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■テラオカ総合カタログ№1100 改正表 12
頁
製品コード
品
名 ・ 型

番

44
44
173
174
174
175
175
175
175
175
175
175
175
175
175
175
175
281

10-1305-80
10-1305-85
12-1280-10
12-1281-16
12-1281-17
12-1281-40
12-1281-41
12-1281-42
12-1281-43
12-1281-45
12-1281-46
12-1281-47
12-1281-48
12-1281-50
12-1281-51
12-1281-52
12-1281-53
12-7200-01

ステンレス薬品庫 SS-209D
ステンレス薬品庫 SSB45-109D
ハンドクラッシャー HC-1
エキストリームミル バリアブル型 / MX1200XTM
エキストリームミル用2Lポリカ容器 / CAC95
ボトルブレンダー シングル / 700JBB
ボトルブレンダー タイマー / 7010JBB
ボトルブレンダー ツースピード / 7011JBB
ボトルブレンダー バリアブル / LB10JBB
ミルカップブレンダー シングル / 700JMC
ミルカップブレンダー タイマー / 7010JMC
ミルカップブレンダー ツースピード / 7011JMC
ミルカップブレンダー バリアブル / LB10JMC
ワーリングブレンダー シングル / 700JS
ワーリングブレンダー タイマー / 7010JS
ワーリングブレンダー ツースピード / 7011JS
ワーリングブレンダー バリアブル / LB10JS
スピードウォッシャーⅡ

302

14-3454-45

10chハンディロガー GL220

313
313
365
392
392
392
394
394
394
394
394
394
394
394
394
395
395
395
395
395
398
398
398
399
399
407
407
409
409
416
417
417
417
417
417
418
418
418
420
421
421

14-3459-60
14-3459-61
14-3561-60
14-1201-20
14-1201-21
14-1201-22
14-1503-40
14-1503-41
14-1503-42
14-1503-43
14-1503-44
14-1503-45
14-1503-46
14-1503-47
14-1503-48
14-1500-20
14-1501-50
14-1501-60
14-1501-70
14-1501-80
14-1511-20
14-1511-21
14-1511-22
14-1510-06
14-1530-56
14-1591-40
14-1591-42
14-1581-04
14-1581-05
14-4604-40
14-4603-29
14-4603-30
14-4603-31
14-4603-32
14-4603-33
14-3021-15
14-3021-16
14-3021-17
14-3001-15
14-3001-35
14-3001-36

データーロガー/SK-LTHⅡα -1(温湿度一体型)
データーロガー/SK-LTHⅡα -2(温湿度分離型)
水分計 MB45
染色バット 縦型5枚用
染色バット 縦型10枚用
染色バット 仕切りなし
照明拡大鏡 ライトボックス 2X / OSL-1-2X
照明拡大鏡 ライトボックス 4X / OSL-1-4X
照明拡大鏡 テーブルスタンド式 2X / OSL-2-2X
照明拡大鏡 テーブルスタンド式 4X / OSL-2-4X
照明拡大鏡 フリーアーム 2X / OSL-4-2X
照明拡大鏡 フリーアーム 4X / OSL-4-4X
照明拡大鏡WIDE ライトボックス / WIDE-1-2X
照明拡大鏡WIDE テーブルスタンド式 / WIDE-2-2X
照明拡大鏡WIDE フリーアーム / WIDE-4-2X
フリーアーム・クランプ取付式 / ENV-F-2X
テーブルスタンド式拡大鏡 / SKK-B-2X
テーブルスタンド式拡大鏡 / ENV-B-2X
透過照明付拡大鏡 / SKK-CL-2X
透過照明付拡大鏡 / ENV-CL-2X
ピーク・ポケットマイクロスコープ / 2001-75
ピーク・ポケットマイクロスコープEI / 2056-25
ピーク・ポケットマイクロスコープEI / 2056-50
ピーク・アナスチグマット・ルーペ / 1990-7
ピーク・ワイドスタンドマイクロスコープ №2034-300
モニタ付工業用内視鏡 / MFS-6100
ビュープローブセット / SET-E
ミニボアスコープ / SET-A
ミニライトプローブ / SET-D
携帯用ブリネル硬度計 / PB
ゴム・プラスチック硬度計 / GSD-719J
ゴム・プラスチック硬度計 / GSD-720J
ゴム・プラスチック硬度計 / GSD-721J
ゴム・プラスチック硬度計 / GSD-719J-R
ゴム・プラスチック硬度計 / GSD-720J-R
ダイヤルシクネスゲージ / DS-3010S
ダイヤルシクネスゲージ / DS-12510S
デジタルシクネスゲージ / DES-3010
シルバー普及型ノギス / VC-10
デジタルノギス / DT-100
デジタルノギス / DT-150

