3082-45 テフロン®3方ストップコック / CC0804 №13（10.6.15）

819 22-3082-46 テフロン®3方ストップコック / CC0805 №13（10.6.15）

820 22-3081-10～13 テフロン®PFA二方バルブ №9（10.2.2）

820 22-3081-23 テフロン®PFA三方バルブ №9（10.2.2）

820 22-3081-25 テフロン®二方バルブ接続用 No.2801 №21（11.11.25）

820 22-3081-26 テフロン®PFA二方バルブ（接続用 PTFE） №9（10.2.2）

820 22-3081-26 テフロン®二方バルブ接続用 No.2802 №21（11.11.25）

820 22-3081-27 テフロン®二方バルブ接続用 No.2803 №21（11.11.25）

820 22-3081-28 テフロン®二方バルブ接続用 No.2804 №21（11.11.25）

820 22-3081-30～33 テフロン®PFA二方バルブ（装置用 PTFE） №9（10.2.2）

820 22-3081-30 テフロン®二方バルブ装置用 No.2301 №21（11.11.25）

820 22-3081-31 テフロン®二方バルブ装置用 No.2302 №21（11.11.25）

820 22-3081-32 テフロン®二方バルブ装置用 No.2303 №21（11.11.25）

820 22-3081-33 テフロン®二方バルブ装置用 No.2304 №21（11.11.25）

820 22-3081-40～44 テフロン®PFA三方バルブ（装置用 PTFE） №9（10.2.2）

820 22-3081-40 テフロン®三方バルブ装置用 No.2401 №21（11.11.25）

820 22-3081-41 テフロン®三方バルブ装置用 No.2402 №21（11.11.25）

820 22-3081-42 テフロン®三方バルブ装置用 No.2403 №21（11.11.25）

820 22-3081-43 テフロン®三方バルブ装置用 No.2404 №21（11.11.25）価格改定： ¥28,000 ⇒ ¥30,800

価格改定： ¥26,000 ⇒ ¥28,600

価格改定： ¥28,000 ⇒ ¥30,800

価格改定： ¥19,000 ⇒ ¥20,900

価格改定： ¥26,000 ⇒ ¥28,600

価格改定： ¥19,000 ⇒ ¥20,900

2010/7/1 より価格改定： ￥4,800 ⇒ ￥4,400

表記削除：●二方バルブはボディー・・・・使用できます。

価格改定： ¥18,000 ⇒ ¥19,800

価格改定： ¥18,000 ⇒ ¥19,800

¥14,800

¥12,400

2010/7/1 より価格改定： ￥3,600 ⇒ ￥3,100

2010/7/1 より価格改定： ￥3,600 ⇒ ￥3,100

2010/7/1 より価格改定： ￥3,800 ⇒ ￥3,300

表記訂正： オリフィス径 4.5φ ⇒ 4φ

2010/7/1 より価格改定： ￥3,600 ⇒ ￥3,100

2010/7/1 より価格改定： ￥3,600 ⇒ ￥3,100

2010/7/1 より価格改定： ￥4,400 ⇒ ￥4,000

表記訂正： 枝管外径T 6φ ⇒ 8φ

表記訂正： 接続ネジ PT ⇒ R

表記訂正： 接続ネジ PT ⇒ R

¥11,000 ⇒

¥13,000 ⇒

価格改定： ¥12,000

2010/7/1 より価格改定： ￥2,800 ⇒ ￥2,500

2010/7/1 より価格改定： ￥2,800 ⇒ ￥2,500

サイズ訂正：71×32×51⇒59×27×51

価格改定：

⇒

価格改定：

¥16,000

¥13,600

価格改定： ¥14,000 ⇒

2010/7/1 より価格改定： ￥4,400 ⇒ ￥4,000

821 22-3081-50～53 テフロン®ニードルバルブ装置用L型（PTFE） №16（11.2.15）

821 22-3081-50 テフロン®ニードルバルブ装置用L型 No.002101 №21（11.11.25）

821 22-3081-51 テフロン®ニードルバルブ装置用L型 No.002102 №21（11.11.25）

821 22-3081-52 テフロン®ニードルバルブ装置用L型 No.002103 №21（11.11.25）

821 22-3081-53 テフロン®ニードルバルブ装置用L型 No.002104 №21（11.11.25）

821 22-3081-60 テフロン®ニードルバルブI型 No.001801 №21（11.11.25）

821 22-3081-61 テフロン®ニードルバルブI型 No.001802 №21（11.11.25）

821 22-3081-62 テフロン®ニードルバルブI型 No.001803 №21（11.11.25）

821 22-3081-63 テフロン®ニードルバルブI型 No.001804 №21（11.11.25）

821 22-3081-70 テフロン®ニードルバルブL型 No.001701 №21（11.11.25）

821 22-3081-71 テフロン®ニードルバルブL型 No.001702 №21（11.11.25）

821 22-3081-72 テフロン®ニードルバルブL型 No.001703 №21（11.11.25）

821 22-3081-73 テフロン®ニードルバルブL型 No.001704 №21（11.11.25）

821 22-3081-80 テフロン®ミニニードルバルブL型 No.006101 №21（11.11.25）

821 22-3081-81 テフロン®ミニニードルバルブL型 No.006102 №21（11.11.25）

821 22-3081-82 テフロン®ミニニードルバルブL型 No.006103 №21（11.11.25）

822 22-3084-20～22 テフロン®ラボ用3方コック №19（11.7.25）

822 22-3084-20 テフロン®ラボ用3方コック / CC0102 №13（10.6.15）

822 22-3084-21 テフロン®ラボ用3方コック / CC0103 №13（10.6.15）

822 22-3084-22 テフロン®ラボ用3方コック / CC0104 №13（10.6.15）

822 22-3084-30～35 テフロン®ラボ用2方コック №19（11.7.25）

822 22-3084-30 テフロン®ラボ用2方コック / CC0002 №13（10.6.15）

822 22-3084-31 テフロン®ラボ用2方コック / CC0003 №13（10.6.15）

822 22-3084-32 テフロン®ラボ用2方コック / CC0004 №13（10.6.15）

822 22-3084-33 テフロン®ラボ用2方コック / CC0006 №22（12.2.24）

822 22-3084-34 テフロン®ラボ用2方コック / CC0008 №22（12.2.24）

822 22-3084-35 テフロン®ラボ用2方コック / CC0010 №22（12.2.24）

廃番

廃番

価格改定：

価格改定： ¥5,700

価格改定： ¥12,500 ⇒

価格改定： ¥5,700 ⇒ ¥6,000

¥6,000

廃番

¥5,700 ⇒

¥13,800

⇒

⇒ ¥6,000

価格改定： ¥10,500 ⇒ ¥11,500
価格改定： ¥12,000 ¥13,200

価格改定： ¥13,800 ⇒ ¥14,800
価格改定： ¥9,500 ⇒ ¥10,500

価格改定： ¥11,800 ⇒ ¥12,100

価格改定： ¥12,800 ⇒ ¥13,700

価格改定： ¥14,000 ⇒ ¥15,400

価格改定： ¥11,000 ⇒ ¥11,600

価格改定： ¥12,000 ⇒ ¥13,200

価格改定： ¥13,000 ⇒ ¥14,300

価格改定： ¥11,000 ⇒ ¥12,100

締め具付属しなくなりました。
説明文変更： ●ｺﾈｸﾀｰ・・・固定式で締め具付です。

⇒ ●コネクター・・・固定式。

2010/7/1 より価格改定： ￥2,000 ⇒ ￥1,800

2010/7/1 より価格改定： ￥2,000 ⇒ ￥1,800

2010/7/1 より価格改定： ￥2,300 ⇒ ￥2,100

締め具付属しなくなりました。
説明文変更： ●ｺﾈｸﾀｰ・・・固定式で締め具付です。

⇒ ●コネクター・・・固定式。

表記訂正： [接続ネジ] RC ⇒ R

2010/7/1 より価格改定： ￥3,100 ⇒ ￥2,900

2010/7/1 より価格改定： ￥3,500 ⇒ ￥3,200

2010/7/1 より価格改定： ￥3,100 ⇒ ￥2,900

822 22-3084-35 テフロン®ラボ用2方コック / CC0010 №22（12.2.24）廃番
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頁 製品コード 品 名 ・ 型 番 №（発行日）

■テラオカ総合カタログ№1000 改正表№1-No.41

変 更 箇 所

822 22-3084-40～42 2方ストップコック（PVDF） №19（11.7.25）

822 22-3084-40 2方ストップコック（PVDF） OB860706 №19（11.7.25）

822 22-3084-40 2方ストップコック（PVDF） OB860706 №33（13.8.26）

822 22-3084-41 2方ストップコック（PVDF） OB860708 №19（11.7.25）

822 22-3084-41 2方ストップコック（PVDF） OB860708 №33（13.8.26）

822 22-3084-42 2方ストップコック（PVDF） OB860710 №19（11.7.25）

822 22-3084-42 2方ストップコック（PVDF） OB860710 №33（13.8.26）

822 22-3084-43～45 3方ストップコック（PVDF） №19（11.7.25）

822 22-3084-43 3方ストップコック（PVDF） OB860806 №19（11.7.25）

822 22-3084-43 3方ストップコック（PVDF） OB860806 №33（13.8.26）

822 22-3084-44 3方ストップコック（PVDF） OB860808 №19（11.7.25）

822 22-3084-44 3方ストップコック（PVDF） OB860808 №33（13.8.26）

822 22-3084-45 3方ストップコック（PVDF） OB860810 №19（11.7.25）

822 22-3084-45 3方ストップコック（PVDF） OB860810 №33（13.8.26）

822 22-3084-46 2方ストップコック（PE） OB861407 №33（13.8.26）

822 22-3084-47 2方ストップコック（PE） OB861409 №33（13.8.26）

823 22-3082-50,51 エスロンミニボールバルブ №28（12.12.25）

823 22-3084-01 2方ストップコック（PP） BA30890 №33（13.8.26）

823 22-3084-02 2方ストップコック（PP） BA30891 №33（13.8.26）

823 22-3084-03 3方ストップコック（PP） BA30894 №33（13.8.26）

823 22-3084-04 3方ストップコック（PP） BA30895 №33（13.8.26）

823 22-3084-05～07 2方ストップコック（PP製赤色） №19（11.7.25）

823 22-3084-05 2方ストップコック（PP製赤色） OB860506 №19（11.7.25）

2013/10/1 より価格改定： ￥3,900 ⇒ ￥4,500
2013/10/1 より価格改定： ￥4,600 ⇒ ￥5,500
2013/10/1 より価格改定： ￥4,600 ⇒ ￥5,500

形状変更（お問合わせ下さい）
説明文訂正： ●ﾎﾞﾃﾞｨ・・・連続使用温度約+53℃・・・。

⇒ ●ﾎﾞﾃﾞｨ・・・使用温度範囲は+5～+40℃・・・。

2013/10/1 より価格改定： ￥4,800 ⇒ ￥5,000
2013/10/1 より価格改定： ￥1,300 ⇒ ￥2,000
2013/10/1 より価格改定： ￥2,200 ⇒ ￥3,300

2013/10/1 より価格改定： ￥4,200 ⇒ ￥4,900
品名変更 ⇒ AVラブコック

2013/10/1 より価格改定： ￥2,500 ⇒ ￥2,600

2013/10/1 より価格改定： ￥2,900 ⇒ ￥3,000

寸法変更： 50×15×27 ⇒ 55×26×38

2013/10/1 より価格改定： ￥4,300 ⇒ ￥4,500

2013/10/1 より価格改定： ￥3,400 ⇒ ￥3,500

2013/10/1 より価格改定： ￥3,800 ⇒ ￥4,000

寸法変更： 50×15×27 ⇒ 55×26×38

寸法変更： 60×18×35 ⇒ 55×26×38

寸法変更： 70×22×43 ⇒ 70×35×53

形状変更（お問合わせ下さい）
説明文訂正： ●耐熱は約+200℃で・・・不可）

⇒ ●使用温度範囲は±0～+40℃で・・・不可）

寸法変更： 50×35×27 ⇒ 55×45×38

形状変更（お問合わせ下さい）
説明文訂正： ●耐熱は約+200℃で・・・不可）

⇒ ●使用温度範囲は±0～+40℃で・・・不可）

寸法変更： 60×40×35 ⇒ 55×45×38

寸法変更： 70×45×43 ⇒ 70×59×53

823 22-3084-05 2方ストップコック（PP製赤色） OB860506 №33（13.8.26）

823 22-3084-06 2方ストップコック（PP製赤色） OB860508 №19（11.7.25）

823 22-3084-06 2方ストップコック（PP製赤色） OB860508 №33（13.8.26）

823 22-3084-07 2方ストップコック（PP製赤色） OB860510 №19（11.7.25）

823 22-3084-07 2方ストップコック（PP製赤色） OB860510 №33（13.8.26）

823 22-3084-08～10 3方ストップコック（PP製赤色） №19（11.7.25）

823 22-3084-08 3方ストップコック（PP製赤色） OB860606 №19（11.7.25）

823 22-3084-08 3方ストップコック（PP製赤色） OB860606 №33（13.8.26）

823 22-3084-09 3方ストップコック（PP製赤色） OB860608 №19（11.7.25）

823 22-3084-09 3方ストップコック（PP製赤色） OB860608 №33（13.8.26）

823 22-3084-10 3方ストップコック（PP製赤色） OB860610 №19（11.7.25）

823 22-3084-10 3方ストップコック（PP製赤色） OB860610 №33（13.8.26）

824 22-3601-01～06 10K S式 三方切換ボールバルブ №27（12.11.26）

824 22-3601-15～18 S式ミニボールバルブ フルボアタイプ №27（12.11.26）

824 22-3601-20～23 S式ミニボールバルブ レバーハンドルタイプ №27（12.11.26）

824 22-3601-30～33 ミニボールバルブ レバーハンドルタイプ №27（12.11.26）

825 22-3601-40～43 六角ホースニップル №27（12.11.26）

825 22-3601-50～53 両ニップル №27（12.11.26）

825 22-3601-60～63 ソケット №27（12.11.26）

825 22-3601-70～73 90°エルボ №27（12.11.26）

825 22-3601-80～83 チー №27（12.11.26）

826 22-4001-01～24 ステンレスチューブ №3（09.3.20）

828 22-4300-50～52 テフロン®PFA多層チューブ №8（09.11.20）

828 22-4300-55～58 テフロン®PFA-HG-Wチューブ №15（10.11.20）

828 22-4300-60～64 テフロン®PTFE導電性チューブ №9（10.2.2）

829 22-4305-01 テフロン®PFA-NEチューブ / No.055001 №9（10.2.2）

829 22-4305-02 テフロン®PFA-NEチューブ / No.055002 №9（10.2.2）

829 22-4305-03 テフロン®PFA-NEチューブ / No.055003 №9（10.2.2）

829 22-4305-04 テフロン®PFA-NEチューブ / No.055004 №9（10.2.2）

2013/10/1 より価格改定： ￥2,500 ⇒ ￥2,600

2013/10/1 より価格改定： ￥2,900 ⇒ ￥3,000

2013/10/1 より価格改定： ￥3,400 ⇒ ￥3,500

2013/10/1 より価格改定： ￥1,500 ⇒ ￥1,600

2013/10/1 より価格改定： ￥1,700 ⇒ ￥1,800

取扱中止

取扱中止

廃番

取扱中止

2013/10/1 より価格改定： ￥1,900 ⇒ ￥2,000

寸法変更： 60×18×35 ⇒ 55×26×38

取扱中止

取扱中止
取扱中止
取扱中止
取扱中止

形状変更（お問合わせ下さい）
説明文訂正： ●ﾎﾞﾃﾞｨ・・・連続使用温度約+53℃・・・。

⇒ ●ﾎﾞﾃﾞｨ・・・使用温度範囲は+5～+40℃・・・。

寸法変更： 70×22×43 ⇒ 70×35×53

寸法変更： 50×35×27 ⇒ 55×45×38

寸法変更： 60×40×35 ⇒ 55×45×38

寸法変更： 70×45×43 ⇒ 70×59×53

取扱中止

価格改定： ¥18,000 ⇒ ¥16,300

価格改定： ¥8,500 ⇒ ¥7,600

価格改定： ¥14,300 ⇒ ¥13,000

廃番

価格改定： ¥6,000 ⇒ ¥5,500

単位訂正：価格/1枚⇒価格/1本

廃番

829 22-4305-05 テフロン®PFA-NEチューブ / No.055005 №9（10.2.2）

829 22-4305-06 テフロン®PFA-NEチューブ / No.055006 №9（10.2.2）価格改定： ¥32,000 ⇒ ¥29,500

価格改定： ¥24,500 ⇒ ¥22,400
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頁 製品コード 品 名 ・ 型 番 №（発行日）

■テラオカ総合カタログ№1000 改正表№1-No.41

変 更 箇 所

829 22-4305-07 テフロン®PFA-NEチューブ / No.055007 №9（10.2.2）

829 22-4305-08 テフロン®PFA-NEチューブ / No.055008 №9（10.2.2）

829 22-4305-09 テフロン®PFA-NEチューブ / No.055009 №9（10.2.2）

829 22-4305-10 テフロン®PFA-NEチューブ / No.055010 №9（10.2.2）

829 22-4305-11 テフロン®PFA-NEチューブ / No.055011 №9（10.2.2）

829 22-4305-12 テフロン®PFA-NEチューブ / No.055012 №9（10.2.2）

829 22-4305-13 テフロン®PFA-NEチューブ / No.055013 №9（10.2.2）

829 22-4305-14 テフロン®PFA-NEチューブ / No.055014 №9（10.2.2）

829 22-4305-15 テフロン®PFA-NEチューブ / No.055015 №9（10.2.2）

829 22-4305-15 テフロン®PFA-NEチューブ / No.055015 №9（10.2.2）

829 22-4305-16 テフロン®PFA-NEチューブ / No.055016 №9（10.2.2）

829 22-4305-20 テフロン®PFA-ASチューブ / No.057101 №9（10.2.2）

829 22-4305-21 テフロン®PFA-ASチューブ / No.057102 №9（10.2.2）

830 22-4304-08 テフロン®PFA直管パイプ / No.502008 №9（10.2.2）

830 12-4304-15～42 テフロンPFA直管パイプ No.502015～No.502042 №4（09.4.20）

830 22-4304-01～42 テフロン®PFA直管パイプ №32（13.6.25）

831 22-4301-80～84 テフロン®PTFEフレキシブルチューブ №25（12.7.25）

832 22-4315-01～14 フッ素ゴムチューブ №28（12.12.25）

833 22-4313-33 柔軟フッ素ホース E-SJ-5 №41（14.8.25）

836 22-4319-01～54 タイゴンチューブ R-3603 №25（12.7.25）

836 22-4319-01 タイゴンチューブR-3603 内径1/32×外径3/32 №22（12.2.24）

836 22-4319-02 タイゴンチューブR-3603 内径1/16×外径1/8 №22（12.2.24）

836 22-4319-03 タイゴンチューブR-3603 内径1/16×外径3/16 №22（12.2.24）

836 22-4319-04 タイゴンチューブR-3603 内径3/32×外径5/32 №22（12.2.24）

836 22-4319-05 タイゴンチューブR-3603 内径3/32×外径7/32 №22（12.2.24）

836 22-4319-06 タイゴンチューブR-3603 内径1/8×外径3/16 №22（12.2.24）

型番変更： E-SJ-5 ⇒ E-SJ-6×8
使用圧力(20℃)： 0～0.6 ⇒ 0～0.4

表記変更： ⇒

廃番

廃番で後継品：E-3603とご案内しておりましたが、
品名変更の為、後継品：LMT-55となります。

2012/4/1 より価格改定： ￥2,100 ⇒ ￥2,300

2012/4/1 より価格改定： ￥5,600 ⇒ ￥6,200

2012/4/1 より価格改定： ￥2,600 ⇒ ￥2,900

2012/4/1 より価格改定： ￥6,600 ⇒ ￥7,300

2012/4/1 より価格改定： ￥3,300 ⇒ ￥3,700

価格改定：

¥19,200

⇒

2012/4/1 より価格改定： ￥1,600 ⇒ ￥1,800

価格改定： ¥3,600 ⇒ ¥3,000

¥46,000 ⇒ ¥44,900

価格改定： ¥19,500 ⇒

¥57,300

表記訂正： 呼び寸法 内径 15.86 ⇒ 15.88

価格改定： ¥136,000 ⇒ ¥123,300

価格改定： ¥99,000 ⇒ ¥90,000

価格改定： ¥63,000

価格改定： ¥30,500 ⇒ ¥27,600

価格改定： ¥45,000 ⇒ ¥40,800

価格改定： ¥19,000 ⇒ ¥17,400

価格改定： ¥7,000 ⇒ ¥6,300

価格改定： ¥126,000 ⇒ ¥115,500

価格改定： ¥94,500 ⇒ ¥86,400

価格改定： ¥39,500 ⇒ ¥36,800

コード訂正：12-4304-15～42⇒22-4304-15～42

表記削除 ⇒ ※参考表示の1巻・・・別途御見積。

02505 03505

836 22-4319-06 タイゴンチューブR-3603 内径1/8×外径3/16

836 22-4319-07 タイゴンチューブR-3603 内径1/8×外径1/4 №22（12.2.24）

836 22-4319-08 タイゴンチューブR-3603 内径5/32×外径7/32 №22（12.2.24）

836 22-4319-09 タイゴンチューブR-3603 内径5/32×外径9/32 №22（12.2.24）

836 22-4319-10 タイゴンチューブR-3603 内径3/16×外径1/4 №22（12.2.24）

836 22-4319-11 タイゴンチューブR-3603 内径3/16×外径5/16 №22（12.2.24）

836 22-4319-12 タイゴンチューブR-3603 内径3/16×外径3/8 №22（12.2.24）

836 22-4319-13 タイゴンチューブR-3603 内径3/16×外径7/16 №22（12.2.24）

836 22-4319-14 タイゴンチューブR-3603 内径1/4×外径5/16 №22（12.2.24）

836 22-4319-15 タイゴンチューブR-3603 内径1/4×外径3/8 №22（12.2.24）

836 22-4319-16 タイゴンチューブR-3603 内径1/4×外径7/16 №22（12.2.24）

836 22-4319-17 タイゴンチューブR-3603 内径1/4×外径1/2 №22（12.2.24）

836 22-4319-18 タイゴンチューブR-3603 内径5/16×外径7/16 №22（12.2.24）

836 22-4319-19 タイゴンチューブR-3603 内径5/16×外径1/2 №22（12.2.24）

836 22-4319-20 タイゴンチューブR-3603 内径5/16×外径9/16 №22（12.2.24）

836 22-4319-21 タイゴンチューブR-3603 内径5/16×外径5/8 №22（12.2.24）

836 22-4319-22 タイゴンチューブR-3603 内径3/8×外径1/2 №22（12.2.24）

836 22-4319-23 タイゴンチューブR-3603 内径3/8×外径9/16 №22（12.2.24）

836 22-4319-24 タイゴンチューブR-3603 内径3/8×外径5/8 №22（12.2.24）

836 22-4319-25 タイゴンチューブR-3603 内径7/16×外径9/16 №22（12.2.24）

836 22-4319-26 タイゴンチューブR-3603 内径7/16×外径5/8 №22（12.2.24）

836 22-4319-27 タイゴンチューブR-3603 内径7/16×外径11/16 №22（12.2.24）

836 22-4319-28 タイゴンチューブR-3603 内径1/2×外径5/8 №22（12.2.24）

836 22-4319-29 タイゴンチューブR-3603 内径1/2×外径11/16 №22（12.2.24）

836 22-4319-30 タイゴンチューブR-3603 内径1/2×外径3/4 №22（12.2.24）

836 22-4319-31 タイゴンチューブR-3603 内径1/2×外径13/16 №22（12.2.24）

836 22-4319-32 タイゴンチューブR-3603 内径9/16×外径3/4 №22（12.2.24）

836 22-4319-33 タイゴンチューブR-3603 内径9/16×外径13/16 №22（12.2.24）

836 22-4319-34 タイゴンチューブR-3603 内径5/8×外径13/16 №22（12.2.24）

836 22-4319-35 タイゴンチューブR-3603 内径5/8×外径7/8 №22（12.2.24）

836 22-4319-36 タイゴンチューブR-3603 内径5/8×外径15/16 №22（12.2.24）

836 22-4319-37 タイゴンチューブR-3603 内径11/16×外径7/8 №22（12.2.24）

2012/4/1 より価格改定： ￥39,800 ⇒ ￥42,000

2012/4/1 より価格改定： ￥51,400 ⇒ ￥55,000

2012/4/1 より価格改定： ￥63,000 ⇒ ￥67,000

2012/4/1 より価格改定： ￥43,800 ⇒ ￥47,000

2012/4/1 より価格改定： ￥24,000 ⇒ ￥27,000

2012/4/1 より価格改定： ￥32,200 ⇒ ￥36,000

2012/4/1 より価格改定： ￥45,000 ⇒ ￥50,000

2012/4/1 より価格改定： ￥56,600 ⇒ ￥63,000

2012/4/1 より価格改定： ￥36,000 ⇒ ￥38,000

2012/4/1 より価格改定： ￥47,600 ⇒ ￥51,000

2012/4/1 より価格改定： ￥19,000 ⇒ ￥21,000

2012/4/1 より価格改定： ￥25,200 ⇒ ￥28,000

2012/4/1 より価格改定： ￥36,600 ⇒ ￥41,000

2012/4/1 より価格改定： ￥23,200 ⇒ ￥26,000

2012/4/1 より価格改定： ￥29,600 ⇒ ￥33,000

2012/4/1 より価格改定： ￥41,200 ⇒ ￥46,000

2012/4/1 より価格改定： ￥24,000 ⇒ ￥27,000

2012/4/1 より価格改定： ￥29,000 ⇒ ￥32,000

2012/4/1 より価格改定： ￥16,400 ⇒ ￥18,000

2012/4/1 より価格改定： ￥24,000 ⇒ ￥27,000

2012/4/1 より価格改定： ￥30,000 ⇒ ￥33,000

2012/4/1 より価格改定： ￥44,000 ⇒ ￥49,000

2012/4/1 より価格改定： ￥4,600 ⇒ ￥5,100

2012/4/1 より価格改定： ￥11,200 ⇒ ￥12,000

2012/4/1 より価格改定： ￥18,000 ⇒ ￥20,000

2012/4/1 より価格改定： ￥26,000 ⇒ ￥29,000

2012/4/1 より価格改定： ￥6,000 ⇒ ￥6,700

2012/4/1 より価格改定： ￥13,600 ⇒ ￥15,000

2012/4/1 より価格改定： ￥4,100 ⇒ ￥4,600

2012/4/1 より価格改定： ￥9,300 ⇒ ￥10,000

2012/4/1 より価格改定： ￥8,000 ⇒ ￥8,900

836 22-4319-37 タイゴンチューブR-3603 内径11/16×外径7/8 №22（12.2.24）

836 22-4319-38 タイゴンチューブR-3603 内径3/4×外径1 №22（12.2.24）

2012/4/1 より価格改定： ￥43,800 ⇒ ￥47,000

2012/4/1 より価格改定： ￥57,800 ⇒ ￥61,000
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836 22-4319-39 タイゴンチューブR-3603 内径3/4×外径1-1/16 №22（12.2.24）

836 22-4319-40 タイゴンチューブR-3603 内径3/4×外径1-1/8 №22（12.2.24）

836 22-4319-41 タイゴンチューブR-3603 内径3/4×外径1-1/4 №22（12.2.24）

836 22-4319-42 タイゴンチューブR-3603 内径7/8×外径1-1/8 №22（12.2.24）

836 22-4319-43 タイゴンチューブR-3603 内径7/8×外径1-3/16 №22（12.2.24）

836 22-4319-44 タイゴンチューブR-3603 内径1×外径1-1/4 №22（12.2.24）

836 22-4319-45 タイゴンチューブR-3603 内径1×外径1-3/8 №22（12.2.24）

836 22-4319-46 タイゴンチューブR-3603 内径1×外径1-1/2 №22（12.2.24）

836 22-4319-47 タイゴンチューブR-3603 内径1-1/8×外径1-1/2 №22（12.2.24）

836 22-4319-48 タイゴンチューブR-3603 内径1-1/4×外径1-1/2 №22（12.2.24）

836 22-4319-49 タイゴンチューブR-3603 内径1-1/4×外径1-5/8 №22（12.2.24）

836 22-4319-50 ﾀｲｺﾞﾝﾁｭｰﾌﾞＲ-3603 １-1/4ｘ1-3/4 №6（09.7.1）

836 22-4319-51 タイゴンチューブR-3603 内径1-1/2×外径1-7/8 №22（12.2.24）

836 22-4319-52 タイゴンチューブR-3603 内径1-1/2×外径2 №22（12.2.24）

836 22-4319-53 タイゴンチューブR-3603 内径1-3/4×外径2-1/4 №22（12.2.24）

836 22-4319-54 タイゴンチューブR-3603 内径2×外径2-1/2 №22（12.2.24）

838 22-4332-30～86 ニューライフロンチューブ №18（11.5.20）

838 22-4332-30 ニューライフロンチューブ 内φ2×外φ4mm×200ｍ №18（11.5.20）

838 22-4332-31 ニューライフロンチューブ 内φ2.5×外φ4mm×200ｍ №18（11.5.20）

838 22-4332-32 ニューライフロンチューブ 内φ3×外φ5mm×100ｍ №18（11.5.20）

838 22-4332-33 ニューライフロンチューブ 内φ3×外φ6mm×100ｍ №18（11.5.20）

838 22-4332-34 ニューライフロンチューブ 内φ4×外φ6mm×100ｍ №18（11.5.20）

838 22-4332-35 ニューライフロンチューブ 内φ4×外φ7mm×100ｍ №18（11.5.20）

838 22-4332-36 ニューライフロンチューブ 内φ5×外φ7mm×100ｍ №18（11.5.20）

838 22-4332-37 ニューライフロンチューブ 内φ5×外φ9mm×100ｍ №18（11.5.20）

838 22-4332-38 ニューライフロンチューブ 内φ5×外φ10mm×100ｍ №18（11.5.20）

838 22-4332-39 ニューライフロンチューブ 内φ6×外φ8.4mm×100ｍ №18（11.5.20）

838 22-4332-40 ニューライフロンチューブ 内φ6×外φ10mm×100ｍ №18（11.5.20）

2012/4/1 より価格改定： ￥318,000 ⇒ ￥328,000

2012/4/1 より価格改定： ￥127,400 ⇒ ￥131,000

2012/4/1 より価格改定： ￥88,800 ⇒ ￥92,000

2012/4/1 より価格改定： ￥137,600 ⇒ ￥142,000

2012/4/1 より価格改定： ￥167,000 ⇒ ￥172,000

2012/4/1 より価格改定： ￥225,000 ⇒ ￥232,000

2012/4/1 より価格改定： ￥257,000 ⇒ ￥265,000

2012/4/1 より価格改定： ￥91,400 ⇒ ￥97,000

2012/4/1 より価格改定： ￥128,600 ⇒ ￥137,000

2012/4/1 より価格改定： ￥64,400 ⇒ ￥69,000

2012/4/1 より価格改定： ￥83,600 ⇒ ￥89,000

2012/4/1 より価格改定： ￥73,200 ⇒ ￥78,000

2012/4/1 より価格改定： ￥114,600 ⇒ ￥122,000

2012/4/1 より価格改定： ￥160,800 ⇒ ￥171,000

2012/4/1 より価格改定： ￥72,800 ⇒ ￥77,000

2011/5/1 より価格改定： ￥12,000 ⇒ ￥13,200

メーカー在庫限りで廃番

2011/5/1 より価格改定： ￥48,000 ⇒ ￥52,800

2011/5/1 より価格改定： ￥18,000 ⇒ ￥19,800

2011/5/1 より価格改定： ￥15,000 ⇒ ￥16,500

2011/5/1 より価格改定： ￥29,000 ⇒ ￥31,900

2011/5/1 より価格改定： ￥17,000 ⇒ ￥18,700

廃番

2011/5/1 より価格改定： ￥22,000 ⇒ ￥24,200

2011/5/1 より価格改定： ￥20,000 ⇒ ￥22,000

2011/5/1 より価格改定： ￥11,000 ⇒ ￥12,100

2011/5/1 より価格改定： ￥17,000 ⇒ ￥18,700

2011/5/1 より価格改定： ￥36,000 ⇒ ￥39,600838 22-4332-40

838 22-4332-41 ニューライフロンチューブ 内φ6×外φ12mm×50ｍ №18（11.5.20）

838 22-4332-42 ニューライフロンチューブ 内φ7×外φ10mm×100ｍ №18（11.5.20）

838 22-4332-43 ニューライフロンチューブ 内φ7×外φ13mm×50ｍ №18（11.5.20）

838 22-4332-44 ニューライフロンチューブ 内φ7×外φ16.5mm×50ｍ №18（11.5.20）

838 22-4332-45 ニューライフロンチューブ 内φ8×外φ11.5mm×50ｍ №18（11.5.20）

838 22-4332-46 ニューライフロンチューブ 内φ8×外φ14mm×50ｍ №18（11.5.20）

838 22-4332-47 ニューライフロンチューブ 内φ9×外φ13mm×50ｍ №18（11.5.20）

838 22-4332-48 ニューライフロンチューブ 内φ10×外φ14.5mm×50ｍ №18（11.5.20）

838 22-4332-49 ニューライフロンチューブ 内φ10×外φ16mm×50ｍ №18（11.5.20）

838 22-4332-50 ニューライフロンチューブ 内φ10×外φ18mm×40ｍ №18（11.5.20）

838 22-4332-51 ニューライフロンチューブ 内φ12×外φ16mm×50ｍ №18（11.5.20）

838 22-4332-52 ニューライフロンチューブ 内φ15×外φ20mm×30ｍ №18（11.5.20）

838 22-4332-53 ニューライフロンチューブ 内φ18×外φ24mm×20ｍ №18（11.5.20）

838 22-4332-54 ニューライフロンチューブ 内φ20×外φ28mm×20ｍ №18（11.5.20）

838 22-4332-55 ニューライフロンチューブ 内φ25×外φ34mm×20ｍ №18（11.5.20）

838 22-4332-56 ニューライフロンチューブ 内φ30×外φ38mm×20ｍ №18（11.5.20）

838 22-4332-60 ニューライフロンチューブ 内φ2×外φ4mm （ｍ） №18（11.5.20）

838 22-4332-61 ニューライフロンチューブ 内φ2.5×外φ4mm （ｍ） №18（11.5.20）

838 22-4332-62 ニューライフロンチューブ 内φ3×外φ5mm （ｍ） №18（11.5.20）

838 22-4332-63 ニューライフロンチューブ 内φ3×外φ6mm （ｍ） №18（11.5.20）

838 22-4332-64 ニューライフロンチューブ 内φ4×外φ6mm （ｍ） №18（11.5.20）

838 22-4332-65 ニューライフロンチューブ 内φ4×外φ7mm （ｍ） №18（11.5.20）

838 22-4332-66 ニューライフロンチューブ 内φ5×外φ7mm （ｍ） №18（11.5.20）

838 22-4332-67 ニューライフロンチューブ 内φ5×外φ9mm （ｍ） №18（11.5.20）

838 22-4332-68 ニューライフロンチューブ 内φ5×外φ10mm （ｍ） №18（11.5.20）

838 22-4332-69 ニューライフロンチューブ 内φ6×外φ8.4mm （ｍ） №18（11.5.20）

838 22-4332-70 ニューライフロンチューブ 内φ6×外φ10mm （ｍ） №18（11.5.20）

838 22-4332-71 ニューライフロンチューブ 内φ6×外φ12mm （ｍ） №18（11.5.20）

838 22-4332-72 ニューライフロンチューブ 内φ7×外φ10mm （ｍ） №18（11.5.20）

838 22-4332-73 ニューライフロンチューブ 内φ7×外φ13mm （ｍ） №18（11.5.20）2011/5/1 より価格改定： ￥700 ⇒ ￥840

2011/5/1 より価格改定： ￥220 ⇒ ￥260

2011/5/1 より価格改定： ￥435 ⇒ ￥520

2011/5/1 より価格改定： ￥580 ⇒ ￥700

2011/5/1 より価格改定： ￥265 ⇒ ￥320

2011/5/1 より価格改定： ￥24,000 ⇒ ￥26,400

2011/5/1 より価格改定： ￥32,400 ⇒ ￥35,640

2011/5/1 より価格改定： ￥580 ⇒ ￥640

2011/5/1 より価格改定： ￥60,000 ⇒ ￥66,000

2011/5/1 より価格改定： ￥48,000 ⇒ ￥52,800

2011/5/1 より価格改定： ￥25,500 ⇒ ￥28,050

2011/5/1 より価格改定： ￥23,400 ⇒ ￥25,800

2011/5/1 より価格改定： ￥120 ⇒ ￥135

2011/5/1 より価格改定： ￥135 ⇒ ￥150

2011/5/1 より価格改定： ￥340 ⇒ ￥380

2011/5/1 より価格改定： ￥180 ⇒ ￥200

2011/5/1 より価格改定： ￥42,000 ⇒ ￥46,200

2011/5/1 より価格改定： ￥205 ⇒ ￥230

2011/5/1 より価格改定： ￥18,000 ⇒ ￥19,800

2011/5/1 より価格改定： ￥25,500 ⇒ ￥28,050

2011/5/1 より価格改定： ￥39,000 ⇒ ￥42,900

2011/5/1 より価格改定： ￥43,200 ⇒ ￥47,500

2011/5/1 より価格改定： ￥29,000 ⇒ ￥31,900

2011/5/1 より価格改定： ￥205 ⇒ ￥230

2011/5/1 より価格改定： ￥145 ⇒ ￥160

2011/5/1 より価格改定： ￥135 ⇒ ￥150

2011/5/1 より価格改定： ￥17,000 ⇒ ￥18,700

2011/5/1 より価格改定： ￥24,000 ⇒ ￥26,400

2011/5/1 より価格改定： ￥60,000 ⇒ ￥66,000

2011/5/1 より価格改定： ￥22,000 ⇒ ￥24,200

838 22-4332-74 ニューライフロンチューブ 内φ7×外φ16.5mm （ｍ） №18（11.5.20）

838 22-4332-75 ニューライフロンチューブ 内φ8×外φ11.5mm （ｍ） №18（11.5.20）

2011/5/1 より価格改定： ￥1,440 ⇒ ￥1,730

2011/5/1 より価格改定： ￥410 ⇒ ￥490
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838 22-4332-76 ニューライフロンチューブ 内φ8×外φ14mm （ｍ） №18（11.5.20）

838 22-4332-77 ニューライフロンチューブ 内φ9×外φ13mm （ｍ） №18（11.5.20）

838 22-4332-78 ニューライフロンチューブ 内φ10×外φ14.5mm （ｍ） №18（11.5.20）

838 22-4332-79 ニューライフロンチューブ 内φ10×外φ16mm （ｍ） №18（11.5.20）

838 22-4332-80 ニューライフロンチューブ 内φ10×外φ18mm （ｍ） №18（11.5.20）

838 22-4332-81 ニューライフロンチューブ 内φ12×外φ16mm （ｍ） №18（11.5.20）

838 22-4332-82 ニューライフロンチューブ 内φ15×外φ20mm （ｍ） №18（11.5.20）

838 22-4332-83 ニューライフロンチューブ 内φ18×外φ24mm （ｍ） №18（11.5.20）

838 22-4332-84 ニューライフロンチューブ 内φ20×外φ28mm （ｍ） №18（11.5.20）

838 22-4332-85 ニューライフロンチューブ 内φ25×外φ34mm （ｍ） №18（11.5.20）

838 22-4332-86 ニューライフロンチューブ 内φ30×外φ38mm （ｍ） №18（11.5.20）

838 22-4333-70～95 エコチューブ №24（12.5.25）

838 22-4333-70 エコチューブ 内径φ2×外径φ4mm×100ｍ №18（11.5.20）

838 22-4333-71 エコチューブ 内径φ3×外径φ5mm×100ｍ №18（11.5.20）

838 22-4333-72 エコチューブ 内径φ4×外径φ6mm×100ｍ №18（11.5.20）

838 22-4333-73 エコチューブ 内径φ5×外径φ7mm×100ｍ №18（11.5.20）

838 22-4333-74 エコチューブ 内径φ5×外径φ9mm×100ｍ №18（11.5.20）

838 22-4333-75 エコチューブ 内径φ6×外径φ8.4mm×100ｍ №18（11.5.20）

838 22-4333-76 エコチューブ 内径φ6×外径φ10mm×50ｍ №18（11.5.20）

838 22-4333-77 エコチューブ 内径φ7×外径φ10mm×50ｍ №18（11.5.20）

838 22-4333-78 エコチューブ 内径φ8×外径φ11.5mm×50ｍ №18（11.5.20）

838 22-4333-79 エコチューブ 内径φ9×外径φ13mm×50ｍ №18（11.5.20）

838 22-4333-80 エコチューブ 内径φ10×外径φ14.5mm×50ｍ №18（11.5.20）

838 22-4333-81 エコチューブ 内径φ12×外径φ16mm×30ｍ №18（11.5.20）

838 22-4333-82 エコチューブ 内径φ15×外径φ20mm×30ｍ №18（11.5.20）

838 22-4333-83 エコチューブ 内径φ2×外径φ4mm×10ｍ №18（11.5.20）

838 22-4333-84 エコチューブ 内径φ3×外径φ5mm×10ｍ №18（11.5.20）

2011/5/1 より価格改定： ￥12,100 ⇒ ￥13,900

2011/5/1 より価格改定： ￥1,040 ⇒ ￥1,200

2011/5/1 より価格改定： ￥840 ⇒ ￥970

2011/5/1 より価格改定： ￥8,700 ⇒ ￥10,000

2011/5/1 より価格改定： ￥15,850 ⇒ ￥18,300

2011/5/1 より価格改定： ￥20,000 ⇒ ￥23,000

2011/5/1 より価格改定： ￥25,000 ⇒ ￥28,800

2011/5/1 より価格改定： ￥15,500 ⇒ ￥17,800

2011/5/1 より価格改定： ￥23,500 ⇒ ￥27,000

2011/5/1 より価格改定： ￥10,330 ⇒ ￥11,400

2011/5/1 より価格改定： ￥12,500 ⇒ ￥14,400

2011/5/1 より価格改定： ￥25,830 ⇒ ￥29,700

2011/5/1 より価格改定： ￥16,670 ⇒ ￥19,200

2011/5/1 より価格改定： ￥15,000 ⇒ ￥17,300

2011/5/1 より価格改定： ￥1,440 ⇒ ￥1,730

2011/5/1 より価格改定： ￥1,945 ⇒ ￥2,340

2011/5/1 より価格改定： ￥2,595 ⇒ ￥3,120

2011/5/1 より価格改定： ￥3,600 ⇒ ￥4,320

2011/5/1 より価格改定： ￥7,000 ⇒ ￥8,100

表記訂正：※-31、-32は1ｍ単位切売りです。
⇒ ※-94、-95は1ｍ単位切売りです。

2011/5/1 より価格改定： ￥435 ⇒ ￥520

2011/5/1 より価格改定： ￥615 ⇒ ￥740

2011/5/1 より価格改定： ￥940 ⇒ ￥1,130

2011/5/1 より価格改定： ￥1,440 ⇒ ￥1,730

2011/5/1 より価格改定： ￥615 ⇒ ￥740

2011/5/1 より価格改定： ￥940 ⇒ ￥1,130

2011/5/1 より価格改定： ￥1,010 ⇒ ￥1,210

838 22-4333-85 エコチューブ 内径φ4×外径φ6mm×10ｍ №18（11.5.20）

838 22-4333-86 エコチューブ 内径φ5×外径φ7mm×10ｍ №18（11.5.20）

838 22-4333-87 エコチューブ 内径φ5×外径φ9mm×10ｍ №18（11.5.20）

838 22-4333-88 エコチューブ 内径φ6×外径φ8.4mm×10ｍ №18（11.5.20）

838 22-4333-89 エコチューブ 内径φ6×外径φ10mm×10ｍ №18（11.5.20）

838 22-4333-90 エコチューブ 内径φ7×外径φ10mm×10ｍ №18（11.5.20）

838 22-4333-91 エコチューブ 内径φ8×外径φ11.5mm×10ｍ №18（11.5.20）

838 22-4333-92 エコチューブ 内径φ9×外径φ13mm×10ｍ №18（11.5.20）

838 22-4333-93 エコチューブ 内径φ10×外径φ14.5mm×10ｍ №18（11.5.20）

838 22-4333-94 エコチューブ 内径φ12×外径φ16mm×1ｍ №18（11.5.20）

838 22-4333-95 エコチューブ 内径φ15×外径φ20mm×1ｍ №18（11.5.20）

838 22-4340-01 ﾈｵﾁｭｰﾋﾞﾝｸﾞ 黒色 内径φ3×外径φ4.6mm （10ｍ巻） №22（12.2.24）

838 22-4340-02 ﾈｵﾁｭｰﾋﾞﾝｸﾞ 黒色 内径φ4×外径φ5.8mm （10ｍ巻） №22（12.2.24）

838 22-4340-03 ﾈｵﾁｭｰﾋﾞﾝｸﾞ 黒色 内径φ5×外径φ7mm （10ｍ巻） №22（12.2.24）

838 22-4340-04 ﾈｵﾁｭｰﾋﾞﾝｸﾞ 黒色 内径φ5×外径φ9mm （10ｍ巻） №22（12.2.24）

838 22-4340-05 ﾈｵﾁｭｰﾋﾞﾝｸﾞ 黒色 内径φ6×外径φ8.4mm （10ｍ巻） №22（12.2.24）

838 22-4340-06 ﾈｵﾁｭｰﾋﾞﾝｸﾞ 黒色 内径φ7×外径φ10mm （1ｍ） №22（12.2.24）

838 22-4340-07 ﾈｵﾁｭｰﾋﾞﾝｸﾞ 黒色 内径φ8×外径φ11.6mm （1ｍ） №22（12.2.24）

838 22-4340-08 ﾈｵﾁｭｰﾋﾞﾝｸﾞ 黒色 内径φ9×外径φ13mm （1ｍ） №22（12.2.24）

838 22-4340-09 ﾈｵﾁｭｰﾋﾞﾝｸﾞ 黒色 内径φ10×外径φ14.6mm （1ｍ） №22（12.2.24）

838 22-4340-10 ﾈｵﾁｭｰﾋﾞﾝｸﾞ 黒色 内径φ12×外径φ17mm （1ｍ） №22（12.2.24）

838 22-4340-11 ﾈｵﾁｭｰﾋﾞﾝｸﾞ 黒色 内径φ15×外径φ21mm （1ｍ） №22（12.2.24）

838 22-4340-12 ﾈｵﾁｭｰﾋﾞﾝｸﾞ 黒色 内径φ18×外径φ25mm （1ｍ） №22（12.2.24）

838 22-4340-13 ﾈｵﾁｭｰﾋﾞﾝｸﾞ 黒色 内径φ20×外径φ28mm （1ｍ） №22（12.2.24）

838 22-4340-14 ﾈｵﾁｭｰﾋﾞﾝｸﾞ 黒色 内径φ25×外径φ34mm （1ｍ） №22（12.2.24）

838 22-4340-15 ﾈｵﾁｭｰﾋﾞﾝｸﾞ 黒色 内径φ30×外径φ40mm （1ｍ） №22（12.2.24）

838 22-4341-01 ﾈｵﾁｭｰﾋﾞﾝｸﾞ アメ色 内径φ3×外径φ4.6mm （10ｍ巻） №22（12.2.24）

838 22-4341-02 ﾈｵﾁｭｰﾋﾞﾝｸﾞ アメ色 内径φ4×外径φ5.8mm （10ｍ巻） №22（12.2.24）

838 22-4341-03 ﾈｵﾁｭｰﾋﾞﾝｸﾞ アメ色 内径φ5×外径φ7mm （10ｍ巻） №22（12.2.24）

838 22-4341-04 ﾈｵﾁｭｰﾋﾞﾝｸﾞ アメ色 内径φ5×外径φ9mm （10ｍ巻） №22（12.2.24）

838 22-4341-05 ﾈｵﾁｭｰﾋﾞﾝｸﾞ アメ色 内径φ6×外径φ8.4mm （10ｍ巻） №22（12.2.24）

価格改定： ¥3,200
価格改定： ¥2,100 ⇒ ¥2,300

価格改定： ¥1,700 ⇒ ¥1,900

価格改定： ¥4,330
価格改定： ¥1,240 ⇒ ¥1,400

¥4,750

価格改定： ¥1,520 ⇒ ¥1,700

価格改定： ¥1,900

価格改定： ¥830 ⇒ ¥910

価格改定： ¥1,080 ¥1,200

価格改定： ¥440 ⇒ ¥490

¥380

¥3,300
価格改定： ¥2,000

価格改定： ¥260 ⇒ ¥290

⇒

価格改定： ¥1,140 ⇒

⇒ ¥2,200

価格改定： ¥1,300 ⇒

2011/5/1 より価格改定： ￥4,800 ⇒ ￥5,600

⇒ ¥1,800

¥1,260

⇒ ¥3,600

¥550

⇒ ¥1,600

価格改定： ¥2,960 ⇒ ¥3,250

価格改定： ¥1,400

¥420

⇒

⇒

⇒

価格改定： ¥490

⇒¥1,730

価格改定：

2011/5/1 より価格改定： ￥1,240 ⇒ ￥1,430

¥1,460

価格改定： ¥1,600

⇒

価格改定： ¥3,000

2011/5/1 より価格改定： ￥940 ⇒ ￥1080

2011/5/1 より価格改定： ￥2,000 ⇒ ￥2,300

2011/5/1 より価格改定： ￥3,600 ⇒ ￥4,140

2011/5/1 より価格改定： ￥2,900 ⇒ ￥3,340

2011/5/1 より価格改定： ￥3,800 ⇒ ￥4,370

2011/5/1 より価格改定： ￥6,000 ⇒ ￥6,900

2011/5/1 より価格改定： ￥620 ⇒ ￥720

2011/5/1 より価格改定： ￥1,500 ⇒ ￥1,730

2011/5/1 より価格改定： ￥3,100 ⇒ ￥3,570

838 22-4341-05 ﾈｵﾁｭｰﾋﾞﾝｸﾞ アメ色 内径φ6×外径φ8.4mm （10ｍ巻） №22（12.2.24）

838 22-4341-06 ﾈｵﾁｭｰﾋﾞﾝｸﾞ アメ色 内径φ7×外径φ10mm （1ｍ） №22（12.2.24）¥290

価格改定： ¥2,100 ⇒ ¥2,300

価格改定： ⇒ ¥320
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838 22-4341-07 ﾈｵﾁｭｰﾋﾞﾝｸﾞ アメ色 内径φ8×外径φ11.6mm （1ｍ） №22（12.2.24）

838 22-4341-08 ﾈｵﾁｭｰﾋﾞﾝｸﾞ アメ色 内径φ9×外径φ13mm （1ｍ） №22（12.2.24）

838 22-4341-09 ﾈｵﾁｭｰﾋﾞﾝｸﾞ アメ色 内径φ10×外径φ14.6mm （1ｍ） №22（12.2.24）

838 22-4341-10 ﾈｵﾁｭｰﾋﾞﾝｸﾞ アメ色 内径φ12×外径φ17mm （1ｍ） №22（12.2.24）

838 22-4341-11 ﾈｵﾁｭｰﾋﾞﾝｸﾞ アメ色 内径φ15×外径φ21mm （1ｍ） №22（12.2.24）

838 22-4341-12 ﾈｵﾁｭｰﾋﾞﾝｸﾞ アメ色 内径φ18×外径φ25mm （1ｍ） №22（12.2.24）

838 22-4341-13 ﾈｵﾁｭｰﾋﾞﾝｸﾞ アメ色 内径φ20×外径φ28mm （1ｍ） №22（12.2.24）

838 22-4341-14 ﾈｵﾁｭｰﾋﾞﾝｸﾞ アメ色 内径φ25×外径φ34mm （1ｍ） №22（12.2.24）

838 22-4341-15 ﾈｵﾁｭｰﾋﾞﾝｸﾞ アメ色 内径φ30×外径φ40mm （1ｍ） №22（12.2.24）

838 22-4342-01 ﾈｵﾁｭｰﾋﾞﾝｸﾞ 黒色 内径φ3×外径φ4.6mm （箱） №22（12.2.24）

838 22-4342-03 ﾈｵﾁｭｰﾋﾞﾝｸﾞ 黒色 内径φ5×外径φ7mm （箱） №22（12.2.24）

838 22-4342-04 ﾈｵﾁｭｰﾋﾞﾝｸﾞ 黒色 内径φ5×外径φ9mm （箱） №22（12.2.24）

838 22-4342-05 ﾈｵﾁｭｰﾋﾞﾝｸﾞ 黒色 内径φ6×外径φ8.4mm （箱） №22（12.2.24）

838 22-4342-06 ﾈｵﾁｭｰﾋﾞﾝｸﾞ 黒色 内径φ7×外径φ10mm （箱） №22（12.2.24）

838 22-4342-07 ﾈｵﾁｭｰﾋﾞﾝｸﾞ 黒色 内径φ8×外径φ11.6mm （箱） №22（12.2.24）

838 22-4342-08 ﾈｵﾁｭｰﾋﾞﾝｸﾞ 黒色 内径φ9×外径φ13mm （箱） №22（12.2.24）

838 22-4342-09 ﾈｵﾁｭｰﾋﾞﾝｸﾞ 黒色 内径φ10×外径φ14.6mm （箱） №22（12.2.24）

838 22-4342-10 ﾈｵﾁｭｰﾋﾞﾝｸﾞ 黒色 内径φ12×外径φ17mm （箱） №22（12.2.24）

838 22-4342-11 ﾈｵﾁｭｰﾋﾞﾝｸﾞ 黒色 内径φ15×外径φ21mm （箱） №22（12.2.24）

838 22-4342-12 ﾈｵﾁｭｰﾋﾞﾝｸﾞ 黒色 内径φ18×外径φ25mm （箱） №22（12.2.24）

838 22-4342-13 ﾈｵﾁｭｰﾋﾞﾝｸﾞ 黒色 内径φ20×外径φ28mm （箱） №22（12.2.24）

838 22-4342-14 ﾈｵﾁｭｰﾋﾞﾝｸﾞ 黒色 内径φ25×外径φ34mm （箱） №22（12.2.24）

838 22-4342-15 ﾈｵﾁｭｰﾋﾞﾝｸﾞ 黒色 内径φ30×外径φ40mm （箱） №22（12.2.24）

838 22-4343-03 ﾈｵﾁｭｰﾋﾞﾝｸﾞ アメ色 内径φ5×外径φ7mm （箱） №22（12.2.24）

838 22-4343-04 ﾈｵﾁｭｰﾋﾞﾝｸﾞ アメ色 内径φ5×外径φ9mm （箱） №22（12.2.24）

838 22-4343-05 ﾈｵﾁｭｰﾋﾞﾝｸﾞ アメ色 内径φ6×外径φ8.4mm （箱） №22（12.2.24）

838 22-4343-06 ﾈｵﾁｭｰﾋﾞﾝｸﾞ アメ色 内径φ7×外径φ10mm （箱） №22（12.2.24）

838 22-4343-07 ﾈｵﾁｭｰﾋﾞﾝｸﾞ アメ色 内径φ8×外径φ11.6mm （箱） №22（12.2.24）

838 22-4343-08 ﾈｵﾁｭｰﾋﾞﾝｸﾞ アメ色 内径φ9×外径φ13mm （箱） №22（12.2.24）価格改定： ¥31,300 ⇒ ¥32,000

価格改定： ¥12,800 ⇒ ¥13,500

価格改定： ¥12,800 ⇒ ¥13,500

価格改定： ¥6,400 ⇒ ¥6,800

価格改定： ¥6,400 ⇒ ¥6,800

価格改定： ¥29,700 ⇒ ¥31,400

価格改定： ¥6,400 ⇒ ¥6,800

価格改定： ¥29,700 ⇒ ¥31,400

価格改定： ¥29,700 ⇒ ¥31,400

価格改定： ¥29,700 ⇒ ¥31,400

価格改定： ¥29,700 ⇒ ¥31,400

価格改定： ¥30,000 ⇒ ¥31,400

価格改定： ¥30,000 ⇒ ¥31,400

価格改定： ¥12,400 ⇒ ¥13,200

価格改定： ¥30,000 ⇒ ¥31,400

価格改定： ¥6,200 ⇒ ¥6,700

価格改定： ¥12,400 ⇒ ¥13,200

価格改定： ¥6,200 ⇒ ¥6,700

価格改定： ¥6,200 ⇒ ¥6,700

価格改定： ¥5,000 ⇒ ¥5,400

価格改定： ¥7,800 ⇒ ¥7,600

価格改定： ¥1,880 ⇒ ¥2,100

価格改定： ¥3,180 ⇒ ¥3,400

価格改定： ¥1,160 ⇒ ¥1,300

価格改定： ¥1,650 ⇒ ¥1,800

価格改定： ¥540 ⇒ ¥600

価格改定： ¥880

価格改定： ¥410 ⇒ ¥450

価格改定： ¥480 ⇒

⇒ ¥970

¥530

838 22-4343-08 ﾈｵﾁｭｰﾋﾞﾝｸﾞ アメ色 内径φ9×外径φ13mm （箱） №22（12.2.24）

838 22-4343-09 ﾈｵﾁｭｰﾋﾞﾝｸﾞ アメ色 内径φ10×外径φ14.6mm （箱） №22（12.2.24）

838 22-4343-10 ﾈｵﾁｭｰﾋﾞﾝｸﾞ アメ色 内径φ12×外径φ17mm （箱） №22（12.2.24）

838 22-4343-11 ﾈｵﾁｭｰﾋﾞﾝｸﾞ アメ色 内径φ15×外径φ21mm （箱） №22（12.2.24）

838 22-4343-12 ﾈｵﾁｭｰﾋﾞﾝｸﾞ アメ色 内径φ18×外径φ25mm （箱） №22（12.2.24）

838 22-4343-13 ﾈｵﾁｭｰﾋﾞﾝｸﾞ アメ色 内径φ20×外径φ28mm （箱） №22（12.2.24）

838 22-4343-14 ﾈｵﾁｭｰﾋﾞﾝｸﾞ アメ色 内径φ25×外径φ34mm （箱） №22（12.2.24）

838 22-4343-15 ﾈｵﾁｭｰﾋﾞﾝｸﾞ アメ色 内径φ30×外径φ40mm （箱） №22（12.2.24）

839 22-4333-01～66 軟質塩化ビニール管 №28（12.12.25）

839 22-4333-20 軟質塩化ビニール管 8×13 №33（13.8.26）

839 22-4333-39 軟質塩化ビニール管 内径16×外径19ｍｍ №7（09.9.1）

839 22-4333-44 軟質塩化ビニール管 19×24 №33（13.8.26）

839 22-4333-56 軟質塩化ビニール管 32×40 №33（13.8.26）

839 22-4333-58 軟質塩化ビニール管 38×46 №33（13.8.26）

839 22-4333-59 軟質塩化ビニール管 内径φ38×外径φ48 （ｍ） №15（10.11.20）

839 22-4333-62 軟質塩化ビニール管 50×60 №33（13.8.26）

839 22-4334-01,05 6ナイロンチューブ №10（10.3.17）

839 22-4334-02 6ナイロンチューブ φ2×φ4mm （ｍ） №35（13.12.25）

839 22-4334-03 6ナイロンチューブ φ3×φ5mm （ｍ） №35（13.12.25）

839 22-4334-04 6ナイロンチューブ φ4×φ6mm （ｍ） №35（13.12.25）

839 22-4334-06 6ナイロンチューブ φ6×φ8mm （ｍ） №35（13.12.25）

839 22-4334-07 6ナイロンチューブ φ8×φ10mm （ｍ） №35（13.12.25）

839 22-4334-09 6ナイロンチューブ φ10×φ12mm （ｍ） №35（13.12.25）

839 22-4334-08 6ナイロンチューブ φ9×φ11mm №34（13.10.25）

840 22-4331-14 軟質ポリエチレン管 内径9mm×外径12mm×10ｍ №20（11.9.26）

840 22-4331-15 軟質ポリエチレン管 内径10mm×外径14mm×10ｍ №20（11.9.26）

840 22-4331-16 軟質ポリエチレン管 内径12mm×外径15mm×10ｍ №20（11.9.26）

840 22-4331-17 軟質ポリエチレン管 内径15mm×外径18mm×10ｍ №20（11.9.26）

840 22-4331-18 軟質ポリエチレン管 内径19mm×外径23mm №20（11.9.26）

840 22-4331-19 軟質ポリエチレン管 内径25mm×外径31mm №20（11.9.26）

840 22-4331-20 軟質ポリエチレン管 内径32mm×外径38mm №20（11.9.26）

価格改定： ¥2,500 ⇒ ¥2,900

¥1,650 ⇒ ¥1,700

価格改定： ¥300 ⇒ ¥320
価格改定： ¥240 ⇒ ¥260
価格改定： ¥200 ⇒ ¥220

価格改定： ¥115 ⇒ ¥125
価格改定： ¥135 ⇒ ¥140

¥85 ⇒ ¥90

廃番
廃番

廃番

取扱中止

廃番

廃番

廃番

廃番

価格改定：

価格改定： ¥30,800 ⇒ ¥32,000

価格改定： ¥30,800 ⇒ ¥32,000

価格改定： ¥30,800 ⇒ ¥32,000
価格改定： ¥30,800 ⇒ ¥32,000

価格改定： ¥31,300 ⇒ ¥32,000

価格改定： ¥30,800 ⇒ ¥32,000

価格改定： ¥31,300 ⇒ ¥32,000

価格改定： ¥31,300 ⇒ ¥32,000

仕様変更： １巻き長さ50ｍ ⇒ 100ｍ

⇒

価格改定：

¥2,400

価格改定： ¥2,600 ⇒ ¥3,100

価格改定： ¥2,200

価格改定： ¥500 ⇒ ¥530

価格改定： ¥860 ⇒ ¥1,000

価格改定： ¥1,100 ⇒ ¥1,200

価格改定： ¥360 ⇒ ¥400

表記削除 ⇒ ※1巻でご購入・・・（別途見積）

840 22-4331-21 軟質ポリエチレン管 内径13mm×外径17mm №20（11.9.26）

840 22-4331-22 軟質ポリエチレン管 内径16mm×外径21mm №20（11.9.26）

価格改定： ¥360 ⇒ ¥400

価格改定： ¥620 ⇒ ¥650
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840 22-4331-22 軟質ポリエチレン管 φ16×φ21mm №35（13.12.25）

840 22-4331-23 軟質ポリエチレン管 内径21mm×外径27mm №20（11.9.26）

840 22-4331-24 軟質ポリエチレン管 内径28mm×外径34mm №20（11.9.26）

840 22-4331-25 軟質ポリエチレン管 内径35mm×外径42mm №20（11.9.26）

840 22-4331-26 軟質ポリエチレン管 内径41×外径48ｍｍ №7（09.9.1）

840 22-4331-27 軟質ポリエチレン管 内径52×外径60ｍｍ №7（09.9.1）

841 22-4318-30～40 シリコーンブレードホース №16（11.2.15）

841 22-4318-30 シリコーンブレードホース 呼び径/5ｍｍ №7（09.9.1）

841 22-4318-31 シリコーンブレードホース 呼び径/6ｍｍ №7（09.9.1）

841 22-4318-32 シリコーンブレードホース 呼び径/8ｍｍ №7（09.9.1）

841 22-4318-33 シリコーンブレードホース 呼び径/9ｍｍ №7（09.9.1）

841 22-4318-40 シリコーンブレードホース 呼び径/50ｍｍ №7（09.9.1）

841 22-4338-01～14 テトロンブレードホース №28（12.12.25）

841 22-4338-12 テトロンブレードホース内径50×外径62 №2（09.3.20）

841 22-4338-13 テトロンブレードホース内径63×外径80 №2（09.3.20）

841 22-4338-14 テトロンブレードホース内径75×外径92 №2（09.3.20）

842 22-4302-01 FEP熱収縮チューブ FEP-015 / No.050201 №21（11.11.25）

842 22-4302-02 FEP熱収縮チューブ FEP-020 / No.050202 №21（11.11.25）

842 22-4302-03 FEP熱収縮チューブ FEP-025 / No.050203 №21（11.11.25）

842 22-4302-04 FEP熱収縮チューブ FEP-030 / No.050204 №21（11.11.25）

842 22-4302-05 FEP熱収縮チューブ FEP-040 / No.050205 №21（11.11.25）

842 22-4302-06 FEP熱収縮チューブ FEP-050 / No.050206 №21（11.11.25）

842 22-4302-07 FEP熱収縮チューブ FEP-060 / No.050207 №21（11.11.25）

842 22-4302-08 FEP熱収縮チューブ FEP-070 / No.050208 №21（11.11.25）

842 22-4302-09 FEP熱収縮チューブ FEP-090 / No.050209 №21（11.11.25）

842 22-4302-10 FEP熱収縮チューブ FEP-100 / No.050210 №21（11.11.25）

842 22-4302-11 FEP熱収縮チューブ FEP-120 / No.050211 №21（11.11.25）

842 22-4302-12 テフロン®熱収縮チューブ FEP-140 / No.050212 №9（10.2.2）

外径訂正： 21 ⇒ 21.5

価格改定： ¥3,800 ⇒ ¥4,200

価格改定： ¥3,000 ⇒ ¥3,300

価格改定： ¥3,500 ⇒ ¥3,800

価格改定： ¥2,400 ⇒ ¥2,600
価格改定： ¥2,600 ⇒ ¥2,800

価格改定： ¥2,300 ⇒ ¥2,500

価格改定： ¥1,900 ⇒ ¥2,100

価格改定： ¥1,900 ⇒ ¥2,100

価格改定： ¥1,900 ⇒ ¥2,100

価格改定： ￥3,000 ⇒ ￥3,800

¥2,100

⇒ ¥2,100
価格改定： ¥1,900 ⇒

価格改定： ¥1,900

価格改定： ￥5,850 ⇒ ￥7,300

仕様変更： １巻き長さ20ｍ ⇒ 10ｍ

仕様変更： １巻き長さ20ｍ ⇒ 10ｍ

廃番

廃番

仕様変更： １巻き長さ10ｍ ⇒ 6ｍ

仕様変更： １巻き長さ20ｍ ⇒ 10ｍ

仕様変更： １巻き長さ20ｍ ⇒ 10ｍ

表記訂正： 最終収縮径 12.8 ⇒ 12

表記訂正： ●高温での・・・・発揮。200℃にも・・。
⇒ ●高温での・・・・発揮。150℃にも・・。

価格改定： ￥6,890 ⇒ ￥8,800

価格改定： ¥750 ⇒ ¥900

価格改定： ¥950 ⇒ ¥1,100

価格改定： ¥1,500 ⇒ ¥1,600

表記削除 ⇒ ※1巻単位の・・・割安になります。

842 22-4302-12 テフロン®熱収縮チューブ FEP-140 / No.050212 №9（10.2.2）

842 22-4302-12 FEP熱収縮チューブ FEP-140 / No.050212 №21（11.11.25）

842 22-4302-13 FEP熱収縮チューブ FEP-150 / No.050213 №21（11.11.25）

842 22-4302-14 テフロン®熱収縮チューブ FEP-170 / No.050214 №9（10.2.2）

842 22-4302-14 FEP熱収縮チューブ FEP-170 / No.050214 №21（11.11.25）

842 22-4302-15 FEP熱収縮チューブ FEP-200 / No.050215 №21（11.11.25）

842 22-4302-16 FEP熱収縮チューブ FEP-220 / No.050216 №21（11.11.25）

842 22-4302-17 FEP熱収縮チューブ FEP-250 / No.050217 №21（11.11.25）

842 22-4302-18 FEP熱収縮チューブ FEP-300 / No.050218 №21（11.11.25）

842 22-4302-19 FEP熱収縮チューブ FEP-400 / No.050219 №21（11.11.25）

842 22-4302-20 FEP熱収縮チューブ FEP-500 / No.050220 №21（11.11.25）

842 22-4302-21 FEP熱収縮チューブ FEP-600 / No.050221 №21（11.11.25）

842 22-4302-22 FEP熱収縮チューブ FEP-700 / No.050222 №21（11.11.25）

842 22-4302-30 テフロン熱収縮チューブ/№050001（17P） №7（09.9.1）

842 22-4302-39 テフロン®熱収縮チューブ 60P / No.050010 №9（10.2.2）

842 22-4302-80～85 PTFE熱収縮チューブ №9（10.2.2）

842 22-4302-86～89 PTFE熱収縮チューブ №9（10.2.2）

842 22-4302-89 PTFE熱収縮チューブ No.050310 / PTFE-30 №32（13.6.25）

843 24-4356-01～12 シリコーンゴム熱収縮チューブ №2（09.3.20）

843 22-4356-01～12 シリコーンゴム熱収縮チューブ №8（09.11.20）

843 22-4356-03 シリコーンゴム熱収縮チューブ No.40 №27（12.11.26）

843 22-4356-07 シリコーンゴム熱収縮チューブ / No.170 （5本） №15（10.11.20）

843 22-4356-08 シリコーンゴム熱収縮チューブ No.230 №27（12.11.26）

843 22-4356-30 テフロン®熱収縮チューブ AWG30E / No.511101 №9（10.2.2）

843 22-4356-31 テフロン®熱収縮チューブ AWG28E / No.511102 №9（10.2.2）

843 22-4356-32 テフロン®熱収縮チューブ AWG26E / No.511103 №9（10.2.2）

843 22-4356-33 テフロン®熱収縮チューブ AWG24E / No.511104 №9（10.2.2）

843 22-4356-34 テフロン®熱収縮チューブ AWG22E / No.511105 №9（10.2.2）

843 22-4356-35 テフロン®熱収縮チューブ AWG20E / No.511106 №9（10.2.2）

843 22-4356-36 テフロン®熱収縮チューブ AWG19E / No.511107 №9（10.2.2）

廃番

¥30,000 ⇒ ¥33,000

¥27,500

取扱中止

価格改定： ¥25,000 ⇒

価格改定：

取扱中止

価格改定： ¥16,000 ⇒ ¥17,600

価格改定： ¥20,000 ⇒ ¥22,000

価格改定： ¥11,500 ⇒ ¥12,600

価格改定： ¥14,000 ⇒ ¥15,400

価格改定： ¥7,700 ⇒ ¥8,400
価格改定： ¥8,800 ⇒ ¥9,600

価格改定： ¥5,400 ⇒ ¥5,900

価格改定： ¥6,500 ⇒ ¥7,100

価格改定： ¥4,500 ⇒ ¥4,900

価格改定：

価格改定： ¥16,400 ⇒ ¥14,700

⇒

¥13,600⇒

¥12,600 ⇒ ¥11,300

価格改定：

価格改定：

¥11,000 ⇒ ¥9,800

表記訂正： 収縮後肉厚 0.30 ⇒ 0.5

¥28,000

価格改定：

表記訂正： 収縮後肉厚 0.35 ⇒ 0.5

表記追記：※但し、No.170とNo.230は1ｍ×5本
ロットの販売となります。

¥48,000 ¥38,000

¥12,000 ¥10,800

価格改定： ¥11,800 ¥10,500

¥12,400

仕様変更： 長さ1000ｍｍ ⇒ 1200ｍｍ

コード訂正：24-4356-01～12⇒22-4356-01～12

価格改定： ⇒

表記訂正： 最終収縮径 12.8 ⇒ 12

表記訂正： 収縮後肉厚 0.5 ⇒ 0.4

⇒

¥11,100価格改定：

¥15,500

⇒

¥42,900⇒

価格改定：

843 22-4356-36 テフロン®熱収縮チューブ AWG19E / No.511107 №9（10.2.2）

843 22-4356-37 テフロン®熱収縮チューブ AWG18E / No.511108 №9（10.2.2）

843 22-4356-38 テフロン®熱収縮チューブ AWG17E / No.511109 №9（10.2.2）価格改定： ¥19,000 ⇒

価格改定： ¥17,500 ⇒ ¥15,600

価格改定： ¥16,400 ⇒ ¥14,700

¥17,000
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頁 製品コード 品 名 ・ 型 番 №（発行日）

■テラオカ総合カタログ№1000 改正表№1-No.41

変 更 箇 所

843 22-4356-39 テフロン®熱収縮チューブ AWG16E / No.511110 №9（10.2.2）

843 22-4356-40 テフロン®熱収縮チューブ AWG15E / No.511111 №9（10.2.2）

844 22-4357-01 ヒシチューブ No.5 （0.5mm×25ｍ） №20（11.9.26）

844 22-4357-02 ヒシチューブ No.6 （0.5mm×25ｍ） №20（11.9.26）

844 22-4357-03 ヒシチューブ No.7 （0.5mm×25ｍ） №20（11.9.26）

844 22-4357-04 ヒシチューブ No.8 （0.5mm×25ｍ） №20（11.9.26）

844 22-4357-05 ヒシチューブ No.10 （0.5mm×25ｍ） №20（11.9.26）

844 22-4357-06 ヒシチューブ No.13 （0.5mm×25ｍ） №20（11.9.26）

844 22-4357-07 ヒシチューブ No.15 （0.5mm×25ｍ） №20（11.9.26）

844 22-4357-08 ヒシチューブ No.20 （0.5mm×25ｍ） №20（11.9.26）

844 22-4357-09 ヒシチューブ No.25 （0.5mm×25ｍ） №20（11.9.26）

844 22-4357-10 ヒシチューブ No.30 （0.5mm×25ｍ） №20（11.9.26）

844 22-4357-11 ヒシチューブ No.35 （0.5mm×25ｍ） №20（11.9.26）

844 22-4357-12 ヒシチューブ No.40 （0.5mm×25ｍ） №20（11.9.26）

844 22-4357-13 ヒシチューブ No.50 （0.5mm×25ｍ） №20（11.9.26）

844 22-4357-14 ヒシチューブ No.55 （0.5mm×25ｍ） №20（11.9.26）

844 22-4357-15 ヒシチューブ No.60 （0.5mm×25ｍ） №20（11.9.26）

844 22-4357-16 ヒシチューブ No.70 （0.5mm×25ｍ） №20（11.9.26）

844 22-4357-17 ヒシチューブ No.75 （0.5mm×25ｍ） №20（11.9.26）

844 22-4357-18 ヒシチューブ No.80 （0.5mm×25ｍ） №20（11.9.26）

844 22-4357-19 ヒシチューブ No.90 （0.5mm×25ｍ） №20（11.9.26）

844 22-4357-20 ヒシチューブ No.110 （0.5mm×25ｍ） №20（11.9.26）

844 22-4357-21 ヒシチューブ No.130 （0.5mm×25ｍ） №20（11.9.26）

844 22-4357-22 ヒシチューブ No.150 （0.5mm×25ｍ） №20（11.9.26）

844 22-4357-23 ヒシチューブ No.170 （0.5mm×25ｍ） №20（11.9.26）

844 22-4357-24 ヒシチューブ No.200 （0.5mm×25ｍ） №20（11.9.26）

844 22-4358-01 ヒシチューブ No.5 （1.0mm×25ｍ） №20（11.9.26）

844 22-4358-02 ヒシチューブ No.6 （1.0mm×25ｍ） №20（11.9.26）

価格改定： ¥19,700

価格改定： ¥21,000 ⇒ ¥18,700

¥17,600

¥6,900

⇒

価格改定： ¥6,400

価格改定：

⇒ ¥7,350

¥7,050

¥7,450

価格改定： ¥6,800

価格改定： ⇒

⇒

⇒ ¥7,650

⇒ ¥10,700価格改定： ¥9,900

価格改定： ¥7,100 ⇒ ¥7,700

価格改定： ¥13,500 ⇒ ¥14,400

価格改定： ¥8,600 ⇒ ¥9,300

価格改定： ¥17,250 ⇒ ¥18,700

価格改定： ¥11,900 ⇒ ¥12,900

価格改定： ¥21,100 ⇒ ¥22,800

価格改定： ¥15,200 ⇒ ¥16,400

価格改定： ¥27,500 ⇒ ¥29,800

価格改定： ¥18,600 ⇒ ¥20,100

価格改定： ¥29,700 ⇒ ¥32,100

価格改定： ¥23,400 ⇒ ¥25,300

価格改定： ¥34,300 ⇒ ¥37,100

価格改定： ¥28,950 ⇒ ¥31,300

価格改定： ¥47,800 ⇒ ¥51,600

価格改定： ¥32,300 ⇒ ¥34,900

価格改定： ¥62,900 ⇒ ¥68,100

価格改定： ¥41,450 ⇒ ¥44,800

価格改定： ¥11,000 ⇒ ¥11,800

価格改定： ¥55,900 ⇒ ¥60,500

価格改定： ¥72,800 ⇒ ¥78,800

価格改定： ¥11,500 ⇒ ¥12,300

¥6,850

844 22-4358-02 ヒシチューブ No.6 （1.0mm×25ｍ）

844 22-4358-03 ヒシチューブ No.7 （1.0mm×25ｍ） №20（11.9.26）

844 22-4358-04 ヒシチューブ No.8 （1.0mm×25ｍ） №20（11.9.26）

844 22-4358-05 ヒシチューブ No.10 （1.0mm×25ｍ） №20（11.9.26）

844 22-4358-06 ヒシチューブ No.13 （1.0mm×25ｍ） №20（11.9.26）

844 22-4358-07 ヒシチューブ No.15 （1.0mm×25ｍ） №20（11.9.26）

844 22-4358-08 ヒシチューブ No.20 （1.0mm×25ｍ） №20（11.9.26）

844 22-4358-09 ヒシチューブ No.25 （1.0mm×25ｍ） №20（11.9.26）

844 22-4358-10 ヒシチューブ No.30 （1.0mm×25ｍ） №20（11.9.26）

844 22-4358-11 ヒシチューブ No.35 （1.0mm×25ｍ） №20（11.9.26）

844 22-4358-12 ヒシチューブ No.40 （1.0mm×25ｍ） №20（11.9.26）

844 22-4358-13 ヒシチューブ No.50 （1.0mm×25ｍ） №20（11.9.26）

844 22-4358-14 ヒシチューブ No.55 （1.0mm×25ｍ） №20（11.9.26）

844 22-4358-15 ヒシチューブ No.60 （1.0mm×25ｍ） №20（11.9.26）

844 22-4358-16 ヒシチューブ No.70 （1.0mm×25ｍ） №20（11.9.26）

844 22-4358-17 ヒシチューブ No.75 （1.0mm×25ｍ） №20（11.9.26）

844 22-4358-18 ヒシチューブ No.80 （1.0mm×25ｍ） №20（11.9.26）

844 22-4358-19 ヒシチューブ No.90 （1.0mm×25ｍ） №20（11.9.26）

844 22-4358-20 ヒシチューブ No.110 （1.0mm×25ｍ） №20（11.9.26）

844 22-4358-21 ヒシチューブ No.130 （1.0mm×25ｍ） №20（11.9.26）

844 22-4358-22 ヒシチューブ No.150 （1.0mm×25ｍ） №20（11.9.26）

844 22-4360-26 合成ゴム熱収縮チューブNPEタイプ No.14-1 （5ｍ） №35（13.12.25）

844 22-4360-27 合成ゴム熱収縮チューブNPEタイプ No.14-2 （5ｍ） №35（13.12.25）

844 22-4360-28 合成ゴム熱収縮チューブNPEタイプ No.15-1 （5ｍ） №35（13.12.25）

844 22-4360-29 合成ゴム熱収縮チューブNPEタイプ No.15-2 （5ｍ） №35（13.12.25）

846 22-4335-01 排気用真空ゴム管 内径4.5×外径12mm №18（11.5.20）

846 22-4335-02 排気用真空ゴム管 内径4.5×外径15mm №18（11.5.20）

846 22-4335-03 排気用真空ゴム管 内径6×外径12mm №18（11.5.20）

846 22-4335-04 排気用真空ゴム管 内径6×外径15mm №18（11.5.20）

846 22-4335-05 排気用真空ゴム管 内径6×外径18mm №18（11.5.20）

846 22-4335-06 排気用真空ゴム管 内径6×外径21mm №18（11.5.20）

846 22-4335-07 排気用真空ゴム管 内径6×外径23mm №18（11.5.20）

¥30,200
価格改定： ¥28,500 ⇒ ¥32,300

¥21,100
価格改定： ¥22,500 ⇒ ¥25,000
価格改定： ¥18,500 ⇒

⇒

⇒

価格改定： ¥2,250 ⇒ ¥2,600

価格改定： ¥2,900 ¥3,100

価格改定： ¥1,550 ⇒ ¥1,800

価格改定： ¥1,850

価格改定：

価格改定： ¥1,550 ⇒

価格改定： ¥26,500 ⇒

廃番

¥2,150

価格改定： ¥11,550 ⇒ ¥12,500

価格改定： ¥12,600 ⇒ ¥13,700

価格改定： ¥15,900 ⇒ ¥17,100

価格改定： ¥12,200 ⇒ ¥13,100

価格改定： ¥22,600 ⇒ ¥24,500

価格改定： ¥13,250 ⇒ ¥15,000

価格改定： ¥29,400 ⇒ ¥31,800

価格改定： ¥19,650 ⇒ ¥21,300

価格改定： ¥34,600 ⇒ ¥37,300

価格改定： ¥25,800 ⇒ ¥27,900

価格改定： ¥43,800 ⇒ ¥47,400

価格改定： ¥31,500 ⇒ ¥33,900

価格改定： ¥49,500 ⇒ ¥53,500

価格改定： ¥37,400 ⇒ ¥40,400

¥1,270

価格改定： ¥61,700 ⇒

価格改定： ¥46,600 ⇒ ¥50,400

¥1,400 ⇒ ¥1,600

¥1,800

¥95,200

価格改定： ¥75,200 ⇒ ¥81,300

¥66,800

⇒

価格改定： ¥55,700 ⇒ ¥60,300

¥102,900

¥1,500価格改定：

価格改定：

⇒

846 22-4335-07 排気用真空ゴム管 内径6×外径23mm №18（11.5.20）

846 22-4335-08 排気用真空ゴム管 内径7.5×外径18mm №18（11.5.20）

⇒

価格改定： ¥1,750 ⇒ ¥2,000

価格改定： ¥2,900 ¥3,100
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頁 製品コード 品 名 ・ 型 番 №（発行日）
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846 22-4335-09 排気用真空ゴム管 内径7.5×外径21mm №18（11.5.20）

846 22-4335-10 排気用真空ゴム管 内径9×外径18mm №18（11.5.20）

846 22-4335-11 排気用真空ゴム管 内径9×外径21mm №18（11.5.20）

846 22-4335-12 排気用真空ゴム管 内径9×外径24mm №18（11.5.20）

846 22-4335-14 排気用真空ゴム管 内径12×外径24mm №18（11.5.20）

846 22-4335-15 排気用真空ゴム管 内径12×外径30mm №18（11.5.20）

846 22-4335-16 排気用真空ゴム管 内径15×外径36mm №18（11.5.20）

846 22-4335-17 排気用真空ゴム管 内径15×外径41mm №18（11.5.20）

846 22-4335-18 排気用真空ゴム管 内径18×外径42mm №18（11.5.20）

846 22-4335-19 排気用真空ゴム管 内径18×外径50mm №18（11.5.20）

846 22-4335-20 排気用真空ゴム管 内径25×外径50mm №18（11.5.20）

846 22-4335-21 排気用真空ゴム管 内径25×外径60mm №18（11.5.20）

846 22-4335-22 排気用真空ゴム管 内径32×外径60mm №18（11.5.20）

846 22-4335-40 クラウン真空ホース 内径φ4.5×外径φ15mm №18（11.5.20）

846 22-4335-41 クラウン真空ホース 内径φ6×外径φ12mm №18（11.5.20）

846 22-4335-42 クラウン真空ホース 内径φ6×外径φ15mm №18（11.5.20）

846 22-4335-43 クラウン真空ホース 内径φ6×外径φ18mm №18（11.5.20）

846 22-4335-44 クラウン真空ホース 内径φ7.5×外径φ21mm №18（11.5.20）

846 22-4335-45 クラウン真空ホース 内径φ9×外径φ24mm №18（11.5.20）

846 22-4335-46 クラウン真空ホース 内径φ12×外径φ30mm №18（11.5.20）

846 22-4335-47 クラウン真空ホース 内径φ15×外径φ36mm №18（11.5.20）

846 22-4335-48 クラウン真空ホース 内径φ18×外径φ42mm №18（11.5.20）

846 22-4335-49 クラウン真空ホース 内径φ25×外径φ50mm №18（11.5.20）

847 22-4335-80～89 真空ホースアラメックス №4（09.4.20）

848 22-4354-01～03 タイロンフレキホース №40（14.6.25）

848 22-4354-04～11 タイロンフレキホース №40（14.6.25）

848 22-4354-04 タイロンフレキホース アイボリー 55×61mm （4ｍ） №40（14.6.25）

848 22-4354-05 タイロンフレキホース アイボリー 65×71mm （4ｍ） №40（14.6.25）

⇒ ¥12,500

⇒価格改定：

価格改定：

¥14,600 ¥14,900

¥10,800

¥11,900

⇒

¥7,400 ⇒

価格改定： ¥3,750

価格改定：

2011/5/1 より価格改定： ￥700 ⇒ ￥810

価格改定：

2011/5/1 より価格改定： ￥500 ⇒ ￥580

2011/5/1 より価格改定： ￥650 ⇒ ￥690

2011/5/1 より価格改定： ￥860 ⇒ ￥1,040

2011/5/1 より価格改定： ￥3,050 ⇒ ￥3,220

2011/5/1 より価格改定： ￥2,250 ⇒ ￥2,300

2011/5/1 より価格改定： ￥1,350 ⇒ ￥1,380

品名訂正： アラメック
®
真空ホース

2011/5/1 より価格改定： ￥1,450 ⇒ ￥1,500

2011/5/1 より価格改定： ￥4,100 ⇒ ￥4,140

2011/5/1 より価格改定： ￥5,300 ⇒ ￥5,800

¥5,100

価格改定： ¥8,800 ⇒ ¥9,800

¥10,500 ⇒

¥8,000

⇒

価格改定： ¥6,300 ⇒ ¥7,000

⇒ ¥4,300

価格改定：

⇒

¥5,900

価格改定： ¥2,550 ⇒ ¥3,000

価格改定： ¥2,600

⇒

¥2,800

価格改定： ¥2,000 ⇒ ¥2,200

価格改定： ¥2,200 ¥2,500

価格改定： ¥2,250 ¥2,600

価格改定：

⇒ ¥7,800

取扱中止
長さ変更： 5ｍ ⇒ 4ｍ
価格改定： ¥8,000

¥10,100 ⇒ ¥9,300
¥10,100 ⇒ ¥9,700848 22-4354-06 タイロンフレキホース アイボリー 75×81mm （4ｍ） №40（14.6.25）

848 22-4354-07,08 タイロンフレキホース №40（14.6.25）

848 22-4354-09 タイロンフレキホース アイボリー 100×106mm （4ｍ） №40（14.6.25）

848 22-4354-10 タイロンフレキホース アイボリー 125×131mm （4ｍ） №40（14.6.25）

848 22-4354-11 タイロンフレキホース アイボリー 150×156mm （4ｍ） №40（14.6.25）

848 22-4354-20～28 アルミフレックス №30（13.3.25）

849 22-4352-01 ダクトホースN型 φ16 №22（12.2.24）

849 22-4352-02 ダクトホースN型 φ19 №22（12.2.24）

849 22-4352-03 ダクトホースN型 φ25 №22（12.2.24）

849 22-4352-04 ダクトホースN型 φ32 №22（12.2.24）

849 22-4352-06 ダクトホースN型 φ45 №22（12.2.24）

849 22-4352-07 ダクトホースN型 φ50 №22（12.2.24）

849 22-4352-08 ダクトホースN型 φ65 №22（12.2.24）

849 22-4352-09 ダクトホースN型 φ75 №22（12.2.24）

849 22-4352-10 ダクトホースN型 φ90 №22（12.2.24）

849 22-4352-11 ダクトホースN型 φ100 №22（12.2.24）

849 22-4352-12 ダクトホースN型 φ125 №22（12.2.24）

849 22-4352-13 ダクトホースN型 φ150 №22（12.2.24）

849 22-4352-14 ダクトホースN型 φ200 №22（12.2.24）

849 22-4352-15 ダクトホースN型 φ250 №22（12.2.24）

849 22-4352-16 ダクトホースN型 φ300 №22（12.2.24）

849 22-4353-01 ダクトホースN型φ16カフス №22（12.2.24）

849 22-4353-02 ダクトホースN型φ19カフス №22（12.2.24）

849 22-4353-03 ダクトホースN型φ25カフス №22（12.2.24）

849 22-4353-04 ダクトホースN型φ32カフス №22（12.2.24）

849 22-4353-05 ダクトホースN型φ38カフス №22（12.2.24）

849 22-4353-08 ダクトホースN型φ65カフス №22（12.2.24）

849 22-4353-10 ダクトホースN型φ90カフス №22（12.2.24）

849 22-4353-11 ダクトホースN型φ100カフス №22（12.2.24）

849 22-4353-12 ダクトホースN型φ125カフス №22（12.2.24）

849 22-4353-14 ダクトホースN型φ200カフス №22（12.2.24）

価格改定： ¥1,000 ⇒ ¥800

価格改定：

¥3,900¥3,600 ⇒価格改定：

価格改定： ¥1,400 ⇒ ¥1,500

¥1,200 ⇒ ¥1,100

価格改定： ¥300 ⇒ ¥270

価格改定： ¥600 ⇒ ¥550

価格改定： ¥220 ⇒ ¥200
価格改定： ¥240 ⇒ ¥220

価格改定： ¥180 ⇒ ¥140

価格改定： ¥200 ⇒ ¥170

価格改定： ¥12,000 ⇒ ¥9,900

価格改定： ¥15,000 ⇒ ¥14,200

価格改定： ¥7,000 ⇒ ¥5,000

価格改定： ¥9,100 ⇒ ¥7,700

価格改定： ¥3,400 ⇒ ¥2,900

価格改定： ¥4,700 ⇒ ¥4,100

価格改定： ¥2,700 ⇒ ¥2,500

価格改定： ¥3,000 ⇒ ¥2,800

価格改定： ¥1,900 ⇒ ¥1,600

価格改定： ¥2,400 ⇒ ¥2,100

価格改定： ¥1,200 ⇒ ¥1,100
価格改定： ¥1,800 ⇒ ¥1,500

価格改定： ¥1,200 ⇒ ¥1,000

価格改定： ¥1,200

⇒ ¥900

¥950⇒

価格改定： ¥1,100

長さ（ｍ/巻）変更： 4（m/巻） ⇒ 3（m/巻）

価格改定：

価格改定： ¥10,100 ⇒ ¥9,700
廃番
価格改定： ¥15,000 ⇒ ¥12,500

⇒ ¥18,500
¥19,800 ⇒ ¥15,200

価格改定： ¥24,700

849 22-4353-14 ダクトホースN型φ200カフス №22（12.2.24）

849 22-4353-15 ダクトホースN型φ250カフス №22（12.2.24）

849 22-4353-16 ダクトホースN型φ300カフス №22（12.2.24）

¥3,900¥3,600 ⇒

¥6,000価格改定： ⇒ ¥6,400

価格改定：

¥7,100価格改定： ¥7,000 ⇒
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頁 製品コード 品 名 ・ 型 番 №（発行日）

■テラオカ総合カタログ№1000 改正表№1-No.41

変 更 箇 所
850 22-4450-20～22 スウィングジョー式チューブクランプ №40（14.6.25）

850 22-4450-25,26 スプリング式チューブクランプ №22（12.2.24）

850 22-4450-27 ワニ口式チューブクランプ BA18218 №33（13.8.26）

850 22-4450-28 スクリュー式チューブクランプ（小） BA18225 №33（13.8.26）

850 22-4450-31 ラチェット式チューブクランプ BA18228 №33（13.8.26）

850 22-4450-32 ラチェット式チューブクランプBA18229 №2（09.3.20）

850 22-4450-32 ラチェット式チューブクランプ BA18229 №33（13.8.26）

851 22-4451-10 ホフマンピンチコッククランプ H小 №20（11.9.26）

851 22-4451-11 ホフマンピンチコッククランプ H中 №20（11.9.26）

851 22-4451-12 ホフマンピンチコッククランプ H大 №20（11.9.26）

851 22-4451-14 ホフマンピンチコッククランプ H45 №20（11.9.26）

851 22-4451-15 ホフマンピンチコッククランプ H50 №20（11.9.26）

851 22-4451-16 ホフマンピンチコッククランプ H60 №20（11.9.26）

852 22-4472-01～04 キカイバンド №18（11.5.20）

852 22-4472-01 キカイバンド/豆小 №7（09.9.1）

852 22-4472-02 キカイバンド/豆大 №7（09.9.1）

852 22-4472-03 キカイバンド/小小 №7（09.9.1）

852 22-4472-04 キカイバンド/小 №7（09.9.1）

852 22-4473-01 ガスバンド No.10 №14（10.8.20）

852 22-4473-02 ガスバンド No.13 №14（10.8.20）

853 22-4470-40 スナッパーホースクリップ / SNP-1 №17（11.3.25）

853 22-4470-41 スナッパーホースクリップ / SNP-2 №17（11.3.25）

853 22-4470-42 スナッパーホースクリップ / SNP-6 №17（11.3.25）

853 22-4470-43 スナッパーホースクリップ / SNP-8 №17（11.3.25）

853 22-4470-44 スナッパーホースクリップ / SNP-10 №17（11.3.25）

853 22-4470-45 スナッパーホースクリップ / SNP-14 №17（11.3.25）

853 22-4470-46 スナッパーホースクリップ / SNP-18 №17（11.3.25）

853 22-4470-50 スナッパーホースクリップ専用工具 №25（12.7.25）

853 22-4470-50 スナッパーホースクリップ専用工具

2013/10/1 より価格改定： ￥2,600 ⇒ ￥2,900

2013/10/1 より価格改定： ￥2,600 ⇒ ￥2,900
2013/10/1 より価格改定： ￥4,900 ⇒ ￥5,900
2013/10/1 より価格改定： ￥1,500 ⇒ ￥1,700

在庫限りで廃番

¥440

価格改定： ¥600 ⇒

¥700

価格改定：

写真変更（外観違います）お問合わせ下さい。

⇒ ¥790

¥480価格改定： ¥520

⇒ ¥640

¥640

価格改定：

¥480

⇒ ¥560

価格改定：

価格改定：

価格改定：

価格改定：

価格改定： ¥600

¥140

価格改定： ¥120

⇒

¥340

⇒ ¥510

⇒

⇒¥300

¥400 ¥460

⇒ ¥560

外観変更

¥500

価格改定： ¥160 ⇒ ¥180

⇒ ¥160

¥180

価格改定：

¥130

¥200

入数訂正： 12個入 ⇒ ６個入

⇒

2013/4/1 より価格改定： ￥7,200 ⇒ ￥8,000

寸法変更： 50×38×39 ⇒ 50×36×41

寸法変更： 30×19×14 ⇒ 30×19×21

寸法変更： 60×46×42 ⇒ 60×46×45

寸法変更： 34×24×17 ⇒ 33×21×23

寸法変更： 45×34×31 ⇒ 45×32×34

寸法変更： 36×27×20 ⇒ 36×25×24

⇒

価格改定：

外観変更 ※詳細はお問合わせ下さい

853 22-4470-50 スナッパーホースクリップ専用工具 №30（13.3.25）

853 22-4470-70 クランプ / 6.5-505D （100個入） №16（11.2.15）

853 22-4470-71 クランプ / 7.0-505D （100個入） №16（11.2.15）

853 22-4470-72 クランプ / 8.0-505D （100個入） №16（11.2.15）

853 22-4470-80 カシメ専用工具 ｽﾀﾝﾀﾞｰﾄﾞﾋﾟﾝｻｰ / No.228701 №9（10.2.2）

853 22-4470-81 カシメ専用工具 ｻｲﾄﾞｼﾞｮｰﾋﾟﾝｻｰ / No.228702 №9（10.2.2）

854 22-4402-90 プラスチックチューブカッター BA21010 №33（13.8.26）

854 22-4402-91 ミニチューブカッター / No.034101 №9（10.2.2）

855 22-4402-12 チューブカッター KR-2-25 №27（12.11.26）

855 22-4402-13 チューブカッター KR-25用替刃5枚 / KR-2-25K №27（12.11.26）

857 24-1506-02～33 秤量管（ガラス） №5（09.5.26）

857 24-1506-02～33 秤量管（ガラス製） №22（12.2.24）

857 24-1506-02 秤量管 φ25×H25 №14（10.8.20）

857 24-1506-03 秤量管 φ25×H30 №14（10.8.20）

857 24-1506-04 秤量管（ガラス製） 外径30×高さ20mm №25（12.7.25）

857 24-1506-05 秤量管（ガラス製） 外径35×高さ30mm №32（13.6.25）

857 24-1506-06 秤量管（ガラス製） 外径35×高さ35mm №32（13.6.25）

857 24-1506-07 秤量管（ガラス製） 外径35×高さ50mm №32（13.6.25）

857 24-1506-08 秤量管（ガラス製） 外径50×高さ20mm №25（12.7.25）

857 24-1506-10 秤量管 φ18×H30 №14（10.8.20）

857 24-1506-11 秤量管（ガラス製） 外径20×高さ20mm №25（12.7.25）

857 24-1506-12 秤量管 φ20×H30 №14（10.8.20）

857 24-1506-14 秤量管 φ30×H30 №14（10.8.20）

857 24-1506-15 秤量管 φ30×H40 №14（10.8.20）

857 24-1506-16 秤量管 φ30×H50 №14（10.8.20）

857 24-1506-17 秤量管 φ30×H60 №14（10.8.20）

857 24-1506-18 秤量管（ガラス製） 外径40×高さ20mm №25（12.7.25）

857 24-1506-19 秤量管 φ40×H30 №14（10.8.20）

857 24-1506-20 秤量管 φ40×H40 №14（10.8.20）

857 24-1506-21 秤量管 φ40×H50 №14（10.8.20）

857 24-1506-22 秤量管 φ40×H60 №14（10.8.20）

型番変更： KR-2-25 ⇒ KR-25
型番変更： KR-2-25K ⇒ KR-25K

外径訂正： 35 ⇒ 36
外径訂正： 35 ⇒ 36

⇒

¥900価格改定： ¥800 ⇒

価格改定： ¥1,300

価格改定： ¥1,500

外径訂正： 35 ⇒ 36

価格改定： ¥900 ¥1,200

⇒ ¥1,300価格改定： ¥850

本体印字部（文字色）が黒色から白色に変更

¥800

価格改定： ¥900 ⇒ ¥1,050

価格改定： ¥900 ⇒ ¥1,050

価格改定： ¥900

価格改定： ¥900

¥800 ⇒ ¥850

価格改定： ¥800 ⇒ ¥850

¥800 ⇒ ¥900

価格改定： ¥800 ⇒ ¥850

価格改定：

価格改定： ⇒ ¥850

価格改定： ¥900

⇒

価格改定：

⇒

価格改定：

価格改定：

⇒ ¥1,000

⇒

⇒ ¥18,400

¥10,800

⇒ ¥10,300

¥1,000

¥7,900

¥800

カラー変更：外観 ブルー ⇒ ブラック

表記訂正： ⇒

⇒ ¥1,860

¥1,400

2013/10/1 より価格改定： ￥2,850 ⇒ ￥3,500

¥6,650 ⇒価格改定：

¥800

価格改定：

⇒

⇒

¥8,900

¥18,400

価格改定：

価格改定： ¥8,900

2013/4/1 より価格改定： ￥7,200 ⇒ ￥8,000

¥900

¥8,000

¥8,900 ⇒

03005 03505

857 24-1506-22 秤量管 φ40×H60 №14（10.8.20）

857 24-1506-29 秤量管 φ60×H40 №14（10.8.20）

857 24-1506-30 秤量管 φ60×H50 №14（10.8.20）価格改定： ¥2,000 ⇒ ¥2,100

価格改定： ¥2,000 ⇒ ¥2,100

価格改定： ¥900 ⇒ ¥1,050
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頁 製品コード 品 名 ・ 型 番 №（発行日）

■テラオカ総合カタログ№1000 改正表№1-No.41

変 更 箇 所

857 24-1506-31 秤量管 φ60×H60 №14（10.8.20）

857 24-1506-32 秤量管 φ60×H75 №14（10.8.20）

857 24-1507-02～65 標本瓶（ガラス瓶） №40（14.6.25）

857 24-1507-80～89 標本びん（PVC製） №37（14.2.25）

858 24-0699-20 スチロール製丸型水槽R-1型用フタ №11（10.4.15）

858 24-0699-21 スチロール製丸型水槽R-2型用フタ №11（10.4.15）

858 24-0699-25～27 コンパクトアクアリュウム マリリンⅡ №37（14.2.25）

858 24-0699-30 アクリル製水槽 90L / AS-90 №38（14.3.25）

858 24-0699-31 アクリル製水槽 120L / AS-120 №38（14.3.25）

858 24-0699-32 アクリル製水槽 180L / AS-180 №38（14.3.25）

858 24-0699-33 アクリル製水槽 240L / AS-240 №38（14.3.25）

858 24-0699-34 アクリル製水槽 320L / AS-320 №38（14.3.25）

858 24-0699-35 アクリル製水槽 430L / AS-430 №38（14.3.25）

858 24-0699-36 アクリル製水槽 540L / AS-540 №38（14.3.25）

858 24-0699-37 アクリル製水槽 645L / AS-645 №38（14.3.25）

858 24-0699-38 アクリル製水槽 970L / AS-970 №38（14.3.25）

858 24-1590-01～12 ガラス製容器（水槽） №28（12.12.25）

859 20-4240-14
ソフトカップ/S1-1000T 960mℓ
上径116×底径92×高さ132ｍｍ
内外面PEコート 100個入\7,500

№1（09.2.9）

861 12-3484-01 ポリエチレン袋 0.1mm厚 75×130mm （1000枚） №39（14.4.25）

861 12-3484-02 ポリエチレン袋 0.1mm厚 90×170mm （1000枚） №39（14.4.25）

861 12-3484-03 ポリエチレン袋 0.1mm厚 100×200mm （1000枚） №39（14.4.25）

861 12-3484-04 ポリエチレン袋 0.1mm厚 125×200mm （1000枚） №39（14.4.25）

861 12-3484-05 ポリエチレン袋 0.1mm厚 150×250mm （1000枚） №39（14.4.25）

861 12-3484-06 ポリエチレン袋 0.1mm厚 150×300mm （1000枚） №39（14.4.25）

861 12-3484-07 ポリエチレン袋 0.1mm厚 165×280mm （500枚） №39（14.4.25）

861 12-3484-08 ポリエチレン袋 0.1mm厚 180×300mm （500枚） №39（14.4.25）

861 12-3484-09 ポリエチレン袋 0.1mm厚 205×300mm （500枚） №39（14.4.25）

価格改定： ¥396,000 ⇒ ¥431,000

価格改定： ¥236,000 ⇒ ¥205,000
価格改定： ¥262,000 ⇒ ¥381,000

価格改定： ¥121,000 ⇒ ¥121,500
価格改定： ¥193,000 ⇒ ¥175,000

¥33,800
価格改定： ¥47,000 ⇒
価格改定： ¥76,000 ⇒ ¥73,000

価格改定： ¥31,200
取扱中止

¥45,000

取扱中止

価格改定： ¥36,000 ⇒
⇒ ¥28,000

左記価格表に新規追加商品

¥2,000価格改定： ⇒

価格改定： ¥2,000 ⇒ ¥2,100

¥950

¥2,100

⇒ ¥1,000

¥4,200

価格改定：

価格改定： ¥5,100

¥700 ⇒価格改定：

¥800

納期確認マーク追加

価格改定：

価格改定： ¥4,000 ⇒
¥2,700 ⇒ ¥2,900

⇒ ¥5,300
価格改定： ¥5,700 ⇒ ¥6,000
価格改定： ¥8,400 ⇒ ¥8,700
価格改定： ¥10,000 ⇒ ¥10,300
価格改定： ¥5,100 ⇒ ¥5,300
価格改定： ¥5,900 ⇒ ¥6,100
価格改定： ¥6,700 ⇒ ¥7,000

¥8,200 ⇒ ¥8,400

廃番

861 12-3484-10 ポリエチレン袋 0.1mm厚 215×350mm （500枚） №39（14.4.25）

861 12-3484-11 ポリエチレン袋 0.1mm厚 230×350mm （500枚） №39（14.4.25）

861 12-3484-12 ポリエチレン袋 0.1mm厚 255×400mm （500枚） №39（14.4.25）

861 12-3484-13 ポリエチレン袋 0.1mm厚 280×410mm （500枚） №39（14.4.25）

861 12-3484-14 ポリエチレン袋 0.1mm厚 300×460mm （500枚） №39（14.4.25）

861 12-3484-15 ポリエチレン袋 0.1mm厚 320×450mm （500枚） №39（14.4.25）

861 12-3484-16 ポリエチレン袋 0.1mm厚 380×500mm （200枚） №39（14.4.25）

861 12-3484-17 ポリエチレン袋 0.1mm厚 470×670mm （200枚） №39（14.4.25）

861 12-3484-18 ポリエチレン袋 0.1mm厚 550×900mm （100枚） №39（14.4.25）

861 12-3484-19 ポリエチレン袋 0.1mm厚 760×950mm （100枚） №39（14.4.25）

861 12-3484-30 ポリエチレン袋 0.03mm厚 75×100mm （4000枚） №39（14.4.25）

861 12-3484-31 ポリエチレン袋 0.03mm厚 90×150mm （2000枚） №39（14.4.25）

861 12-3484-32 ポリエチレン袋 0.03mm厚 90×200mm （1000枚） №39（14.4.25）

861 12-3484-33 ポリエチレン袋 0.03mm厚 100×170mm （2000枚） №39（14.4.25）

861 12-3484-34 ポリエチレン袋 0.03mm厚 100×200mm （1000枚） №39（14.4.25）

861 12-3484-35 ポリエチレン袋 0.03mm厚 100×250mm （1000枚） №39（14.4.25）

861 12-3484-36 ポリエチレン袋 0.03mm厚 115×200mm （1000枚） №39（14.4.25）

861 12-3484-37 ポリエチレン袋 0.03mm厚 130×200mm （1000枚） №39（14.4.25）

861 12-3484-38 ポリエチレン袋 0.03mm厚 130×250mm （1000枚） №39（14.4.25）

861 12-3484-39 ポリエチレン袋 0.03mm厚 140×200mm （1000枚） №39（14.4.25）

861 12-3484-40 ポリエチレン袋 0.03mm厚 150×300mm （1000枚） №39（14.4.25）

861 12-3484-41 ポリエチレン袋 0.03mm厚 165×280mm （1000枚） №39（14.4.25）

861 12-3484-42 ポリエチレン袋 0.03mm厚 180×260mm （1000枚） №39（14.4.25）

861 12-3484-43 ポリエチレン袋 0.03mm厚 190×310mm （1000枚） №39（14.4.25）

861 12-3484-44 ポリエチレン袋 0.03mm厚 200×325mm （1000枚） №39（14.4.25）

861 12-3484-45 ポリエチレン袋 0.03mm厚 230×350mm （1000枚） №39（14.4.25）

861 12-3484-46 ポリエチレン袋 0.03mm厚 260×370mm （1000枚） №39（14.4.25）

861 12-3484-47 ポリエチレン袋 0.03mm厚 260×400mm （1000枚） №39（14.4.25）

861 12-3484-48 ポリエチレン袋 0.03mm厚 280×390mm （1000枚） №39（14.4.25）

861 12-3484-49 ポリエチレン袋 0.03mm厚 300×450mm （500枚） №39（14.4.25）

861 12-3484-50 ポリエチレン袋 0.03mm厚 330×380mm （500枚） №39（14.4.25）

861 12-3484-51 ポリエチレン袋 0.03mm厚 355×450mm （500枚） №39（14.4.25）

価格改定： ¥8,200 ⇒ ¥8,400
価格改定： ¥8,800 ⇒ ¥9,200
価格改定： ¥11,200 ⇒ ¥11,600
価格改定： ¥12,500 ⇒ ¥13,000
価格改定： ¥14,900 ⇒ ¥15,400
価格改定： ¥15,600 ⇒ ¥16,100
価格改定： ¥8,300 ⇒ ¥8,600
価格改定： ¥13,600 ⇒ ¥14,000
価格改定： ¥10,900 ⇒ ¥11,300
価格改定： ¥15,400 ⇒ ¥15,900
価格改定： ¥3,400 ⇒ ¥3,600
価格改定： ¥2,500 ⇒ ¥2,700
価格改定： ¥1,600 ⇒ ¥1,700
価格改定： ¥3,000 ⇒ ¥3,100
価格改定： ¥1,700 ⇒ ¥1,800
価格改定： ¥2,000 ⇒ ¥2,200
価格改定： ¥1,800 ⇒ ¥1,900
価格改定： ¥2,000 ⇒ ¥2,100
価格改定： ¥2,400 ⇒ ¥2,500
価格改定： ¥2,200 ⇒ ¥2,300
価格改定： ¥3,200 ⇒ ¥3,400
価格改定： ¥3,300 ⇒ ¥3,500
価格改定： ¥3,400 ⇒ ¥3,600
価格改定： ¥4,200 ⇒ ¥4,300
価格改定： ¥4,600 ⇒ ¥4,800
価格改定： ¥5,600 ⇒ ¥5,800
価格改定： ¥6,600 ⇒ ¥6,900
価格改定： ¥7,100 ⇒ ¥7,400
価格改定： ¥7,500 ⇒ ¥7,800
価格改定： ¥4,600 ⇒ ¥4,700
価格改定： ¥4,300 ⇒ ¥4,500
価格改定： ¥5,400 ⇒ ¥5,600861 12-3484-51 ポリエチレン袋 0.03mm厚 355×450mm （500枚） №39（14.4.25）

861 12-3484-52 ポリエチレン袋 0.03mm厚 450×670mm （500枚） №39（14.4.25）

861 12-3484-53 ポリエチレン袋 0.03mm厚 650×700mm （500枚） №39（14.4.25）

価格改定： ¥5,400 ⇒ ¥5,600
価格改定： ¥10,500 ⇒ ¥10,900
価格改定： ¥15,700 ⇒ ¥16,300
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頁 製品コード 品 名 ・ 型 番 №（発行日）

■テラオカ総合カタログ№1000 改正表№1-No.41

変 更 箇 所
861 12-3484-54 ポリエチレン袋 0.03mm厚 760×900mm （500枚） №39（14.4.25）

861 12-3484-60 ポリエチレン袋 0.05mm厚 90×170mm （2000枚） №39（14.4.25）

861 12-3484-61 ポリエチレン袋 0.05mm厚 100×150mm （2000枚） №39（14.4.25）

861 12-3484-62 ポリエチレン袋 0.05mm厚 100×200mm （1000枚） №39（14.4.25）

861 12-3484-63 ポリエチレン袋 0.05mm厚 115×200mm （1000枚） №39（14.4.25）

861 12-3484-64 ポリエチレン袋 0.05mm厚 115×250mm （1000枚） №39（14.4.25）

861 12-3484-65 ポリエチレン袋 0.05mm厚 125×200mm （1000枚） №39（14.4.25）

861 12-3484-66 ポリエチレン袋 0.05mm厚 125×250mm （1000枚） №39（14.4.25）

861 12-3484-67 ポリエチレン袋 0.05mm厚 140×250mm （1000枚） №39（14.4.25）

861 12-3484-68 ポリエチレン袋 0.05mm厚 150×200mm （1000枚） №39（14.4.25）

861 12-3484-69 ポリエチレン袋 0.05mm厚 150×250mm （1000枚） №39（14.4.25）

861 12-3484-70 ポリエチレン袋 0.05mm厚 150×310mm （1000枚） №39（14.4.25）

861 12-3484-71 ポリエチレン袋 0.05mm厚 165×280mm （1000枚） №39（14.4.25）

861 12-3484-72 ポリエチレン袋 0.05mm厚 180×320mm （1000枚） №39（14.4.25）

861 12-3484-73 ポリエチレン袋 0.05mm厚 205×310mm （1000枚） №39（14.4.25）

861 12-3484-74 ポリエチレン袋 0.05mm厚 215×330mm （500枚） №39（14.4.25）

861 12-3484-75 ポリエチレン袋 0.05mm厚 230×350mm （500枚） №39（14.4.25）

861 12-3484-76 ポリエチレン袋 0.05mm厚 255×350mm （500枚） №39（14.4.25）

861 12-3484-77 ポリエチレン袋 0.05mm厚 280×370mm （500枚） №39（14.4.25）

861 12-3484-78 ポリエチレン袋 0.05mm厚 330×450mm （500枚） №39（14.4.25）

861 12-3484-79 ポリエチレン袋 0.05mm厚 355×450mm （500枚） №39（14.4.25）

861 12-3484-80 ポリエチレン袋 0.05mm厚 380×500mm （500枚） №39（14.4.25）

861 12-3484-81 ポリエチレン袋 0.05mm厚 760×900mm （200枚） №39（14.4.25）

863 12-3480-01～11 ナイロンラミ規格袋Lタイプ №32（13.6.25）

863 12-3480-01 ナイロンラミ規格袋Lタイプ No.1 №39（14.4.25）

863 12-3480-02 ナイロンラミ規格袋Lタイプ No.2 №39（14.4.25）

863 12-3480-03 ナイロンラミ規格袋Lタイプ No.3 №39（14.4.25）

863 12-3480-04 ナイロンラミ規格袋Lタイプ No.4 №39（14.4.25）

863 12-3480-05 ナイロンラミ規格袋Lタイプ No.5 №32（13.6.25）寸法変更： 140×230 ⇒ 140×240

表記変更：ﾏｲﾅｽ40℃の冷凍から約85℃30分位・・・
⇒ -40℃の冷凍から約100℃30分位・・・

価格改定： ¥24,100 ⇒ ¥25,000
価格改定： ¥4,100 ⇒ ¥4,300
価格改定： ¥4,100 ⇒ ¥4,300
価格改定： ¥2,600 ⇒ ¥2,800
価格改定： ¥2,700 ⇒ ¥2,800
価格改定： ¥3,300 ⇒ ¥3,400
価格改定： ¥3,000 ⇒ ¥3,100
価格改定： ¥3,600 ⇒ ¥3,700
価格改定： ¥4,000 ⇒ ¥4,200
価格改定： ¥3,500 ⇒ ¥3,700
価格改定： ¥4,300 ⇒ ¥4,500
価格改定： ¥5,200 ⇒ ¥5,400
価格改定： ¥5,200 ⇒ ¥5,400
価格改定： ¥6,400 ⇒ ¥6,600
価格改定： ¥7,100 ⇒ ¥7,300
価格改定： ¥3,900 ⇒ ¥4,100
価格改定： ¥4,400 ⇒ ¥4,600
価格改定： ¥4,900 ⇒ ¥5,100
価格改定： ¥5,700 ⇒ ¥5,900
価格改定： ¥8,000 ⇒ ¥8,300
価格改定： ¥8,600 ⇒ ¥8,900
価格改定： ¥10,200 ⇒ ¥10,600
価格改定： ¥15,300 ⇒ ¥15,800

¥4,500
価格改定： ¥5,000 ⇒ ¥5,200
価格改定： ¥4,400 ⇒

価格改定： ¥4,800 ⇒ ¥4,900
価格改定： ¥5,000 ⇒ ¥5,400

863 12-3480-05 ナイロンラミ規格袋Lタイプ No.5 №32（13.6.25）

863 12-3480-05 ナイロンラミ規格袋Lタイプ No.5 №39（14.4.25）

863 12-3480-06 ナイロンラミ規格袋Lタイプ No.6 №39（14.4.25）

863 12-3480-07 ナイロンラミ規格袋Lタイプ No.7 №32（13.6.25）

863 12-3480-07 ナイロンラミ規格袋Lタイプ No.7 №39（14.4.25）

863 12-3480-08 ナイロンラミ規格袋Lタイプ No.8 №39（14.4.25）

863 12-3480-09 ナイロンラミ規格袋Lタイプ No.9 №39（14.4.25）

863 12-3480-10 ナイロンラミ規格袋Lタイプ No.10 №39（14.4.25）

863 12-3480-11 ナイロンラミ規格袋Lタイプ No.11 №39（14.4.25）

864 24-1500-10～15 ガラス製噴霧器 №29（13.2.25）

865 24-2007-03 アルミカップ No.3025V №29（13.2.25）

新規(865) 24-2007-05 アルミカップ 150ml / 3150NT （20個） №34（13.10.25）

866 24-0901-20～27 薬包紙 パラフィン紙 №22（12.2.24）

866 24-2002-01,02 アルミホイルケース №32（13.6.25）

866 24-2002-01 アルミホイルケース No.8A №32（13.6.25）

867 24-0501-40 テフロン®PFA円錐ジャー No.102301 №29（13.2.25）

867 24-0501-41 テフロン®PFAマイクロ分解容器 No.124401 №27（12.11.26）

867 24-0501-42 テフロン®PFAマイクロカップ No.102401 №25（12.7.25）

867 24-0501-43 テフロン®PFAマイクロカップ No.102402 №25（12.7.25）

867 24-0501-45 テフロン®PFAサンプルカップ 1.5ml / No.102501 №25（12.7.25）

867 24-0501-46 テフロン®PFAサンプルカップ 2ml / No.102502 №25（12.7.25）

867 24-0501-47 テフロン®PFAサンプルカップ 4ml / No.102503 №25（12.7.25）

867 24-0501-48 テフロン®PFAサンプルカップ用キャップ / No.102504 №25（12.7.25）

868 24-0501-50 テフロン®PFA耐圧ジャー 60ml / No.107801 №25（12.7.25）

868 24-0501-55 テフロン®PFAリリーフ弁付耐圧ジャー 60ml / No.107901 №25（12.7.25）

868 24-0501-56 テフロン®PFAリリーフ弁付耐圧ジャー 120ml / No.107902 №25（12.7.25）

868 24-0501-60 テフロン®PFA丸底ジャー 3ml / No.131802 №25（12.7.25）

868 24-0501-61 テフロン®PFA丸底ジャー 6ml / No.131803 №25（12.7.25）

868 24-0501-62 テフロン®PFA丸底ジャー 7ml / No.131801 №25（12.7.25）

寸法変更： 140×230 ⇒ 140×240

寸法変更： 150×270 ⇒ 150×280

表記訂正： 底径×高さ ⇒ 底径×側面長さ
寸法訂正 ⇒ （底径×側面長さ） 50×25

新商品 定価￥3,600

表記変更： ⇒

価格改定： ¥2,750 ⇒ ¥2,900

価格改定： ¥2,200 ⇒ ¥2,500
価格改定： ¥2,950 ⇒ ¥3,300

価格改定： ¥26,000 ⇒ ¥32,400
価格改定： ¥29,800 ⇒ ¥35,800

¥1,400⇒
価格改定： ¥13,000 ⇒ ¥14,400

価格改定： ¥2,400 ⇒
価格改定： ¥1,200

価格改定： ¥1,450 ⇒ ¥1,650
⇒ ¥1,450

価格改定： ¥2,750 ⇒ ¥3,100

表記訂正： ■ﾊﾟﾗﾌｨﾝ紙 ⇒ ■ﾊﾟﾗﾋﾟﾝ紙（ｸﾞﾗｼﾝ紙）
説明文訂正： ●グラシン紙に・・・優れています。
⇒ ●グラシン紙。耐水性、耐湿性があります。

規格訂正： 白パラフィン ⇒ 白パラピン

¥2,800

⇒ ¥4,100
¥1,350
¥3,500

在庫限りでテーパークリップ式に変更

価格改定：

価格改定：

在庫限りで廃番

廃番

価格改定： ¥5,800 ⇒ ¥6,200
価格改定： ¥4,900 ⇒ ¥5,100

価格改定： ¥5,300 ⇒ ¥5,550
価格改定： ¥5,200 ⇒ ¥5,700
価格改定： ¥4,000 ⇒ ¥4,200
価格改定： ¥4,800 ⇒ ¥5,200
価格改定： ¥3,700 ⇒ ¥3,900

02505 03005

868 24-0501-62 テフロン®PFA丸底ジャー 7ml / No.131801 №25（12.7.25）

868 24-0501-63 テフロン®PFA丸底ジャー 15ml / No.131804 №25（12.7.25）

868 24-0501-64 テフロン®PFA丸底ジャー 22ml / No.131805 №25（12.7.25）

価格改定： ¥2,750 ⇒ ¥2,900

¥4,000 ⇒ ¥4,900価格改定：

価格改定： ¥3,500 ⇒ ¥4,500
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頁 製品コード 品 名 ・ 型 番 №（発行日）

■テラオカ総合カタログ№1000 改正表№1-No.41

変 更 箇 所
868 24-0501-65 テフロン®PFA丸底ジャー 30ml / No.131806 №25（12.7.25）

869 20-4900-50～54 テフロン®PTFE分解容器 №21（11.11.25）

869 24-0510-01 テフロン®ボトル 1ml / CW15001 №13（10.6.15）

869 24-0510-02 テフロン®ボトル 3ml / CW15003 №22（12.2.24）

869 24-0510-03 テフロン®ボトル 5ml / CW15005 №13（10.6.15）

869 24-0510-04 テフロン®ボトル 10ml / CW15010 №13（10.6.15）

869 24-0510-05 テフロン®ボトル 25ml / CW15025 №13（10.6.15）

869 24-0510-06 テフロン®ボトル 50ml / CW15050 №13（10.6.15）

869 24-0510-07 テフロン®ボトル 100ml / CW15100 №13（10.6.15）

869 24-0510-08 テフロン®ボトル 150ml / CW15150 №13（10.6.15）

869 24-0510-09 テフロン®ボトル 250ml / CW15250 №13（10.6.15）

869 24-0510-10 テフロン®ボトル 500ml / CW15500 №13（10.6.15）

869 24-0510-11 テフロン®ボトル 1000ml / CW151L №13（10.6.15）

869 24-0510-12 テフロン®ボトル 2000ml / CW152L №13（10.6.15）

869 24-0511-10 テフロン®広口ボトル 10ml / No.015701 №9（10.2.2）

869 24-0511-11 テフロン®広口ボトル 25ml / No.015702 №9（10.2.2）

869 24-0511-12 テフロン®広口ボトル 50ml / No.015703 №9（10.2.2）

869 24-0511-14 テフロン®広口ボトル 250ml / No.15705 №37（14.2.25）

869 24-0511-15 テフロン®広口ボトル 500ml / No.15706 №37（14.2.25）

869 24-0511-16 テフロン®広口ボトル 1L / No.15707 №37（14.2.25）

870 24-1511-10～23 ステリアンプル №19（11.7.25）

870 24-1511-10 ステリアンプル 透明 2ml 10本 №29（13.2.25）

870 24-1511-11 ステリアンプル 透明 5ml 10本 №29（13.2.25）

870 24-1511-12 ステリアンプル 透明 10ml 10本 №29（13.2.25）

870 24-1511-13 ステリアンプル 透明 20ml 10本 №29（13.2.25）

870 24-1511-20 ステリアンプル 茶 2ml 10本 №29（13.2.25）

870 24-1511-21 ステリアンプル 茶 5ml 10本 №29（13.2.25）

¥45,000
価格改定： ¥68,500 ⇒ ¥78,000
価格改定： ¥42,600 ⇒
価格改定： ¥20,800 ⇒ ¥25,000

¥4,250価格改定： ⇒ ¥5,600

¥8,500

価格改定：

表記変更： ●完全・・・済み(ｵｰﾄｸﾚｰﾌﾞ121℃)です。
⇒ ●完全・・・済み(乾熱滅菌180℃)です。

廃番

2010/7/1 より価格改定： ￥6,000 ⇒ ￥4,500

2010/7/1 より価格改定： ￥4,200 ⇒ ￥3,300

2010/7/1 より価格改定： ￥5,100 ⇒ ￥4,100

2010/7/1 より価格改定： ￥2,950 ⇒ ￥2,200

⇒

価格改定： ¥8,800

2010/7/1 より価格改定： ￥24,000 ⇒ ￥18,600

¥4,200

表記訂正： [左の] 内径×全高（ｍｍ）
⇒ 外径×全高（ｍｍ）

2010/7/1 より価格改定： ￥11,000 ⇒ ￥9,900

¥7,300

⇒

¥4,500

2013/4/1 より価格改定： ￥4,500 ⇒ ￥5,000

⇒

2010/7/1 より価格改定： ￥8,800 ⇒ ￥7,000

2010/7/1 より価格改定： ￥3,300 ⇒ ￥2,400

¥6,900

2010/7/1 より価格改定： ￥37,000 ⇒ ￥29,500

2010/7/1 より価格改定： ￥8,000 ⇒ ￥6,300

2010/7/1 より価格改定： ￥16,500 ⇒ ￥12,600

価格改定：

2013/4/1 より価格改定： ￥4,500 ⇒ ￥5,000

2013/4/1 より価格改定： ￥4,600 ⇒ ￥5,100

2013/4/1 より価格改定： ￥4,600 ⇒ ￥5,100
2013/4/1 より価格改定： ￥4,700 ⇒ ￥5,200
2013/4/1 より価格改定： ￥5,100 ⇒ ￥5,600

870 24-1511-21 ステリアンプル 茶 5ml 10本 №29（13.2.25）

870 24-1511-22 ステリアンプル 茶 10ml 10本 №29（13.2.25）

870 24-1511-23 ステリアンプル 茶 20ml 10本 №29（13.2.25）

870 24-1512-10～35 ステリバイアル №19（11.7.25）

870 24-1512-10 ステリバイアル 透明 5ml 10本 №29（13.2.25）

870 24-1512-11 ステリバイアル 透明 10ml 10本 №29（13.2.25）

870 24-1512-12 ステリバイアル 透明 20ml 10本 №29（13.2.25）

870 24-1512-13 ステリバイアル 透明 30ml 10本 №29（13.2.25）

870 24-1512-14 ステリバイアル 透明 50ml 10本 №29（13.2.25）

870 24-1512-15 ステリバイアル 透明 100ml 5本 №29（13.2.25）

870 24-1512-30 ステリバイアル 茶 5ml 10本 №29（13.2.25）

870 24-1512-31 ステリバイアル 茶 10ml 10本 №29（13.2.25）

870 24-1512-32 ステリバイアル 茶 20ml 10本 №29（13.2.25）

870 24-1512-33 ステリバイアル 茶 30ml 10本 №29（13.2.25）

870 24-1512-34 ステリバイアル 茶 50ml 10本 №29（13.2.25）

870 24-1512-35 ステリバイアル 茶 100ml 5本 №29（13.2.25）

870 24-1512-40～48 シールステリバイアル №19（11.7.25）

870 24-1512-40 シールステリバイアル 2ml 10本 / SSV-2C-BFA №29（13.2.25）

870 24-1512-41 シールステリバイアル 10ml 10本 / SSV-10C-BFA №29（13.2.25）

870 24-1512-45 シールステリバイアルN 5ml 10本 / SSVN-5C-BFA №29（13.2.25）

870 24-1512-46 シールステリバイアルN 10ml 10本 / SSVN-10C-BFA №29（13.2.25）

870 24-1512-47 シールステリバイアルN 20ml 10本 / SSVN-20C-BFA №29（13.2.25）

870 24-1512-48 シールステリバイアルN 30ml 10本 / SSVN-30C-BFA №29（13.2.25）

870 24-1512-50 動物シールステリバイアル 2ml 10本 / DSSV-2C-BFA №29（13.2.25）

870 24-1512-51 動物シールステリバイアル 10ml 10本 / DSSV-10C-BFA №29（13.2.25）

871 24-1502-50～54 ボトルキーパー №29（13.2.25）

872 24-1503-10～18 広口メジュームびん（青キャップ付） №39（14.4.25）

2013/4/1 より価格改定： ￥5,100 ⇒ ￥5,600

2013/4/1 より価格改定： ￥6,400 ⇒ ￥6,900
2013/4/1 より価格改定： ￥6,600 ⇒ ￥7,100
2013/4/1 より価格改定： ￥6,900 ⇒ ￥7,400

表記削除 ⇒ ●低アルカリ瓶（5～30ml）
表記変更： ●超純水・・・(ｵｰﾄｸﾚｰﾌﾞ121℃)です。
⇒ ●純水洗浄し、滅菌済み。
(瓶：乾熱滅菌180℃、ｺﾞﾑ栓・ｷｬｯﾌﾟ：ｵｰﾄｸﾚｰﾌﾞ121℃）

2013/4/1 より価格改定： ￥4,600 ⇒ ￥5,100

2013/4/1 より価格改定： ￥5,100 ⇒ ￥5,500

2013/4/1 より価格改定： ￥8,700 ⇒ ￥9,200

2013/4/1 より価格改定： ￥9,000 ⇒ ￥9,600

説明文削除 ⇒ ●ガンマー線・・・問題ありません。
表記変更： ●純水洗浄・・・滅菌済みです。
⇒ ●純水洗浄、完全密栓、滅菌済み。
(瓶：乾熱滅菌180℃、ｺﾞﾑ栓・ｷｬｯﾌﾟ：ｵｰﾄｸﾚｰﾌﾞ121℃）

2013/4/1 より価格改定： ￥8,900 ⇒ ￥9,400
2013/4/1 より価格改定： ￥8,800 ⇒ ￥9,300

2013/4/1 より価格改定： ￥7,000 ⇒ ￥7,500
2013/4/1 より価格改定： ￥8,300 ⇒ ￥8,900
2013/4/1 より価格改定： ￥4,900 ⇒ ￥5,300

廃番
2013/4/1 より価格改定： ￥6,500 ⇒ ￥7,000

廃番

2013/4/1 より価格改定： ￥6,600 ⇒ ￥7,100
2013/4/1 より価格改定： ￥6,800 ⇒ ￥7,300
2013/4/1 より価格改定： ￥7,100 ⇒ ￥7,600

2013/4/1 より価格改定： ￥4,700 ⇒ ￥5,200

2013/4/1 より価格改定： ￥9,500 ⇒ ￥10,000
2013/4/1 より価格改定： ￥10,100 ⇒ ￥10,700
2013/4/1 より価格改定： ￥6,400 ⇒ ￥6,900

2013/4/1 より価格改定： ￥7,200 ⇒ ￥7,700
2013/4/1 より価格改定： ￥8,500 ⇒ ￥9,100

872 24-1503-10～18 広口メジュームびん（青キャップ付） №39（14.4.25）

872 24-1503-30～38 広口メジュームびん（赤キャップ付） №39（14.4.25）

872 24-1503-50～58 広口メジュームびん（茶・青キャップ付） №39（14.4.25）

廃番
廃番
廃番
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頁 製品コード 品 名 ・ 型 番 №（発行日）

■テラオカ総合カタログ№1000 改正表№1-No.41

変 更 箇 所
872 24-1503-70～78 広口メジュームびん（茶・赤キャップ付） №39（14.4.25）

873 24-1503-80～83 広口メジュームびん角型（青キャップ付） №39（14.4.25）

873 24-1504-05～29 サンボトル №23（12.4.25）

874 24-1504-53 フィルター/バブラー（3μmﾎﾟｰﾗｽﾃﾌﾛﾝ付） OM4241 №15（10.11.20）

874 24-1504-54 ﾌｨﾙﾀｰ/ﾊﾞﾌﾞﾗｰ（10μmﾎﾟｰﾗｽSUSﾌｨﾙﾀｰ付） / OM4242 №13（10.6.15）

874 24-1504-55 ｺﾈｸﾀｰ付GL45ﾎﾞﾄﾙｷｬｯﾌﾟ用ｱｸｾｻﾘｰ ﾎﾞﾄﾑﾌｨﾙﾀｰ / OM4244 №13（10.6.15）

874 24-1504-56 ｺﾈｸﾀｰ付GL45ﾎﾞﾄﾙｷｬｯﾌﾟ用ｱｸｾｻﾘｰ ﾃﾞｨｽﾎﾟﾌｨﾙﾀｰ / OM4245 №13（10.6.15）

874 24-1504-57 フィルター付チェックバルブ / OM4246 №13（10.6.15）

874 24-1504-70～87 スキャットセイフティ試薬ボトルキャップ №30（13.3.25）

875 24-0902-01～03 サンプリングＰＥＴボトル ＮＳ-200-Ｃ、-300-Ｃ、－400-Ｃ №2（09.3.20）

875 24-1502-40 硝子細口ねじ口瓶 茶100mℓ（60本入） №7（09.9.1）

876 24-0202-30～34 プラ缶 青キャップ №33（13.8.26）

878 24-0111-02 ハイパック No.120本体 / BHP-120P №32（13.6.25）

878 99-1650-30～32 ハイパック №19（11.7.25）

878 99-1650-32 ハイパック No.120セット №32（13.6.25）

878 99-1650-33 ハイスタックNo.3500セット №19（11.7.25）

879 24-0603-10～25 ボクセル №7（09.9.1）

879 24-0603-10 ボクセル No.23 №11（10.4.15）

879 24-0603-11 ボクセル No.32 №11（10.4.15）

879 24-0603-12 ボクセル No.33 №11（10.4.15）

879 24-0603-12 ボクセル No.33 №18（11.5.20）

879 24-0603-14 ボクセル No.98 №11（10.4.15）

879 24-0603-16 ボクセル No.148 №11（10.4.15）

879 24-0603-17 ボクセル No.149 №11（10.4.15）

879 24-0603-18 ボクセル No.225 №11（10.4.15）

879 24-0603-20 ボクセル No.438 №11（10.4.15）

879 24-0603-21 ボクセル No.467 №11（10.4.15）

879 24-0603-22 ボクセル No.651 №11（10.4.15）

在庫無くなりしだい廃番
取扱中止

取扱中止

2010/7/1 より価格改定： ￥5,300 ⇒ ￥5,000

価格改定： ¥2,300 ⇒

価格改定： ¥2,300 ⇒

¥2,300価格改定：

¥2,600

¥1,500

価格改定： ¥1,950 ⇒ ¥2,250

¥1,700価格改定：

¥2,000 ⇒

2010/7/1 より価格改定： ￥6,200 ⇒ ￥5,800

取扱中止

製造中止

材質表記訂正： 本体 PE ⇒ 本体 PP

¥1,500

表記追記 ⇒ ●材質：PS

価格改定：

⇒ ¥1,900

廃番

価格改定： ¥6,800 ⇒

¥1,750

¥2,600

2010/7/1 より価格改定： ￥1,400 ⇒ ￥1,300

取扱中止

¥4,500

価格改定：

⇒

価格改定： ¥1,450 ⇒ ¥1,650

⇒ ¥1,750

価格改定： ¥2,000 ⇒ ¥2,300

価格改定：

内寸法訂正： 54×54×40 ⇒ 62×62×40

¥2,750 ⇒ ¥3,150

2010/7/1 より価格改定： ￥6,300 ⇒ ￥5,800

表記変更： ⇒

廃番
廃番

12005 02505

879 24-0603-23 ボクセル No.554 №11（10.4.15）

879 24-0603-24 ボクセル No.1180 №11（10.4.15）

879 24-0603-30～34 P-ボックス №7（09.9.1）

879 24-0691-16 スチロール角型大型ケース O-7 №18（11.5.20）

879 24-0691-20～27 大型ケース用仕切板 №30（13.3.25）

880 24-0690-42 スチロール角型ケース No.14 №9（10.2.2）

880 24-0690-43 スチロール角型ケース No.15 №9（10.2.2）

880 24-0691-40～47 耐衝撃性スチロール角型ケース №11（10.4.15）

881 24-0201-35 B型投薬瓶 本体+キャップ付 300ml №25（12.7.25）

881 24-0201-36 B型投薬瓶 本体+キャップ付 400ml №25（12.7.25）

881 24-0201-38 B型投薬瓶 本体+キャップ付 700ml №25（12.7.25）

881 24-0205-01～03 試料カップ №25（12.7.25）

881 24-0205-45～47 試料カップ №33（13.8.26）

882 24-0205-40～42 試料カップ №33（13.8.26）

883 24-0302-01～04 塩ビ広口容器Ⅱ型 №32（13.6.25）

883 24-0602-01～04 ダイヤクリーン №4（09.4.20）

885 24-0512-40 PFA広口ボトル 20ml （中栓なし） No.13905 №20（11.9.26）

885 24-0512-41 PFA広口ボトル 100ml （中栓なし） No.18108 №20（11.9.26）

885 24-0512-42 PFA広口ボトル 250ml （中栓なし） No.18109 №20（11.9.26）

885 24-0512-43 PFA広口ボトル 500ml （中栓なし） No.18110 №20（11.9.26）

885 24-0512-44 PFA広口ボトル 1000ml （中栓なし） No.18111 №20（11.9.26）

885 24-0512-45 PFA広口ボトル 100ml （中栓付） No.18112 №20（11.9.26）

885 24-0512-46 PFA広口ボトル 250ml （中栓付） No.18113 №20（11.9.26）

885 24-0512-47 PFA広口ボトル 500ml （中栓付） No.18114 №20（11.9.26）

885 24-0512-48 PFA広口ボトル 1000ml （中栓付） No.18115 №20（11.9.26）

885 24-0512-50 PFA細口ボトル 100ml （中栓なし） No.18100 №20（11.9.26）

885 24-0512-51 PFA細口ボトル 250ml （中栓なし） No.18101 №20（11.9.26）

885 24-0512-52 PFA細口ボトル 500ml （中栓なし） No.18102 №20（11.9.26）

廃番
廃番

2011/10/21 より価格改定： ￥3,400 ⇒ ￥3,800

取扱中止

価格改定：

入数訂正： 75本 ⇒ 50本
入数訂正： 95本 ⇒ 50本

入数変更： 50本 ⇒ 40本
価格改定： ￥9,700 ⇒ ￥7,760

廃番

2011/10/21 より価格改定： ￥7,600 ⇒ ￥8,600

2011/10/21 より価格改定： ￥2,900 ⇒ ￥3,200

廃番

2011/10/21 より価格改定： ￥2,200 ⇒ ￥2,450

¥2,900¥2,530 ⇒

入数訂正： 50 個 ⇒ 30 個
寸法訂正： 198×108×30 ⇒ 194×104×28

寸法変更： W207×D136×H87mm
⇒ W207×D136×H89mm（底面に半球形の脚）

材質表記追記⇒●内装：PUF（硬質ｳﾚﾀﾝﾌｫｰﾑ）
外装：PET

⇒ ¥3,700価格改定： ¥3,230

入数訂正： 30 個 ⇒ 50 個

表記訂正： 底径×高さ ⇒ 外径×高さ

2011/10/21 より価格改定： ￥8,800 ⇒ ￥9,800

2011/10/21 より価格改定： ￥4,900 ⇒ ￥5,400

2011/10/21 より価格改定： ￥2,300 ⇒ ￥2,600

2011/10/21 より価格改定： ￥3,500 ⇒ ￥3,850

2011/10/21 より価格改定： ￥4,100 ⇒ ￥4,450

2011/10/21 より価格改定： ￥6,100 ⇒ ￥6,600

2011/10/21 より価格改定： ￥1,550 ⇒ ￥1,700

2011/10/21 より価格改定： ￥950 ⇒ ￥990

廃番

885 24-0512-52 PFA細口ボトル 500ml （中栓なし） No.18102 №20（11.9.26）

885 24-0512-53 PFA細口ボトル 1000ml （中栓なし） No.18103 №20（11.9.26）

885 24-0512-55 PFA細口ボトル 100ml （中栓付） No.18104 №20（11.9.26）

2011/10/21 より価格改定： ￥3,400 ⇒ ￥3,800

2011/10/21 より価格改定： ￥7,200 ⇒ ￥7,900

2011/10/21 より価格改定： ￥1,850 ⇒ ￥2,000
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頁 製品コード 品 名 ・ 型 番 №（発行日）

■テラオカ総合カタログ№1000 改正表№1-No.41

変 更 箇 所

885 24-0512-56 PFA細口ボトル 250ml （中栓付） No.18105 №20（11.9.26）

885 24-0512-57 PFA細口ボトル 500ml （中栓付） No.18106 №20（11.9.26）

885 24-0512-58 PFA細口ボトル 1000ml （中栓付） No.18107 №20（11.9.26）

885 24-0903-01 クリアー広口ボトル 20ml / 2010 №14（10.8.20）

886 24-0137-10～12 ポリ広口活栓付瓶 №24（12.5.25）

886 24-0137-11 ポリ広口活栓付瓶 10L / JRK-100 №34（13.10.25）

887 24-0130-10 ポリ細口瓶 100ml / JS-100 №12（10.5.20）

887 24-0130-11 ポリ細口瓶 250ml / JS-250 №12（10.5.20）

887 24-0131-10～12 ポリ細口活栓付瓶 №24（12.5.25）

887 24-0131-11 ポリ細口活栓付瓶 10L / JBK-100 №34（13.10.25）

889 24-0141-10～13 ポリ広口正角瓶 №6（09.7.1）

890 24-0140-40～42 ポリ角瓶型 №3（09.3.20）

891 24-0205-50～61 タイトボックス №32（13.6.25）

891 24-0205-50 タイトボックス No.1 №32（13.6.25）

891 24-0205-51 タイトボックス No.1.5 №32（13.6.25）

891 24-0205-52 タイトボックス No.2 №32（13.6.25）

891 24-0205-53 タイトボックス No.3 浅型 №32（13.6.25）

891 24-0205-54 タイトボックス No.3 №32（13.6.25）

891 24-0205-55 タイトボックス No.4 浅型 №32（13.6.25）

891 24-0205-56 タイトボックス No.4 №32（13.6.25）

891 24-0205-57 タイトボックス No.5 №32（13.6.25）

891 24-0205-58 タイトボックス No.11 №32（13.6.25）

891 24-0205-59 タイトボックス No.11.5 №32（13.6.25）

891 24-0205-60 タイトボックス No.12 №32（13.6.25）

891 24-0205-61 タイトボックス タイトロング №32（13.6.25）

895 24-0181-50～54 PPコンバー/ポリプロピレ製 本体/かぶせ蓋/シール蓋 ⇒ №1（09.2.9）

895 24-0402-01～05 ポリカコンバー/ポリカーボネート製本体/かぶせ蓋/シール蓋 ⇒ №1（09.2.9）

896 24-0181-10 サンペール No.6 本体 №19（11.7.25）

サイズ訂正 ⇒ 138×109×102

表記削除： ●気密性に優れ・・・・・に最適です。

サイズ訂正 ⇒ 210×150×76
サイズ訂正 ⇒ 257×190×61
サイズ訂正 ⇒ 257×190×92
サイズ訂正 ⇒ 324×234×114
サイズ訂正 ⇒ 120×98×91

表記追記 ⇒ 24-0137-10～12

表記訂正： ケース入数 120個 ⇒ 380個

サイズ訂正 ⇒ 120×98×52

使用コック訂正： 25A ⇒ 20A

使用コック訂正： 25A ⇒ 20A

2011/10/21 より価格改定： ￥8,000 ⇒ ￥8,700

サイズ訂正 ⇒ 312×122×112

¥1,500

表記訂正

表記訂正

¥1,600価格改定：

サイズ訂正 ⇒ 159×122×115

廃番

表記訂正： ケース入数 80個 ⇒ 180個

表記訂正： 容量（ℓ） ⇒ 容量（ml）

品名訂正 ⇒ ポリ角型瓶

表記追記 ⇒ 24-0131-10～12

サイズ訂正 ⇒ 138×109×58
サイズ訂正 ⇒ 159×122×63
サイズ訂正 ⇒ 210×150×50

⇒

2011/10/21 より価格改定： ￥2,500 ⇒ ￥2,750

2011/10/21 より価格改定： ￥4,000 ⇒ ￥4,600

12005 02505

12005 02505

12005

12005

896 24-0181-10 サンペール No.6 本体 №19（11.7.25）

896 24-0181-11 サンペール No.12 本体 №19（11.7.25）

896 24-0181-12 サンペール No.20 本体 №19（11.7.25）

896 24-0181-20 サンペール No.6用蓋 №19（11.7.25）

896 24-0181-21 サンペール No.12用蓋 №19（11.7.25）

896 24-0181-22 サンペール No.20用蓋 №19（11.7.25）

896 24-0182-01～03 ロックペール（密閉容器） №32（13.6.25）

897 24-1809-05 小型加圧容器TPシリーズ 300ml / TP300V №11（10.4.15）

897 24-1809-06 小型加圧容器TPシリーズ 500ml / TP500V №11（10.4.15）

897 24-1809-07 小型加圧容器TPシリーズ 700ml / TP700V №11（10.4.15）

897 24-1809-91 リリーフ弁/TRV-S-107 \,8000 №1（09.2.9）

898 №4（09.4.20）

898 24-1809-10～17 ステンレス加圧容器TAシリーズ №11（10.4.15）

898 ステンレス加圧容器TAシリーズ №29（13.2.25）

898 24-1809-10 ステンレス加圧容器(タンク本体) 1.8L / TA90NVS №11（10.4.15）

898 24-1809-11 ステンレス加圧容器(タンク本体) 2.5L / TA100NVS №11（10.4.15）

898 24-1809-12 ステンレス加圧容器(タンク本体) 3.4L / TA125NVS №11（10.4.15）

898 24-1809-13 ステンレス加圧容器(タンク本体) 4.9L / TA150VS №11（10.4.15）

898 24-1809-14 ステンレス加圧容器(タンク本体) 10.1L / TA200VS №11（10.4.15）

898 24-1809-15 ステンレス加圧容器(タンク本体) 11.8L / TA201VS №11（10.4.15）

898 24-1809-16 ステンレス加圧容器(タンク本体) 23.7L / TA253VS №11（10.4.15）

898 24-1809-17 ステンレス加圧容器(タンク本体) 23.7L / TA254VS №11（10.4.15）

898 24-1809-73 TA150N用バイトンオーリング / SPR-150V №11（10.4.15）

898 24-1809-74 TA200・201用バイトンオーリング / SPR-200V №11（10.4.15）

898 24-1809-75 TA253・254用バイトンオーリング / SPR-250V №11（10.4.15）

898 24-1809-81 レギュラータセット №4（09.4.20）

898 24-1809-91 リリーフ弁 ＴＲＶ-Ｓ107 №2（09.3.20）

899 24-1809-01 ステンレス加圧容器TMLシリーズ 30L / TML-30V №11（10.4.15）

899 24-1809-02 ステンレス加圧容器TMLシリーズ 40L / TML-40V №11（10.4.15）

899 24-1809-30 ステンレス加圧容器TKシリーズ 10L / TK-10SRV №11（10.4.15）

価格改定：

価格改定：

¥1,300

廃番

¥1,000 ⇒

表記削除：(写真下の表記)※ﾀﾝｸに・・・ｵﾌﾟｼｮﾝです。

価格改定： ¥1,200 ⇒ ¥1,300

¥1,100

¥2,200 ⇒

¥1,500

価格改定： ¥2,600

¥2,350

⇒ ¥2,800

¥1,600価格改定：

¥1,200

価格改定： ¥109,700 ⇒

価格訂正： ￥11,500 ⇒ ￥11,700

表記追記 ⇒ 品名

価格訂正 ⇒ \11,700

ステンレス加圧容器ＴＡシリーズ ■オプション部品 （型番の右、空白部）

⇒ ¥55,700

価格改定：

⇒

⇒

価格改定： ¥58,700

価格改定： ¥62,700 ⇒

価格改定： ¥65,700 ⇒

¥59,700

価格改定： ¥113,900 ⇒ ¥102,900

価格改定： ¥110,900

⇒ ¥137,300

価格改定： ¥121,900

¥62,700

（■標準装備のリリーフ弁TRV-B107表記）
表記削除 ⇒ 使用限度圧力：0.9MPa

⇒ ¥195,000

価格改定： ¥206,500

⇒ ¥99,900

価格改定： ¥160,000

⇒ ¥299,100

価格改定： ¥343,500

⇒ ¥109,900

価格改定： ¥212,500

⇒ ¥3,500

価格改定： ¥2,500

⇒ ¥193,000

価格改定： ¥314,500

品名訂正 ⇒ レギュレータセット

価格改定： ¥5,000 ¥5,600

⇒ ¥329,100

価格改定： ¥3,000

価格改定： ¥54,700 ⇒ ¥48,700

価格改定： ¥95,400

¥102,400

⇒

⇒ ¥2,800

¥102,700 ⇒

899 24-1809-31 ステンレス加圧容器TKシリーズ 18L / TK-18SRV №11（10.4.15）

900 24-1809-45 ステンレス加圧容器TMシリーズ 5L / TM5SRV №11（10.4.15）

¥53,700⇒

¥41,700価格改定： ⇒

価格改定： ¥60,700

¥47,700
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頁 製品コード 品 名 ・ 型 番 №（発行日）

■テラオカ総合カタログ№1000 改正表№1-No.41

変 更 箇 所

900 24-1809-46 ステンレス加圧容器TMシリーズ 10L / TM10SRV №11（10.4.15）

900 24-1809-47 ステンレス加圧容器TMシリーズ 18L / TM18SRV №11（10.4.15）

900 24-1809-48 ステンレス加圧容器TMシリーズ 39L / TM39SRV №11（10.4.15）

903 24-1801-01～06 ステンレス細口ボトルPS型 №23（12.4.25）

903 24-1804-01 鉗子立 手なし φ25×H100 / SPT-25 №30（13.3.25）

903 24-1804-02 鉗子立 手なし φ60×H100 / SPT-60 №30（13.3.25）

903 24-1804-03 鉗子立 手なし φ75×H120 / SPT-75 №30（13.3.25）

903 24-1804-04 鉗子立 手付き φ60×H100 / SPE-60 №30（13.3.25）

903 24-1804-05 鉗子立 手付き φ75×H120 / SPE-75 №30（13.3.25）

903 24-1804-06 鉗子立 手付き φ90×H155 / SPE-90 №30（13.3.25）

903 24-1804-07 鉗子立 手付き φ100×H170 / SPE-100 №30（13.3.25）

905 24-0404-01～07 ポリカーボ角ポット №10（10.3.17）

906 24-1810-04,05 貯蔵用容器ST型 ST-18/ST-21 №30（13.3.25）

906 24-1810-15,16 貯蔵用容器ST型 / ST-565 , ST-565H №8（09.11.20）

906 24-1818-30 ステンレスポット深型(蓋付・手付) / PMD27 №11（10.4.15）

907 24-1818-17 ステンレスポット丸深（蓋付） 94L / PM94 №29（13.2.25）

907 24-1818-18 ステンレスポット丸深（蓋付） 130L / PM130 №29（13.2.25）

907 24-1818-19 ステンレスポット丸深（蓋付） 165L / PM165 №29（13.2.25）

908 24-1844-07～08 密閉容器 / CTL-555,CTL-565H №15（10.11.20）

910 24-1840-12,13 密閉容器CTH型 / CTH-565 , CTH-565H №8（09.11.20）

914 24-3061-10～12 プラスチックバット №11（10.4.15）

914 24-3061-10 プラスチックバット 小 №19（11.7.25）

914 24-3061-11 プラスチックバット 中 №19（11.7.25）

914 24-3061-12 プラスチックバット 大 №19（11.7.25）

915 24-3003-01 ステンレス浅型バット 15枚取 №10（10.3.17）

916 24-3040-01 ステンレスバット試料入 / CHO-2 №10（10.3.17）

916 24-3040-01～05 ステンレスバット試料入（仲子、フタ付） №10（10.3.17）

917 24-3050-20 アルミ大型バット/Ｇ №7（09.9.1）

価格改定： ¥1,600 ⇒ ¥1,800

価格改定： ¥1,100 ⇒

価格改定： ¥800 ⇒ ¥900

寸法訂正： W200×D300×H30 ⇒ W230×D300×H40

把手の有無： 無 ⇒ 有

¥7,100価格改定： ¥6,100 ⇒

表記訂正： 外寸法 ⇒ 内寸法
内寸法 ⇒ 外寸法

¥1,250

表記訂正： ※仲子寸法105×135×60⇒105×130×55

寸法訂正： W145×D255×H60 ⇒ W145×D225×H60

価格改定： ¥54,700 ⇒ ¥49,700

寸法訂正： φ75×H120 ⇒ φ75×H114

仕様変更：取っ手無し ⇒ 取っ手付き

仕様変更：取っ手無し ⇒ 取っ手付き

寸法訂正： φ60×H100 ⇒ φ60×H94

⇒

¥96,700

寸法訂正： 高さ 550H ⇒ 500H

¥44,700

価格訂正：

寸法訂正： φ25×H100 ⇒ φ25×H95
寸法訂正： φ60×H100 ⇒ φ60×H94

価格改定： ¥102,700 ⇒

表記変更： ⇒

価格改定： ¥50,700

カラー変更： ミントグリーン ⇒ ライトグリーン

¥70,800¥68,400 ⇒
価格訂正： ¥89,200 ⇒ ¥115,000

⇒ ¥128,000¥101,000

寸法訂正： φ75×H120 ⇒ φ75×H114
寸法訂正： φ90×H155 ⇒ φ90×H146
寸法訂正： φ100×H170 ⇒ φ100×H166

蓋の種類変更： ナミ蓋 ⇒ ストック蓋

価格訂正：

12005 13005

917 24-3050-20 アルミ大型バット/Ｇ №7（09.9.1）

917 24-3050-21 アルミ大型バット/K №7（09.9.1）

917 24-3050-22 アルミ大型バット/Q №7（09.9.1）

917 24-3050-23 アルミ大型バット/P №7（09.9.1）

917 24-3060-01～10 FRPバット №17（11.3.25）

917 24-3060-01～10 FRPバット №22（12.2.24）

917 24-3061-01 ポリバット No.1 №19（11.7.25）

917 24-3061-02 ポリバット No.2 №19（11.7.25）

917 24-3061-03 ポリバット No.3 №19（11.7.25）

918 24-3001-20 テフロンコーティング標準バット ＴＦ標準手札 №7（09.9.1）

918 24-3001-21 テフロンコーティング標準バット ＴＦ標準キャビネ №7（09.9.1）

918 24-3001-22 テフロンコーティング標準バット ＴＦ標準２１ №7（09.9.1）

918 24-3001-22 テフロン®コーティング標準バット / TF標準21 №9（10.2.2）

918 24-3001-23 テフロンコーティング標準バット ＴＦ標準１５ №7（09.9.1）

918 24-3001-24 テフロンコーティング標準バット ＴＦ標準１２ №7（09.9.1）

918 24-3001-25 テフロンコーティング標準バット ＴＦ標準１０ №7（09.9.1）

918 24-3001-26 テフロンコーティング標準バット ＴＦ標準８ №7（09.9.1）

918 24-3001-27 テフロンコーティング標準バット ＴＦ標準６ №7（09.9.1）

918 24-3001-28 テフロンコーティング標準バット ＴＦ標準４ №7（09.9.1）

918 24-3001-28 テフロン®コーティング標準バット / TF標準4 №9（10.2.2）

918 24-3001-29 テフロンコーティング標準バット ＴＦ標準３ №7（09.9.1）

918 24-3001-29 テフロン®コーティング標準バット / TF標準3 №9（10.2.2）

918 24-3001-30 テフロンコーティング標準バット ＴＦ標準２ №7（09.9.1）

918 24-3001-30 テフロン®コーティング標準バット / TF標準2 №9（10.2.2）

918 24-3003-20 テフロンコーティング浅型バット ＴＦ浅８ №7（09.9.1）

918 24-3003-21 テフロンコーティング浅型バット ＴＦ浅９ №7（09.9.1）

918 24-3003-22 テフロンコーティング浅型バット ＴＦ浅１０ №7（09.9.1）

918 24-3003-23 テフロンコーティング浅型バット ＴＦ浅１１ №7（09.9.1）

918 24-3003-24 テフロンコーティング浅型バット ＴＦ浅１２ №7（09.9.1）

918 24-3003-25 テフロンコーティング浅型バット ＴＦ浅１４ №7（09.9.1）

表記削除 ⇒ 電子レンジでも使用できます。

⇒¥1,100

価格改定： ¥1,600 ⇒

¥3,500

価格改定： ¥650 ⇒ ¥700

価格改定：

¥20,900

⇒

価格改定：

価格改定：

¥14,500

価格改定：

⇒

¥29,700

表記変更：●耐熱温度210℃、耐冷温度-30℃・・・。
⇒ ●耐熱温度80℃、耐冷温度-10℃・・・。

価格改定：

¥17,800

¥12,900

¥3,000

⇒価格改定：

¥11,000 ⇒

⇒

寸法訂正： 縦 207 ⇒ 201

価格改定： ¥8,600 ⇒ ¥9,200

価格改定： ¥5,900 ⇒ ¥6,100

価格改定： ¥7,300 ⇒ ¥7,700

価格改定： ¥3,700 ⇒ ¥4,300

価格改定： ¥4,800 ⇒ ¥5,000

¥53,400 ⇒ ¥63,500

寸法訂正： 横 630 ⇒ 635

価格改定： ¥35,900 ⇒ ¥41,500

⇒

寸法訂正： 横 585 ⇒ 580

¥12,200

¥34,200

¥7,100

価格改定： ¥4,700 ⇒

¥8,300

¥7,400

¥5,000

価格改定：

¥4,100

価格改定：

¥1,200

価格改定：

価格改定： ¥4,800

¥6,100 ⇒

価格改定： ¥2,200 ⇒ ¥2,500

¥5,600

¥6,800

¥24,600

⇒

⇒

¥10,300

価格改定： ¥3,250 ⇒ ¥3,500

¥16,000

寸法訂正： 横 590 ⇒ 580

価格改定：

¥1,750

⇒ ¥3,300

価格改定：

価格改定：

⇒

918 24-3003-25 テフロンコーティング浅型バット ＴＦ浅１４ №7（09.9.1）

918 24-3003-25 テフロン®コーティング浅型バット / TF浅14 №9（10.2.2）

918 24-3003-26 テフロンコーティング浅型バット ＴＦ浅１５ №7（09.9.1）

寸法訂正： 横 345 ⇒ 355

価格改定： ¥8,600 ⇒ ¥9,200

価格改定： ¥10,900 ⇒ ¥11,500
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918 24-3003-30 テフロンコーティング中浅型バット ＴＦ中浅１５ №7（09.9.1）

918 24-3003-31 テフロンコーティング中浅型バット ＴＦ中浅１２ №7（09.9.1）

918 24-3003-32 テフロンコーティング中浅型バット ＴＦ中浅１０ №7（09.9.1）

918 24-3003-33 テフロンコーティング中浅型バット ＴＦ中浅８ №7（09.9.1）

918 24-3003-34 テフロンコーティング中浅型バット ＴＦ中浅６ №7（09.9.1）

918 24-3003-35 テフロンコーティング中浅型バット ＴＦ中浅４ №7（09.9.1）

918 24-3003-35 テフロン®コーティング中浅バット / TF中浅4 №9（10.2.2）

918 24-3003-36 テフロンコーティング中浅型バット ＴＦ中浅３ №7（09.9.1）

918 24-3004-20 テフロンコーティング深型バット ＴＦ深０ №7（09.9.1）

918 24-3004-21 テフロンコーティング深型バット ＴＦ深１ №7（09.9.1）

918 24-3004-22 テフロンコーティング深型バット ＴＦ深２ №7（09.9.1）

918 24-3004-23 テフロンコーティング深型バット ＴＦ深３ №7（09.9.1）

918 24-3004-24 テフロンコーティング深型バット ＴＦ深４ №7（09.9.1）

918 24-3004-25 テフロンコーティング深型バット ＴＦ深５ №7（09.9.1）

918 24-3004-25 テフロン®コーティング深型バット / TF深5 №9（10.2.2）

918 24-3004-26 テフロンコーティング深型バット ＴＦ深６ №7（09.9.1）

918 24-3004-27 テフロンコーティング深型バット ＴＦ深７ №7（09.9.1）

918 24-3004-27 テフロン®コーティング深型バット / TF深7 №9（10.2.2）

918 24-3004-28 テフロンコーティング深型バット ＴＦ深８ №7（09.9.1）

918 24-3004-29 テフロンコーティング深型バット ＴＦ深９ №7（09.9.1）

918 24-3004-30 テフロンコーティング深型バット ＴＦ深１０ №7（09.9.1）

918 24-3004-31 テフロンコーティング深型バット ＴＦ深１１ №7（09.9.1）

918 24-3004-32 テフロンコーティング深型バット ＴＦ深１２ №7（09.9.1）

918 24-3004-33 テフロンコーティング深型バット ＴＦ深１３ №7（09.9.1）

918 24-3004-34 テフロンコーティング深型バット ＴＦ深１４（手付） №7（09.9.1）

919 24-4024-10 プラテナー B-4 №19（11.7.25）

919 24-4024-20 プラテナー B-8 №19（11.7.25）

919 24-4024-30 プラテナー B-5 №19（11.7.25）

¥2,200

価格改定： ¥2,130 ⇒ ¥2,350

価格改定：

¥1,750 ⇒ ¥1,950

寸法訂正： 縦367×横575 ⇒ 370×580

寸法訂正： 縦 195 ⇒ 188

寸法訂正： 縦 225 ⇒ 230

価格改定：

価格改定： ¥49,300 ⇒ ¥54,800

価格改定： ¥1,970 ⇒

¥36,000 ⇒ ¥40,700

価格改定： ¥31,000 ⇒ ¥36,300

価格改定： ¥21,000 ⇒ ¥25,100

価格改定： ¥24,400 ⇒ ¥28,500

価格改定： ¥17,900 ⇒ ¥20,200

価格改定： ¥14,800 ⇒ ¥17,000

価格改定： ¥16,200 ⇒ ¥18,600

価格改定： ¥7,800 ⇒ ¥9,300

⇒ ¥12,900価格改定： ¥10,800

価格改定： ¥8,900 ⇒ ¥10,700

価格改定： ¥12,300 ⇒ ¥14,400

価格改定： ¥5,700 ⇒ ¥6,800

価格改定： ¥6,600 ⇒ ¥8,400

価格改定： ¥29,000 ⇒ ¥36,600

価格改定： ¥3,700 ⇒ ¥4,500

価格改定： ¥16,600 ⇒ ¥20,400

価格改定： ¥23,900 ⇒ ¥29,600

価格改定： ¥10,200 ⇒ ¥12,700

価格改定： ¥12,300 ⇒ ¥14,600

価格改定： ¥7,500 ⇒ ¥9,400

価格改定： ¥9,200 ⇒ ¥11,400

919 24-4024-30 プラテナー B-5

919 24-4025-30 プラスチックコンテナー PZ-0004 №19（11.7.25）

919 24-4025-31 プラスチックコンテナー PZ-0005 №19（11.7.25）

919 24-4025-32 プラスチックコンテナー PZ-0006 №19（11.7.25）

919 24-4025-33 プラスチックコンテナー PZ-0008 №19（11.7.25）

919 24-4025-34 プラスチックコンテナー PZ-0001 №19（11.7.25）

919 24-4025-35 プラスチックコンテナー PZ-0002 №19（11.7.25）

919 24-4025-36 プラスチックコンテナー PZ-0003 №19（11.7.25）

919 24-4025-37 プラスチックコンテナー蓋 PZ-1002 №19（11.7.25）

919 24-4025-38 プラスチックコンテナー蓋 PZ-1001 №19（11.7.25）

920 24-4024-50 NFコンテナー NF-M215B №19（11.7.25）

920 24-4024-51 NFコンテナー NF-M39 №19（11.7.25）

920 24-4024-52 NFコンテナー NF-M20B №19（11.7.25）

920 24-4024-53 NFコンテナー NF-S33 №19（11.7.25）

920 24-4031-10 サンテナーA（ハンドル） A＃50 №19（11.7.25）

920 24-4031-11 サンテナーA（ハンドル） A＃80 №19（11.7.25）

920 24-4031-12 サンテナーA（ハンドル） A＃150 №19（11.7.25）

920 24-4031-20～23 サンテナーＢ №18（11.5.20）

920 24-4031-20 サンテナーB B＃40-1F №19（11.7.25）

920 24-4031-21 サンテナーB B＃50 №19（11.7.25）

920 24-4031-22 サンテナーB B＃80 №19（11.7.25）

920 24-4031-23 サンテナーB B＃150 №19（11.7.25）

921 24-4027-35 透明折りたたみコンテナー CB-51片開 №19（11.7.25）

921 24-4027-36 透明折りたたみコンテナー CB-76片開 №19（11.7.25）

921 24-4027-37 透明折りたたみコンテナー CB-51片開L №19（11.7.25）

921 24-4027-38 透明折りたたみコンテナー CB-75W片開L №19（11.7.25）

921 24-4027-45 リスボックス 40BⅡC/GY №19（11.7.25）

921 24-4027-46 リスボックス 26B LGY/GY №19（11.7.25）

921・923 24-4027-80 アングルキャリーⅡ CB-51/51L用 №19（11.7.25）

921・923 24-4027-81 アングルキャリーⅡ CB-76/75WL用 №19（11.7.25）

922 24-4024-60 RSコンテナー RS-M610 価格改定： ¥1,900 ⇒ ¥2,100

価格改定： ¥21,000 ⇒ ¥23,100

価格改定： ¥19,800 ⇒ ¥21,800

価格改定： ¥7,700 ⇒ ¥8,500

価格改定： ¥7,200 ⇒ ¥7,900

価格改定： ¥12,000 ⇒ ¥13,200

価格改定： ¥15,000 ⇒ ¥16,500

価格改定： ¥10,000 ⇒ ¥11,000

価格改定： ¥12,300 ⇒ ¥13,550

価格改定： ¥4,100 ⇒ ¥4,400

価格改定： ¥10,800 ⇒ ¥11,600

価格改定： ¥3,800 ⇒ ¥4,100

価格改定： ¥3,100 ⇒ ¥3,350

価格改定： ¥5,370 ⇒ ¥5,750

価格改定： ¥11,400 ⇒ ¥12,200

価格改定： ¥4,300 ⇒ ¥4,750

価格改定： ¥4,400 ⇒ ¥4,750

価格改定： ¥4,300 ⇒ ¥4,750

価格改定： ¥4,500 ⇒ ¥4,950

価格改定： ¥1,950 ⇒ ¥2,150

価格改定： ¥3,950 ⇒ ¥4,400

価格改定： ¥3,500 ⇒ ¥3,900

価格改定： ¥750 ⇒ ¥850

価格改定： ¥4,500 ⇒ ¥5,000

価格改定： ¥1,900 ⇒ ¥2,100

価格改定： ¥700 ⇒ ¥780

価格改定： ¥380 ⇒ ¥420

価格改定： ¥860 ⇒ ¥960

価格改定： ¥780 ⇒ ¥860

カラー再訂正： ブルー（B#40-1Fはグリーン）
⇒ ブルー

922 24-4024-60 RSコンテナー RS-M610 №19（11.7.25）

922 24-4024-61 RSコンテナー RS-M615 №19（11.7.25）

価格改定： ¥1,900 ⇒ ¥2,100

価格改定： ¥2,000 ⇒ ¥2,200
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922 24-4027-10 折りたたみコンテナー CB-S41A №19（11.7.25）

922 24-4027-11 折りたたみコンテナー CB-S51A №19（11.7.25）

922 24-4027-12 折りたたみコンテナー CB-S60W №19（11.7.25）

922 24-4027-20 メッシュ折りたたみコンテナー CB-M40W №19（11.7.25）

922 24-4027-21 メッシュ折りたたみコンテナー CB-M50W №19（11.7.25）

922 24-4027-22 メッシュ折りたたみコンテナー CB-M60W №19（11.7.25）

922 24-4027-39 大型透明折りたたみコンテナー CB-175片開L №19（11.7.25）

923 24-4010-10 サンボックス＃26A / No.202602CL №19（11.7.25）

923 24-4010-11 サンボックス＃26B / No.201900CL №19（11.7.25）

923 24-4030-10 サンクレット ＃50F №19（11.7.25）

923 24-4070-10 ばんじゅう 特大A №19（11.7.25）

923 24-4070-11 ばんじゅう 特大B №19（11.7.25）

923 24-4070-12 ばんじゅう 特大用蓋 №19（11.7.25）

923 24-4070-20 ばんじゅう 大型A №19（11.7.25）

923 24-4070-21 ばんじゅう 大型B №19（11.7.25）

923 24-4070-22 ばんじゅう 大型用蓋 №19（11.7.25）

923 24-4070-30 ばんじゅう A型 №19（11.7.25）

923 24-4070-31 ばんじゅう B型 №19（11.7.25）

923・925 24-4070-32 ばんじゅうA・B/サンボックス＃54用蓋 №19（11.7.25）

924 24-4020-10 サンバケットA（グリーン） / No.201203GR №19（11.7.25）

924 24-4020-20 サンボックス＃12-2（GLL） / No.201106GLL №19（11.7.25）

924 24-4020-30 サンボックスC（クリーム） 型番：№20095CL №2（09.3.20）

924 24-4020-30 サンボックスC（クリーム） / No.200905CL №19（11.7.25）

924 24-4020-40 サンボックス＃10（GR） / No.201001GR №19（11.7.25）

924 24-4025-10 STコンテナー ST-9A №19（11.7.25）

924 24-4025-20 ST-Mコンテナー ST-M9A №19（11.7.25）

925 24-4010-20～40 写真：ｻﾝﾎﾞｯｸｽ#54と蓋（24-4070-32）を掲載 №9（10.2.2）

925 24-4010-20 サンボックス＃24A / No.202400CL №19（11.7.25）

価格改定： ¥1,700 ⇒ ¥1,900

価格改定： ¥3,300 ⇒ ¥3,600

価格改定： ¥2,400 ⇒ ¥2,600

価格改定： ¥1,900 ⇒ ¥2,100

価格改定： ¥1,900 ⇒ ¥2,100

価格改定： ¥1,500 ⇒ ¥1,600

価格改定： ¥1,800 ⇒ ¥1,950

価格改定： ¥1,900 ⇒ ¥2,100

価格改定： ¥2,800 ⇒ ¥3,000

価格改定： ¥2,500 ⇒ ¥2,700

価格改定： ¥3,800 ⇒ ¥4,100

価格改定： ¥1,900 ⇒ ¥2,050

価格改定： ¥2,000 ⇒ ¥2,200

価格改定： ¥4,350 ⇒ ¥4,700

価格改定： ¥4,700 ⇒ ¥5,100

価格改定： ¥4,100 ⇒ ¥4,400

価格改定： ¥3,450 ⇒ ¥3,700

価格改定： ¥7,400 ⇒ ¥7,900

価格改定： ¥52,000 ⇒ ¥57,200

価格改定： ¥4,200 ⇒ ¥4,500

価格改定： ¥7,600 ⇒ ¥8,400

価格改定： ¥9,800 ⇒ ¥10,800

価格改定： ¥9,200 ⇒ ¥10,100

価格改定： ¥6,700 ⇒ ¥7,400

価格改定： ¥7,400 ⇒ ¥8,150

価格改定： ¥8,200 ⇒ ¥9,000

ｻﾝﾎﾞｯｸｽ#24と#36本体の蓋は#54とは別形状です。

型番訂正⇒№200905CL

925 24-4010-20 サンボックス＃24A / No.202400CL

925 24-4010-21 サンボックス＃24B / No.201601CL №19（11.7.25）

925 24-4010-22 サンボックス＃24用蓋 / No.701300CL №19（11.7.25）

925 24-4010-30 サンボックス＃36C / No.203205CL №19（11.7.25）

925 24-4010-31 サンボックス＃36B / No.202354CL №19（11.7.25）

925 24-4010-32 サンボックス＃36用蓋 / No.701800CL №19（11.7.25）

925 24-4010-40 サンボックス＃54 / No.205400CL №19（11.7.25）

925 24-4010-50,51 サンボックス#75（クリーム） №18（11.5.20）

925 24-4010-50 サンボックス＃75 / No.207800CL №19（11.7.25）

925 24-4010-51 サンボックス＃75用蓋 / No.703001CL №19（11.7.25）

925 24-4010-60 ジャンボックス＃100 / No.210500BL №19（11.7.25）

925 24-4010-61 ジャンボックス＃100用蓋 / No.804004BL №19（11.7.25）

925 24-4010-70 ジャンボックス＃200 / No.220800BL №19（11.7.25）

925 24-4010-71 ジャンボックス＃200用蓋 / No.806003BL №19（11.7.25）

925 24-4010-80 ジャンボックス＃400 / No.241000BL №19（11.7.25）

925 24-4010-81 ジャンボックス＃400用フタ №4（09.4.20）

925 24-4010-81 ジャンボックス＃400用蓋 / No.809001BL №19（11.7.25）

925 24-4099-03 ジャンボックス＃100用キャスター №19（11.7.25）

925 24-4099-04 ジャンボックス＃200用キャスター №19（11.7.25）

925 24-4099-05 ジャンボックス＃400用キャスター №19（11.7.25）

925 24-4070-32 ｻﾝﾎﾞｯｸｽ＃54用蓋№702300CL（ばんじゅうA型兼用） №2（09.3.20）

926 24-4001-50 プラスチックドラム PDO60L-1 №19（11.7.25）

926 24-4001-51 プラスチックドラム PDO120L-1 №19（11.7.25）

926 24-4001-52 プラスチックドラム PDO200L-1 №19（11.7.25）

926 24-4001-53 プラスチックドラム PDO200L-2 №19（11.7.25）

926 24-4001-54 プラスチックドラム PDC200L-4 №19（11.7.25）

926 24-4001-55 プラスチックドラム PDC200L-6 №19（11.7.25）

927 24-4001-10～40 M型容器 №18（11.5.20）

927 24-4003-10～38 K型角型容器 №18（11.5.20）

928 24-4005-01 KCドラム（密閉角型容器） KC-60 №18（11.5.20）

価格改定： ¥26,200 ⇒ ¥28,000

価格改定： ¥33,400 ⇒ ¥35,700

価格改定： ¥26,200 ⇒ ¥28,000

価格改定： ¥20,600 ⇒ ¥22,000

価格改定： ¥33,400 ⇒ ¥35,700

価格改定： ¥48,000 ⇒ ¥51,400

価格改定： ¥14,200 ⇒ ¥15,200

⇒

価格改定： ¥33,000 ⇒ ¥35,300

価格改定： ¥116,000 ⇒ ¥124,000

¥22,900 ⇒ ¥24,500

型番訂正： No.80901BL → No.809001BL

価格改定： ¥49,000 ⇒ ¥52,400

価格改定： ¥13,700 ⇒ ¥14,700

価格改定： ¥22,100 ⇒ ¥23,600

価格改定： ¥8,000 ⇒ ¥8,600

価格改定： ¥11,000 ⇒ ¥11,800

価格改定： ¥5,400 ⇒ ¥5,800

価格改定： ¥1,850 ⇒ ¥2,000

価格改定： ¥6,300 ⇒ ¥6,800

価格改定： ¥4,850 ⇒ ¥5,200

価格改定： ¥3,900 ⇒ ¥4,200

価格改定： ¥2,650 ⇒ ¥2,850

価格改定： ¥1,600 ⇒ ¥1,750

追記 ⇒ ※写真のロープはオプションです。
付属しておりません。

価格改定： ￥1,750 ⇒ ￥1,800

寸法変更： 蓋部分 φ95mm ⇒ φ112mm
ハンドホール 80mm ⇒ 95mm

価格改定：

写真変更 ⇒ 外側：オレンジ、内側：白

写真変更 ⇒ 外側：オレンジ、内側：白

¥15,200¥14,200

価格改定：

928 24-4005-01 KCドラム（密閉角型容器） KC-60 №18（11.5.20）

928 24-4006-10 サンバルク ＃1000 №19（11.7.25）価格改定： ¥184,600 ⇒ ¥197,500

ハンドホール 80mm ⇒ 95mm
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928 24-4006-11 サンバルク ＃1000-UN №19（11.7.25）

928 24-4006-12 サンバルク #1000TC №18（11.5.20）

928 24-4006-12 サンバルク ＃1000TC №19（11.7.25）

928 24-4006-13 サンバルク ＃1000TC-450 №19（11.7.25）

929 24-4011-10 ジャンボックス＃500 （BL） №19（11.7.25）

929 24-4011-11 ジャンボックス＃500用蓋 №19（11.7.25）

929 24-4011-20 ジャンボックス＃1000 （BL） №19（11.7.25）

929 24-4011-21 ジャンボックス＃1000用蓋 №19（11.7.25）

929 24-4011-22 ジャンボックス＃1000用落とし蓋 №19（11.7.25）

931 36-3006-30～36 壁面収納庫BZ型 №25（12.7.25）

932 36-3006-37～49 壁面収納庫BZ型 №25（12.7.25）

933 36-3007-05,06 バリアスウォールVG型 ガラス両開型 №35（13.12.25）

933 36-3007-07 バリアスウォールVG型 引出し型 VGR-207D №35（13.12.25）

933 36-3007-12 バリアスウォールVG型 ケンドン引出し型 VGB-311R №35（13.12.25）

934 36-3007-42 追加棚板 45G-DSB №23（12.4.25）

936 36-3002-16 リバーシブルデスク / HDR－1260MPW №7（09.9.1）

936 36-3002-17～19 フラットデスク №16（11.2.15）

936 36-3003-01～02 キャスターワゴン / PWS-101SL 、PES-201SL №7（09.9.1）

936 36-3003-04 キャスターワゴン / HDW-K201 NM №7（09.9.1）

937 36-1001-11 レターケース / LC-5P №10（10.3.17）

937 36-1001-14 レターケース / LC-10P №7（09.9.1）

937 36-1001-23 レターケース / A4-M9P №7（09.9.1）

937 36-1002-10 レターケース / B4-5P №7（09.9.1）

937 36-1002-12 レターケース / B4-10P №7（09.9.1）

937 36-1002-20 レターケース / B4-M10P №7（09.9.1）

938 36-3016-01～08 ポイントメモ™ №34（13.10.25）

938 36-3016-10～13 メモックロールテープ №34（13.10.25）

938 36-3016-20～28 メモグラフ №26（12.9.25）

939 36-2001-90～93 ＰＣスタンドＰＣＳ-2000シリーズ №4（09.4.20）

廃番
廃番
廃番

取扱中止
取扱中止

価格改定：

⇒ ¥116,600

廃番
廃番

¥18,000 ⇒ ¥19,300

⇒ ¥226,000¥211,200

価格改定：

価格改定： ¥200,400

価格改定：

⇒ ¥183,500

価格改定： ¥45,000 ⇒ ¥48,000

価格改定： ¥23,800 ⇒ ¥25,500

価格改定： ¥109,000

価格改定： ¥171,400

⇒ ¥214,500

¥184,600 ⇒ ¥197,500

¥40,000

¥22,000

⇒価格改定： ¥38,500

価格改定： ¥21,000 ⇒

¥13,500

¥33,000⇒

価格改定： ¥14,700 ⇒

価格改定： ¥13,000 ⇒

価格改定： ¥32,000

廃番

廃番

UN表示無しタイプです

¥7,600 ⇒ ¥7,700

¥12,500 ¥13,000

価格改定：

メーカー在庫無くなり次第廃番

廃番

¥15,500

取扱中止

表記削除 ⇒ ●アジャスター付

価格改定： ⇒

939 36-2001-90～93 ＰＣスタンドＰＣＳ-2000シリーズ №4（09.4.20）

939 36-2001-95～98 ＰＣスタンドＦＳタイプ №4（09.4.20）

940 36-2001-81 ノートステーション / NPC-5 №16（11.2.15）

941 36-3001-10 ビジネスチェアー No289S ブルー №12（10.5.20）

941 36-3001-11 ビジネスチェアー No289S グレー №12（10.5.20）

941 36-3001-12 ビジネスチェアー No289S ブラック №12（10.5.20）

941 36-3001-13,14 ビジネスチェアー No.287F №34（13.10.25）

941 36-3001-15 ビジネスチェアー No.287F グリーン №26（12.9.25）

941 36-3001-16,17 ビジネスチェアー No.286F №34（13.10.25）

941 36-3001-18 ビジネスチェアー No.286F グリーン №26（12.9.25）

942 36-3001-63 OAチェアー CNE-201/N №7（09.9.1）

942 36-3001-64 OAチェアー CNE-201/B №7（09.9.1）

942 36-3001-67 OAレザーチェアー CCL-001D №7（09.9.1）

942 36-3001-68 OAレザーチェアー CCL-002D №7（09.9.1）

943 36-2005-03 OAタップ TAP-5433N №30（13.3.25）

944 36-1004-72 データホルダー DH-315 №30（13.3.25）

944 36-1004-73 データホルダー DH-510 №30（13.3.25）

944 36-2005-30 UPS 無停電電源装置 / WOW-300UR №12（10.5.20）

944 36-2005-31 UPS 無停電電源装置 / WOW-300R №12（10.5.20）

944 36-2005-32 UPS 無停電電源装置 / WOW-700U №12（10.5.20）

945 36-2004-60 OAエプロン APR-001K （ネイビーブルー） №27（12.11.26）

945 36-2004-61 OAエプロン APR-001KL （ネイビーブルー） №27（12.11.26）

945 36-2004-65 OAエプロン APR-001P （サーモンピンク） №27（12.11.26）

945 36-2004-66 OAエプロン / APR-ECO2GY №10（10.3.17）

945 36-2004-67 OAエプロン / APR-ECO2K №10（10.3.17）

945 36-2004-68 OAエプロン / APR-ECO2BG №10（10.3.17）

945 36-2004-79 OAエプロン APR-EC01BG （ベージュ） №27（12.11.26）

946 36-3010-26 オフィス ミニ / NS-82C №10（10.3.17）

946 36-3010-27 オフィス シュレッダ / SX-152CE №10（10.3.17）

廃番

廃番

廃番

廃番
廃番

廃番

廃番

取扱中止

取扱中止

¥14,500

価格改定：

取扱中止

廃番

価格改定： ¥7,200

廃番

価格改定： ¥13,000 ⇒

取扱中止

取扱中止

¥11,500 ⇒ ¥13,500

¥7,500

モデルチェンジ ⇒ 後継 APR-ECO2BGN ￥9,800

¥7,200 ⇒価格改定：

モデルチェンジ ⇒ 後継 APR-ECO2KN ￥9,800

モデルチェンジ ⇒ 後継 APR-ECO2GYN ￥9,800

⇒ ¥7,500

メーカー在庫無くなり次第廃番

メーカー在庫無くなり次第廃番

型番変更： NPC-5 ⇒ NPC-8
高さ変更： H667～850mm ⇒ H675～1000mm
重量変更： 5kg ⇒ 6.5kg

廃番

廃番

廃番

廃番

表記変更： ⇒12005 12505

946 36-3010-27 オフィス シュレッダ / SX-152CE

946 36-3010-28 オフィス シュレッダ / SX-206CE №10（10.3.17）

946 36-3010-29 オフィス シュレッダ / SX-206CR №10（10.3.17）取扱中止

取扱中止
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947 97-9003-70 パルデジットベラ/8RZ008-019 №7（09.9.1）

947 97-9003-73 パルデジットコンビS/8RZ016-006 №7（09.9.1）

947 97-9003-76 パルデジットR 044/8RZ044-003 №7（09.9.1）

947 97-9003-77 パルデジットR051 / 8RZ051-019 №16（11.2.15）

947 97-9003-79 パルデジットR 044/8RZ050-019 №7（09.9.1）

947 97-9003-81 新モデル：パルデジットR070/8RZ070-019 №7（09.9.1）

947 97-9003-82 新モデル：パルデジットR071/8RZ071-003 №7（09.9.1）

947 97-9003-83 新モデル：パルデジットR080/8RZ080-003 №7（09.9.1）

947 97-9003-84 新モデル：パルデジットR091/8RZ091-019 №7（09.9.1）

948 97-9003-05 プルーフ522 / 4MG522-050 №18（11.5.20）

948 97-9003-60 デイリーM22 / 8MGA22DA06 №16（11.2.15）

948 97-9003-64 デイリー M695/4MY695DA06 №7（09.9.1）

948 97-9003-65 ネムリーナモニカ 4MY644A-006 №7（09.9.1）

948 97-9003-68 新モデル：ネムリーナカレンダーM01/MY01/4FYA01-019 №7（09.9.1）

948 97-9003-69 新モデル：デイリー MY05/4MYA05-019 №7（09.9.1）

949 10-9801-02,03 ティーディスペンサー №18（11.5.20）

950 22-6010-01 ネオバック（真空ポンプオイル） MR-100 1L №35（13.12.25）

950 22-6010-02 ネオバック（真空ポンプオイル） MR-100 4L №35（13.12.25）

950 22-6010-03 ネオバック（真空ポンプオイル） MR-100 18L №35（13.12.25）

950 22-6011-01 ネオバック（真空ポンプオイル） MR-200 1L №35（13.12.25）

950 22-6011-02 ネオバック（真空ポンプオイル） MR-200 4L №35（13.12.25）

950 22-6011-03 ネオバック（真空ポンプオイル） MR-200 18L №35（13.12.25）

951 22-6012-13 シリコーンオイル KF50 100CS 1kg №35（13.12.25）

951 22-6012-18 シリコーンオイル SRX310 100cc 1kg №20（11.9.26）

951 22-6012-20～30 シリコーンオイル №13（10.6.15）

951 22-6012-20 シリコーンオイル YF33 100cs 1kg №18（11.5.20）

951 22-6012-21 シリコーンオイル TSF451/10cs/1kg №13（10.6.15）

価格改定： ¥17,600 ⇒ ¥18,700
別途送料\1,500-申し受けます。

¥18,700
価格改定： ¥2,300 ⇒ ¥2,400
価格改定： ¥5,600

価格改定：

⇒ ¥6,000

¥5,600 ⇒ ¥6,000
¥17,600 ⇒

価格改定： ¥2,300 ⇒ ¥2,400

¥6,600

¥8,800

別途送料￥1,000-申し受けます

品名変更： プルーフ522 ⇒ スペイシーM522

廃番⇒新モデル：97-9003-68/ﾈﾑﾘｰﾅｶﾚﾝﾀﾞｰM01

商品価格：￥6,000

商品価格：￥5,000

廃番⇒新モデル：97-9003-81/パルデジットR070

⇒ ¥8,600

価格改定： ¥8,300 ⇒

型番変更： TSF451 ⇒ Element14*PDMS

廃番

廃番

廃番

価格改定：

価格改定：

廃番⇒新モデル：97-9003-82/パルデジットR071

商品価格：￥4,500

廃番⇒新モデル：97-9003-83/パルデジットR080

商品価格：￥3,000

商品価格：￥7,000

廃番⇒新モデル：97-9003-84/パルデジットR091

廃番⇒新モデル：97-9003-69/デイリーMY05

商品価格：￥3,000

13005

13005

13005

13005

13005

13005

951 22-6012-21 シリコーンオイル TSF451/10cs/1kg №13（10.6.15）

951 22-6012-21 シリコーンオイル Element14＊PDMS 10-J №18（11.5.20）

951 22-6012-22 シリコーンオイル TSF451 50cs 1kg №18（11.5.20）

951 22-6012-22 シリコーンオイル TSF451 50cs 1kg №22（12.2.24）

951 22-6012-23 シリコーンオイル TSF451 100cs 1kg №18（11.5.20）

951 22-6012-23 シリコーンオイル TSF451 100cs 1kg №22（12.2.24）

951 22-6012-24 シリコーンオイル TSF451 350cs 1kg №18（11.5.20）

951 22-6012-24 シリコーンオイル TSF451 350cs 1kg №22（12.2.24）

951 22-6012-25 シリコーンオイル TSF451 500cs 1kg №18（11.5.20）

951 22-6012-25 シリコーンオイル TSF451 500cs 1kg №22（12.2.24）

951 22-6012-26 シリコーンオイル TSF451 1000cs 1kg №18（11.5.20）

951 22-6012-26 シリコーンオイル TSF451 1000cs 1kg №22（12.2.24）

951 22-6012-27 シリコーンオイル TSF451 3000cs 1kg №18（11.5.20）

951 22-6012-27 シリコーンオイル TSF451 3000cs 1kg №22（12.2.24）

951 22-6012-28 シリコーンオイル TSF451 5000cs 1kg №18（11.5.20）

951 22-6012-28 シリコーンオイル TSF451 5000cs 1kg №22（12.2.24）

951 22-6012-29 シリコーンオイル TSF433 450cs 1kg №18（11.5.20）

951 22-6012-30 シリコーンオイル TSF458 100cs 1kg №18（11.5.20）

951 22-6012-41 シリコーン消泡剤 KM73 1kg №35（13.12.25）

951 22-6012-42 シリコーン消泡剤 / TSA730 №9（10.2.2）

951 22-6012-42 シリコーン消泡剤 TSA730 1kg №18（11.5.20）

951 22-6012-43 シリコーン消泡材 / ＴＳＡ737 №7（09.9.1）

951 22-6012-43～45 シリコーン消泡剤 №13（10.6.15）

951 22-6012-44 シリコーン消泡剤 TSA7341 1kg №18（11.5.20）

951 22-6012-45 シリコーン消泡剤 TSA732 1kg №18（11.5.20）

952 22-6003-11 高真空グリース ハイバックG 1kg №35（13.12.25）

952 22-6003-12 高真空グリース ダウグリース 50ｇ №20（11.9.26）

952 22-6003-13 高真空グリース トーレHVG 50ｇ №20（11.9.26）

952 22-6003-34 シリコーングリース KS64 1kg №35（13.12.25）

952 22-6003-35 シリコーングリース KS-609 200ｇ №22（12.2.24）

952 22-6003-37 シリコーングリース G746 200ｇ №35（13.12.25）

2013年12月をもって廃番

価格改定： ¥17,800 ⇒ ¥21,600

価格改定： ¥2,100 ⇒ ¥2,500

¥29,000

型番変更 ⇒ Element14＊PDMS 500-J

型番変更 ⇒ Element14＊PDMS 1000-J

型番変更 ⇒ Element14＊PDMS 5K-J

型番変更 ⇒ Element14＊PDMS 100-J

価格改定：

¥16,600 ⇒ ¥19,100

型番変更 ⇒ Element14＊PDMS 50-J

価格改定：

価格改定：

価格改定： ¥6,400 ⇒ ¥7,300

価格改定： ¥6,100 ⇒ ¥8,600

価格改定： ¥6,500 ⇒ ¥7,700

¥1,950

¥1,600 ⇒

価格改定： ¥25,000 ⇒

型番変更 ⇒ Element14＊PDMS 3000-J

価格改定： ¥3,800 ⇒ ¥4,400

¥16,600 ⇒ ¥19,100

価格改定： ¥13,600 ⇒ ¥18,000

価格改定： ¥13,500 ⇒ ¥13,000

価格改定： ¥6,200 ⇒ ¥6,900

¥6,200 ⇒ ¥6,900

型番変更 ⇒ Element14＊PDMS 350-J

価格改定： ¥2,900 ⇒ ¥3,300

¥1,900

¥1,750

別途送料￥1,000-申し受けます

⇒ ¥7,300

価格改定：

¥3,500

価格改定： ¥6,400

別途送料\1,000-申し受けます。

⇒

¥6,900

¥1,800

⇒ ¥2,100

価格改定：

価格改定： ⇒

価格改定： ¥3,200

¥2,200

⇒

型番変更： TSF451 ⇒ Element14*PDMS

価格改定：

価格改定： ¥2,000 ⇒

¥6,100

952 22-6003-38,39 シリコーングリース SH-111/ストップコックグリース №35（13.12.25）
2013年12月をもって廃番
代替品： P.952 22-6003-13 トーレHVG
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952 22-6003-40～42 シリコーングリース №13（10.6.15）

952 22-6003-40 シリコーングリース TSK550 1kg №18（11.5.20）

952 22-6003-42 シリコーングリース TSK5353 100ｇ №18（11.5.20）

953 22-6002-53 シリコーン1液型RTV / KE3490 （グレー） 100ｇ №16（11.2.15）

953 22-6002-54 シリコーン1液型RTV / KE3493 （白） 130ｇ №16（11.2.15）

953 22-6002-55～60 シリコーン1液型RTV №13（10.6.15）

953 22-6002-55 シリコーン1液型RTV TSE382（透明） 100ｇ №18（11.5.20）

953 22-6002-56 シリコーン1液型RTV TSE382（白） 100ｇ №18（11.5.20）

953 22-6002-57 シリコーン1液型RTV TSE392（透明） 100ｇ №18（11.5.20）

953 22-6002-57 シリコーン１液型ＲＴＶ/ＴＳＥ392（透明） №7（09.9.1）

953 22-6002-58 シリコーン1液型RTV TSE399（透明） 100ｇ №18（11.5.20）

953 22-6002-59 シリコーン1液型RTV TSE399（白） 100ｇ №18（11.5.20）

953 22-6002-60 シリコーン1液型RTV TSE387（白） 100ｇ №18（11.5.20）

953 22-6004-10 ダイフロングリース 50ｇ №35（13.12.25）

953 22-6004-12 フッ素グリース 50ｇ №18（11.5.20）

954 12-7890-10 ラストリック808強力錆落とし剤 №14（10.8.20）

954 34-0111-23 ニューTFEコート №35（13.12.25）

954 34-0111-24 浸透潤滑スプレー Vオイル №34（13.10.25）

955 22-6002-01～08 シリコーン2液型RTV №18（11.5.20）

955 22-6002-03 シリコーン2液型RTV KE-1052A 1kg №35（13.12.25）

955 22-6002-04 シリコーン2液型RTV KE-1052B 1kg №35（13.12.25）

955 22-6002-07 シリコーン2液型RTV KE-1223 1kg №35（13.12.25）

955 22-6002-08 シリコーン2液型RTV TSE-350RTV 1kg №18（11.5.20）

955 22-6002-08 シリコーン2液型RTV TSE-350RTV 1kg №35（13.12.25）

955 22-6002-15～17 TSE用硬化剤 №9（10.2.2）

955 22-6002-15 TSE用硬化剤 / CE60 №9（10.2.2）

955 22-6002-16 TSE用硬化剤 CE61 10ｇ №18（11.5.20）

955 22-6002-17 TSE用硬化剤 CE62 10ｇ №18（11.5.20）

別途送料\1,000-申し受けます。

¥800

価格改定： ¥19,300 ⇒ ¥21,800
価格改定： ¥12,500 ⇒ ¥12,800

価格改定： ¥3,600 ⇒ ¥4,800

価格改定： ¥19,300 ⇒ ¥21,800

⇒ ¥5,200

¥3,900

¥4,300

⇒

⇒

¥440 ⇒

¥10,100

価格改定：

¥440 ⇒ ¥800

¥8,450

¥900

価格改定： ¥3,400

価格改定：

⇒ ¥4,300

価格改定： ¥3,700 ⇒

廃番

価格改定： ¥3,700 ⇒ ¥4,300

価格改定： ¥4,700

価格改定： ¥3,700

価格改定： ¥2,000 ⇒ ¥2,200

¥4,200 ⇒

価格改定： ¥55,200 ⇒ ¥63,700

¥10,200

価格改定：

価格改定： ¥13,000 ⇒ ¥22,000

廃番

価格改定：

¥3,700

表記追記 ⇒ ※硬化剤付属
（A/Bは等量混合することで硬化）

廃番

¥2,900

⇒

価格改定：

¥1,300

⇒

⇒

価格改定： ¥4,800

別途送料￥1,000-申し受けます

別途送料￥1,000-申し受けます

価格改定： ¥8,800

⇒ ¥2,200

別途送料\1,000-申し受けます。

¥1,700

価格改定：

955 22-6002-17 TSE用硬化剤 CE62 10ｇ №18（11.5.20）

955 22-6002-20 簡易シリコンゴム №14（10.8.20）

955 22-6002-20 簡易シリコンゴム かたまる君 №31（13.4.25）

956 22-6002-30 マイクログリス D-1 №18（11.5.20）

956 22-6002-31～34 マイクログリス №30（13.3.25）

957 34-0111-30 アルテコ瞬間接着剤/エースＥＥ №7（09.9.1）

957 34-0111-31 アルテコ瞬間接着剤/エースＥ５０ №7（09.9.1）

957 34-0111-32 アルテコ瞬間接着剤/エースＶ２ №7（09.9.1）

957 34-0111-33 アルテコ瞬間接着剤/エースＭＲ №7（09.9.1）

957 34-0111-34 アルテコ瞬間接着剤/エースＤ №7（09.9.1）

957 34-0111-35 アルテコ瞬間接着剤/エース８８ №7（09.9.1）

957 34-0111-36 アルテコ瞬間接着剤/ＣＮ２ №7（09.9.1）

957 34-0111-37 アルテコ瞬間接着剤/ＣＮ４ №7（09.9.1）

957 34-0111-38 アルテコ瞬間接着剤/ＣＮ６ №7（09.9.1）

957 34-0111-39 アルテコ瞬間接着剤/ウッディＷ１ №7（09.9.1）

957 34-0111-40 アルテコ瞬間接着剤/ウッディＷ２ №7（09.9.1）

957 34-0111-41 アルテコ瞬間接着剤/ウッディＷ１０００Ｘ №7（09.9.1）

957 34-0111-50～53 アラルダイト №7（09.9.1）

958 34-0111-60 アラルダイトカートリッジ接着剤 No.2011 №35（13.12.25）

958 34-0111-61 アラルダイトカートリッジ接着剤 No.2012 №35（13.12.25）

958 34-0111-62 アラルダイトカートリッジ接着剤 No.2014 №20（11.9.26）

958 34-0111-62 アラルダイトカートリッジ接着剤 No.2014-1 №35（13.12.25）

958 34-0111-63 アラルダイトカートリッジ接着剤 2094 №16（11.2.15）

958 34-0111-64 アラルダイトカートリッジ接着剤専用ガン №20（11.9.26）

958 34-0111-65 アラルダイトカートリッジ接着剤専用ガン用ノズル（5本） №20（11.9.26）

959 34-0202-60 ツールユニット90型 TU-90 №35（13.12.25）

959 34-0202-63 ツールユニット90型 TP-90 №35（13.12.25）

963 36-3015-13 エコべんり №34（13.10.25）

価格改定： ¥2,600

⇒ ¥3,700
型番変更： No.2014 ⇒ No.2014-1

廃番
廃番

価格改定： ¥2,600 ⇒ ¥3,100

⇒ ¥10,000

¥800

価格訂正： ¥9,000

⇒ ¥3,100

取扱中止

表記訂正： ⇒

価格改定： ¥3,000

¥440 ⇒価格改定：

表記訂正： ⇒

廃番

表記訂正： ⇒

容量変更： 約900g(Aタイプ,Bタイプ各450g)
⇒ 約1kg(Aタイプ,Bタイプ各500g)

価格改定：

表記訂正： ⇒

外装（包装）が変わりました。

表記訂正： ⇒

表記訂正： ⇒

表記訂正： ⇒

表記訂正： ⇒

表記訂正： ⇒

表記訂正： ⇒

表記訂正： ⇒

廃番

表記訂正： ⇒

⇒ ¥11,500

価格改定： ¥2,100

¥10,400

⇒ ¥2,250

廃番

12005 12505

12005 12505

12005 12505

12005 12505

12005 12505

12005 12505

12005 12505

12005 12505

12005 12505

12005 12505

12005 12505

12005 12505

12005 12505

12005 12505

12005 12505

12005 12505

12005 12505

12005 12505

12005 12505

12005 12505

963 36-3015-14 シュレッダーはさみ №34（13.10.25）

963 36-3015-15～17 はさみ №34（13.10.25）

取扱中止
取扱中止
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963 36-3015-18 ダンボールカッター №34（13.10.25）

963 36-3015-19 発泡スチロールカッター MG-50 №26（12.9.25）

964 34-0302-21 ハサミ NBS-135 №21（11.11.25）

964 34-0302-22 ハサミ DS-210 №21（11.11.25）

965 36-3015-01～03 フッ素コーティングはさみ №34（13.10.25）

965 36-3015-04 スクラップ用はさみ №34（13.10.25）

965 36-3015-05～08 はさみ №34（13.10.25）

965 36-3015-10 ハトメパンチ №34（13.10.25）

965 36-3015-11,12 ハトメ №34（13.10.25）

966 30-0302-31 ハサミ 先曲 №29（13.2.25）

966 30-0302-32 形状記憶ハサミ №29（13.2.25）

966 30-0302-33 ハサミ シルキータフ №29（13.2.25）

966 30-0302-34 ハサミ フェリックスボールトリー №29（13.2.25）

967 34-0301-53 鉄腕はさみ PH-50 №39（14.4.25）

968 34-9999-11 Vカッター（ステンレス製） / VF-200 №16（11.2.15）

968 34-9999-12 Vカッター（ガイド付き・鉄製） / VF-300 №16（11.2.15）

968 34-9999-15 Vカッター（オールステンレス） / VF-210 №16（11.2.15）

969 34-9999-21 ステンレス開缶器 №18（11.5.20）

969 34-9999-25 スプレー缶圧縮機 / BSP-37 №7（09.9.1）

969 34-9999-30,31 一斗缶用ハンガー №34（13.10.25）

取扱中止

取扱中止
取扱中止
取扱中止
取扱中止
取扱中止

廃番 ※後継機種はお問合わせ下さい

価格改定：

廃番

¥1,600 ⇒ ¥1,900

空気穴をあける部分が無くなりました。
柄部材質変更： 天然木 ⇒ ﾎﾟﾘﾌﾟﾛﾋﾟﾚﾝ（黒色）
重量変更： 350ｇ ⇒ 185ｇ

価格改定： ¥1,900 ⇒ ¥2,000

廃番
廃番

廃番

刃部材質： ステンレススチール焼入加工
⇒ 13Crハイカーボンステンレス鋼、熱処理

ｶﾊﾞｰ部材質： 13ｸﾛｰﾑ ⇒ 18-0ｽﾃﾝﾚｽ鋼

2011/3/22 より価格改定： ￥6,700 ⇒ ￥7,700
刃部材質： 鉄焼入後ニッケルメッキ

⇒ 鉄（ハイカーボン鋼）、熱処理
ｶﾊﾞｰ部材質： 13ｸﾛｰﾑ ⇒ 18-0ｽﾃﾝﾚｽ鋼

刃部材質： ステンレススチール焼入加工
⇒ 13Crハイカーボンステンレス鋼、熱処理

ｶﾊﾞｰ部材質： ｽﾃﾝﾚｽｽﾁｰﾙ ⇒ 18-0ｽﾃﾝﾚｽ鋼
取っ手部材質： ｽﾃﾝﾚｽ製 ⇒ 18-0ｽﾃﾝﾚｽ鋼

廃番

取扱中止

2014/5/1 より価格改定： ￥1,650 ⇒ ￥1,800

969 34-9999-30,31 一斗缶用ハンガー №34（13.10.25）

970 30-0201-15～17 電工ペンチ ＰＤ-06・-07・-08 №2（09.3.20）

972 34-0201-10 プライヤー No.28401 №21（11.11.25）

972 34-0201-11 プライヤー No.28501 №21（11.11.25）

973 34-0201-21 穴あけプライヤー №39（14.4.25）

975 34-1009-08 ホットブローチップ（触媒内蔵） SK-65 №21（11.11.25）

975 34-1009-15～18 ハンダ/銅・銅合金精密基板用 №21（11.11.25）

975 34-1009-20～23 ハンダ/ステンレス・ニッケル用 №21（11.11.25）

976 34-1009-25 ハンダ除去機 SD-20 №21（11.11.25）

976 34-1009-31 ヒーターホルダー SD-21 №21（11.11.25）

976 34-1009-32 ヒーターアセンブリー SD-22 №21（11.11.25）

976 34-1009-34 フィルターカートリッジ（5本入） SD-24 №21（11.11.25）

976 34-1009-35 シートバルブ SD-25 №21（11.11.25）

976 34-1009-36 ダイアフラム SD-26 №21（11.11.25）

978 34-1003-20 スーパーストーンスティック 茶 / SL102 №17（11.3.25）

978 34-1003-40 スーパーストーンスティック オレンジ / SO102 №17（11.3.25）

978 34-1003-60 スーパーストーンスティック こげ茶 / SP102 №17（11.3.25）

978 34-1003-80 スーパーストーンスティック 青 / SB102 №17（11.3.25）

978 34-1004-01 スーパーストーンスティック 白 / SW102 №17（11.3.25）

978 34-1004-21 スーパーストーンスティック 赤 / SR102 №17（11.3.25）

979 34-1005-01 TP型ハンドモーター TP'sⅡ №27（12.11.26）

981 36-2004-44 写真用レフランプ / PRF-500WB №16（11.2.15）

981 36-2004-40 デジタルソフトスタジオL №26（12.9.25）

981 36-2004-41 デジタルカメラBOX / DB-600 №34（13.10.25）

981 36-2004-42 デジタルカメラBOX DB-900 №26（12.9.25）

981 36-2004-43 ライティングクリップP №26（12.9.25）

981 36-2004-44 写真用レフランプ PRF-500WBD №34（13.10.25）

981 36-2004-45 三脚 / SDV-540 №12（10.5.20）

⇒

廃番

¥1,000

2012/1/1 より価格改定： ￥950 ⇒ ￥1,050

⇒
¥1,000

モデルチェンジ（詳細はお問合わせ下さい）
型番変更： TP'sⅡ ⇒ TP'sⅢ

2012/1/1 より価格改定： ￥800 ⇒ ￥950

2012/1/1 より価格改定： ￥65,000 ⇒ ￥67,200

2012/1/1 より価格改定： ￥800 ⇒ ￥950

2012/1/1 より価格改定： ￥3,300 ⇒ ￥3,500

取扱中止

2012/1/1 より価格改定： ￥4,450 ⇒ ￥4,000

2012/1/1 より価格改定： ￥2,900 ⇒ ￥3,300

価格改定： ¥950

価格改定：

⇒

⇒

廃番 ※後継機種はお問合わせ下さい

⇒ ¥4,000

製品コード訂正⇒34-0201-15、-16、-17

価格改定：

2012/1/1 より価格改定： ￥500 ⇒ ￥550

¥1,000

価格改定： ¥1,050

価格改定：

廃番

¥950

¥1,000

廃番

¥950

¥1,050 ⇒ ¥1,000

価格改定： ¥1,050 ⇒ ¥1,000

⇒¥3,700

¥14,500

¥3,800

廃番
価格改定： ⇒¥13,600

¥3,900

生産中止で後継機種に変更 （仕様の変更無し）
型番： PRF-500WB ⇒ PRF-500WBD
価格： ￥4,200 ⇒ ￥7,980
表記変更： ⇒

価格改定：

価格改定：

2012/1/1 より価格改定： ￥1,950 ⇒ ￥2,100
2014/5/1 より価格改定： ￥5,320 ⇒ ￥6,200

03505 12505

981 36-2004-45 三脚 / SDV-540 №12（10.5.20）

983 35-0600-10 ブローオフ №17（11.3.25）

983 35-0600-11 ブローオフ用CO2カートリッジ（5本入） №17（11.3.25）¥9,000

廃番

価格改定：

⇒価格改定： ¥21,000
¥11,550 ⇒

¥16,300



117/119

頁 製品コード 品 名 ・ 型 番 №（発行日）

■テラオカ総合カタログ№1000 改正表№1-No.41
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983 35-0600-12 フリーザー №17（11.3.25）

983 35-0600-13 フリーザー用CO2カートリッジ（5本入） №17（11.3.25）

983 35-0600-15,16 エアロダスター ZC-31/ZC-32 №39（14.4.25）

984 35-0600-03 エアークリーナー AC-450-00 №34（13.10.25）

984 35-0600-25,26 DIGIOクリーナー №25（12.7.25）

984 35-0600-27,28 クリーンギア №25（12.7.25）

984 35-0600-30 オフィスクリーナー / OC-420 №12（10.5.20）

984 35-0600-31 オフィスクリーナー / OC-100M №12（10.5.20）

984 36-0600-33 エアクリーナー AC-1152A №26（12.9.25）

985 30-0701-20 ベンコットワイパー M-3Ⅱ 100枚×30袋 №19（11.7.25）

985 30-0701-30 ベンコットワイパー S-2 150枚×30袋 №19（11.7.25）

985 30-0701-60 ベンリーゼクリーンワイプP 300枚×60箱 №19（11.7.25）

986 35-0600-80 カウンタークロス（衛生ふきん） №29（13.2.25）

986 35-0600-81 シェフ（キッチンペーパー） №29（13.2.25）

987 35-0600-96 シャインダスターL （5枚） / CE-893-305 №29（13.2.25）

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 №38（14.3.25）

989 35-0602-85 AS-10M用ペーパーフィルター（10枚組） №38（14.3.25）

990 35-0602-95～96 ヌマティックチャールス（湿乾両用掃除機） №16（11.2.15）

993 35-0601-55 ライトダスターNW-49 （100枚） / CL-362-049 №29（13.2.25）

993 35-0601-56 ライトダスターNW-69 （100枚） / CL-362-069 №29（13.2.25）

993 35-0601-57 ライトダスターNW-99 （50枚） / CL-362-099 №29（13.2.25）

994 35-0603-53 FXハンドル/アルミ伸縮柄 イエロー CL374-1004 №11（10.4.15）

994 35-0603-54 FXハンドル/アルミ伸縮柄 ホワイト CL374-1005 №11（10.4.15）

994 35-0603-58 FXハンドル/アルミ柄 イエロー CL374-1104 №11（10.4.15）

994 35-0603-59 FXハンドル/アルミ柄 ホワイト CL374-1105 №11（10.4.15）

994 35-0603-63 FXハンドル/アルミ柄 イエロー CL374-1204 №11（10.4.15）

994 35-0603-64 FXハンドル/アルミ柄 ホワイト CL374-1205 №11（10.4.15）

994 35-0603-70～77 ＦＸハンドル用ヘッドハンド №3（09.3.20）

994 35-0603-70～74 ＦＸハンドル/アルミ伸縮柄 №3（09.3.20）

廃番
廃番 ※代替品はお問合わせ下さい

廃番

価格改定： ¥24,400 ⇒ ¥26,500

品名訂正 ⇒ ＦＸモップ替糸

価格改定：

廃番
廃番

¥22,650
¥27,750

¥23,400 ⇒
価格改定： ¥28,700 ⇒

型番訂正： CL374-1004 ⇒ CL374-1005

型番訂正： CL374-1104 ⇒ CL374-1105

型番訂正： CL374-1105 ⇒ CL374-1108

表記訂正： ●給水容量：9L ⇒ ●吸水容量：9L

取扱中止

取扱中止

廃番

表記訂正 ⇒ ＦＸハンドル用パーツ

型番訂正： CL374-1204 ⇒ CL374-1205

型番訂正： CL374-1205 ⇒ CL374-1208

取扱中止

表記追記： -85

価格訂正： ¥25,700 ⇒ ¥28,000

価格訂正： ¥1,260 ⇒

¥20,100 ⇒ ¥22,000

¥1,400
廃番

取扱中止

取扱中止

¥21,000価格訂正： ¥19,200 ⇒

型番訂正： CL374-1005 ⇒ CL374-1008

価格訂正：

03005

994 35-0603-70～74 ＦＸハンドル/アルミ伸縮柄 №3（09.3.20）

994 35-0603-73 FXモップ替糸 イエロー CL374-4214 №11（10.4.15）

994 35-0603-74 FXモップ替糸 ホワイト CL374-4215 №11（10.4.15）

996 35-0603-90 モップハンガーRC型コンパクト(6本掛) №11（10.4.15）

996 35-0603-91 コアラコンパクトモップハンガー(6本掛) №11（10.4.15）

996 35-0603-92 コアラコンパクトモップハンガー(3本掛) №11（10.4.15）

997 35-0520-13～15 バイオハザード用ディスポーザブルバック専用ホルダー №16（11.2.15）

997 35-0525-12 オートクレーブバック S №40（14.6.25）

997 35-0603-40 BMダストカー 本体のみ・小 №11（10.4.15）

997 35-0603-41 BMダストカー 本体のみ・大 №11（10.4.15）

998 35-0503-01 メディカルペール ＃20M №19（11.7.25）

998 35-0503-02 メディカルペール ＃20M-2 №19（11.7.25）

998 35-0503-03 メディカルペール＃20M/＃20M-2用スタンド №19（11.7.25）

998 35-0503-05～07 メディカルペールＫ＃20型 №3（09.3.20）

998 35-0503-05 メディカルペール K#20 №18（11.5.20）

998 35-0503-05 メディカルペール K＃20 №19（11.7.25）

998 35-0503-06 メディカルペール K＃20-2 №19（11.7.25）

998 35-0503-07 メディカルペールK＃20/K＃20-2用スタンド №19（11.7.25）

998 35-0503-10 メディカルペール K＃20D №19（11.7.25）

998 35-0503-11 メディカルペールK＃20D用スタンド №19（11.7.25）

998 35-0503-12 メディカルペール K＃40D №19（11.7.25）

998 35-0503-13 メディカルペールK＃40D用スタンド №19（11.7.25）

1000 35-0502-10 ポリペール丸型 No.35本体 №19（11.7.25）

1000 35-0502-11 ポリペール丸型 No.45N本体 №19（11.7.25）

1000 35-0502-12 ポリペール丸型 No.70本体 №19（11.7.25）

1000 35-0502-13 ポリペール丸型 No.90本体 №19（11.7.25）

1000 35-0502-14 ポリペール丸型 No.120本体 №19（11.7.25）

1000 35-0502-15 ポリペール丸型 No.35用蓋 №19（11.7.25）価格改定： ¥1,050 ⇒ ¥1,100

価格改定： ¥8,650 ⇒ ¥9,100
価格改定： ¥11,320 ⇒ ¥11,900

価格改定： ¥3,730 ⇒ ¥4,000

価格改定： ¥6,660 ⇒ ¥7,000

価格改定： ¥36,100 ⇒ ¥38,650
価格改定： ¥3,470 ⇒ ¥3,650

価格改定： ¥29,500 ⇒ ¥31,600
価格改定： ¥6,200 ⇒ ¥6,650

価格改定： ¥29,500 ⇒ ¥31,600
価格改定： ¥3,200

寸法変更： 660×670×905 ⇒ 664×646×915

写真訂正：写真右側のホルダー（エックス型）削除
（※前規格で、現行品は左側の縦型になります）

¥3,450

価格改定： ¥2,350 ⇒ ¥2,550
価格改定： ⇒ ¥2,800

¥3,500 ⇒ ¥3,750

¥2,600

価格改定： ⇒

品名訂正 ⇒ ＦＸモップ替糸

寸法変更： 505×545×820 ⇒ 557×506×813

寸法変更： 500×486×1392 ⇒ 536×505×1375
重量変更： 約9.3kg ⇒ 約9kg

寸法変更： 465×485×1365 ⇒ 420×440×1365
重量変更： 約9kg ⇒ 約8.2kg

寸法変更： 495×410×1325 ⇒ 445×360×1325
重量変更： 約5kg ⇒ 約4.9kg

表記訂正： ⇒

¥29,500

¥3,250

容量変更： 18.2ℓ ⇒ 20ℓ

⇒

⇒

価格改定： ¥3,000

¥31,600

価格改定：

型番訂正： CL374-4214 ⇒ CL374-4215

型番訂正： CL374-4215 ⇒ CL374-4218

2014/7/1 より価格改定： ￥12,800 ⇒ ￥14,000

12507 12505

1000 35-0502-15 ポリペール丸型 No.35用蓋 №19（11.7.25）

1000 35-0502-16 ポリペール丸型 No.45N用蓋 №19（11.7.25）

価格改定： ¥1,050 ⇒ ¥1,100
価格改定： ¥1,120 ⇒ ¥1,200
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頁 製品コード 品 名 ・ 型 番 №（発行日）

■テラオカ総合カタログ№1000 改正表№1-No.41

変 更 箇 所
1000 35-0502-17 ポリペール丸型 No.70用蓋 №19（11.7.25）

1000 35-0502-18 ポリペール丸型 No.90用蓋 №19（11.7.25）

1000 35-0502-19 ポリペール丸型 No.120用蓋 №19（11.7.25）

1000 35-0502-30 ポリペール角型 No.20本体 №19（11.7.25）

1000 35-0502-31 ポリペール角型 No.30本体 №18（11.5.20）

1000 35-0502-31 ポリペール角型 No.30本体 №19（11.7.25）

1000 35-0502-32 ポリペール角型 No.40本体 №18（11.5.20）

1000 35-0502-32 ポリペール角型 No.40本体 №19（11.7.25）

1000 35-0502-33 ポリペール角型 No.60本体 №18（11.5.20）

1000 35-0502-33 ポリペール角型 No.60本体 №19（11.7.25）

1000 35-0502-34 ポリペール角型 No.20用蓋 №19（11.7.25）

1000 35-0502-35 ポリペール角型 No.30用蓋 №19（11.7.25）

1000 35-0502-36 ポリペール角型 No.40フタ №18（11.5.20）

1000 35-0502-36 ポリペール角型 No.40用蓋 №19（11.7.25）

1000 35-0502-37 ポリペール角型 No.60用蓋 №19（11.7.25）

1000 35-0502-50,51 シャン132エコ/シャン96エコ №11（10.4.15）

1000 35-0502-55～58 ペダルボックス №16（11.2.15）

1000 35-0502-55 ペダルボックス DS-238-503 №11（10.4.15）

1000 35-0502-56 ペダルボックス DS-238-505 №11（10.4.15）

1000 35-0502-57 ペダルボックス DS-238-512 №11（10.4.15）

1000 35-0502-58 ペダルボックス DS-238-520 №11（10.4.15）

1001 24-0295-10 ポリバケツ 本体 5L №19（11.7.25）

1001 24-0295-11 ポリバケツ 本体 8L №19（11.7.25）

1001 24-0295-12 ポリバケツ 本体 10L №19（11.7.25）

1001 24-0295-13 ポリバケツ 本体 13L №19（11.7.25）

1001 24-0295-14 ポリバケツ 本体 15L №19（11.7.25）

1001 24-0295-20 ポリバケツ5L用蓋 №19（11.7.25）

1001 24-0295-21 ポリバケツ8L用蓋 №19（11.7.25）

1001 24-0295-22 ポリバケツ10L用蓋 価格改定： ¥400 ⇒ ¥430

価格改定： ¥290 ⇒ ¥320

価格改定： ¥1,350 ⇒ ¥1,450
価格改定： ¥1,650 ⇒ ¥1,750

価格改定： ¥360 ⇒ ¥380

¥1,050

⇒ ¥1,350

価格改定：

価格改定： ¥1,250

価格改定： ¥1,200 ⇒ ¥1,300
価格改定： ¥970 ⇒

価格改定： ¥850 ⇒ ¥900

価格改定： ¥900 ⇒ ¥950

価格改定： ¥5,590 ⇒ ¥5,900
価格改定： ¥750 ⇒ ¥850

価格改定： ¥3,200 ⇒ ¥3,400

価格改定： ¥3,870 ⇒ ¥4,100

価格改定： ¥3,200 ⇒ ¥3,400
価格改定： ¥2,530 ⇒ ¥2,700

価格改定： ¥1,600 ⇒ ¥1,700
価格改定： ¥1,870 ⇒ ¥2,000

表記変更： ●再生ポリプロピレン70％使用。
⇒ ●再生ポリプロピレン60％使用。

本体ｻｲｽﾞ変更： φ168×250H ⇒ φ170×250H
本体ｻｲｽﾞ変更： φ205×290H ⇒ φ210×290H
本体ｻｲｽﾞ変更： φ250×395H ⇒ φ255×390H
本体ｻｲｽﾞ変更： φ290×445H ⇒ φ295×440H

¥780 ⇒ ¥850

取手部変更（お問合わせ下さい）

寸法訂正： 405×295×85 ⇒ 410×300×85

寸法訂正： 355×270×450 ⇒ 385×270×450

寸法訂正： 400×290×490 ⇒ 430×290×490

寸法訂正： 440×320×590 ⇒ 475×320×590

1001 24-0295-22 ポリバケツ10L用蓋 №19（11.7.25）

1001 24-0295-23 ポリバケツ13L用蓋 №19（11.7.25）

1001 24-0295-24 ポリバケツ15L用蓋 №19（11.7.25）

1002 24-1895-01～03 注ぎ口付バケツ №23（12.4.25）

1003 35-1001-03 メディカルマット ケミタングル MR-120-642-4 茶 №11（10.4.15）

1003 35-1001-04 メディカルマット ケミタングル MR-120-642-5 灰 №11（10.4.15）

1003 35-1001-05 メディカルマット テラシック №11（10.4.15）

1003 35-1001-10 メディカルマット №11（10.4.15）

1003 35-1001-10 除菌マット / MR-120-300 №16（11.2.15）

1003 35-1001-11 メディカルクリーン №11（10.4.15）

1004 35-1001-22,23 粘着マットシートAST №11（10.4.15）

1004 35-1001-23 粘着マットシートAST 600×1200（60枚）/MR123-543-3 №29（13.2.25）

1004 35-1001-30～32 制菌マット №29（13.2.25）

1004 35-1001-30 制菌マットⅡ 600×900 / MR-124-040-1 №29（13.2.25）

1004 35-1001-31 制菌マット MR124-046-1 №11（10.4.15）

1004 35-1001-31 制菌マットⅡ 900×1500 / MR-124-046-1 №29（13.2.25）

1004 35-1001-32 制菌マットⅡ 900×1800 / MR-124-048-1 №29（13.2.25）

1018 №6（09.7.1）

1045 24-4804-10～15 50本立てチューブクランプ №5（09.5.26）

1046 20-6905-40～46 開創器 №14（10.8.20）

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： ¥400 ⇒ ¥430

価格改定： ¥500 ⇒ ¥540
価格改定： ¥440 ⇒ ¥480

表記訂正： PAGE 622 ⇒ 626
品名訂正⇒50本立てチューブラック

INDEX（索引） コ に追加 ⇒ 混合機・・・・・・・・・・・・・・・・・・・191

■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。

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

ましたのでご案内いたします。

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 ８月 ２５日発行

株式会社テラオカ

寸法訂正： 600×1500 ⇒ 900×1500

廃番

追記： ●帯電防止剤入

モデルチェンジ(詳細はお問合せ下さい)
品名： 除菌マット専用液 MR-120-400
成分： ジェミニ型除菌成分、水

品名変更： 除菌マット ケミタングル®FB

品名変更： 除菌マット テラシック®
厚さ変更： 10mm ⇒ 8mm

型番変更： MR-124-048-1 ⇒ MR-124-148-1
型番変更： MR-124-046-1 ⇒ MR-124-146-1

型番変更： MR-124-040-1 ⇒ MR-124-140-1

型番訂正： MR123-543-3 ⇒ MR123-543-0

モデルチェンジ ⇒ 制菌マットⅡ
カラー ⇒ グリーン
厚さ ⇒ 5mm（パイル3mm、ベース2mm）

材質訂正： マット枠/天然ゴム
⇒ マット枠/合成ゴム+天然ゴム

表記変更： ⇒
表記削除 ⇒ 寸法表のD寸法削除

品名変更： 除菌マット

12505 03005

最新版の改正表は次のところよりご確認下さい。

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

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