変 更 箇 所
廃番
廃番
価格改定： ¥59,000 ⇒ ¥66,000
価格改定： ¥183,000 ⇒ ¥188,000
価格改定： ¥39,000 ⇒ ¥40,000
価格改定： ¥58,000 ⇒ ¥61,000
価格改定： ¥82,000 ⇒ ¥88,000
価格改定： ¥80,000 ⇒ ¥85,000
価格改定： ¥147,000 ⇒ ¥161,000
価格改定： ¥70,000 ⇒ ¥73,000
価格改定： ¥94,000 ⇒ ¥100,000
価格改定： ¥92,000 ⇒ ¥97,000
価格改定： ¥159,000 ⇒ ¥173,000
価格改定： ¥62,000 ⇒ ¥67,000
価格改定： ¥86,000 ⇒ ¥94,000
価格改定： ¥84,000 ⇒ ¥91,000
価格改定： ¥151,000 ⇒ ¥167,000
廃番
モデルチェンジ ※詳細はお問い合わせ下さい
後継機種： GL240 ￥110,000
データーロガー記録計SK-L200THⅡα +一体型センサSK-LTHⅡα -1
データーロガー記録計SK-L200THⅡα +分離型センサSK-LTHⅡα -2

価格改定： ¥210,000 ⇒ ¥198,000
廃番
廃番
廃番
価格改定： ¥95,000 ⇒ ¥100,000
価格改定： ¥130,000 ⇒ ¥137,000
価格改定： ¥83,000 ⇒ ¥87,000
価格改定： ¥122,000 ⇒ ¥128,000
価格改定： ¥99,000 ⇒ ¥104,000
価格改定： ¥135,000 ⇒ ¥146,000
価格改定： ¥145,000 ⇒ ¥153,000
価格改定： ¥129,000 ⇒ ¥135,500
価格改定： ¥150,000 ⇒ ¥157,500
廃番
価格改定： ¥27,500 ⇒ ¥29,700
廃番 ⇒ 代替品：ENVL-B-2X \43,500
廃番 ⇒ 代替品：SKKL-CL-2X \57,500
廃番
価格改定： ¥7,600
⇒ ¥7,700
価格改定： ¥12,000 ⇒ ¥12,500
価格改定： ¥13,000 ⇒ ¥13,500
取扱中止
価格改定： ¥49,600 ⇒ ¥50,000
廃番
価格改定： ¥83,000 ⇒ ¥88,000
価格改定： ¥37,600 ⇒ ¥39,600
価格改定： ¥34,400 ⇒ ¥36,400
価格改定： ¥228,000 ⇒ ¥242,000
新型モデル： GSD-719K
新型モデル： GSD-720K
新型モデル： GSD-721K
新型モデル： GSD-719K-R
新型モデル： GSD-720K-R
価格改定： ¥7,300
⇒ ¥8,500
廃番
価格改定： ¥18,100 ⇒ ¥19,900
価格改定： ¥2,300
⇒ ¥2,500
価格改定： ¥8,000
⇒ ¥9,400
価格改定： ¥9,000
⇒ ¥10,400
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■テラオカ総合カタログ№1100 改正表 12
頁
製品コード
品
名 ・ 型

変 更 箇 所

番

421
14-3001-37 デジタルノギス / DT-200
421
14-3001-38 デジタルノギス / DT-300
421
14-3002-23 カウント外側マイクロメーター / M820-100
426
14-9999-05 電子式手持ち数取器 / DK-2300
481
20-3474-88 ニューオートビューレット 50mL / No.9343
548
22-0208-33 グローバルムッフ TA&TB
618
33-0201-12 騒音計 / SD-2200
618
33-0201-13 データロガー付騒音計 / SD-8000A
618
33-0201-40 振動計 / VB-8200
714 20-4390-09～10 パラフィルム
714
20-4390-09 パラフィルム 2インチ×250フィート
714
20-4390-10 パラフィルム 4インチ×125フィート
903
35-0520-13 ディスポーザブルバッグDB-1専用ホルダー
903
35-0520-14 ディスポーザブルバッグDB-2専用ホルダー
903
35-0520-15 ディスポーザブルバッグDB-3専用ホルダー
■弊社『総合カタログ№1100』をご利用いただき御礼申し上げます。
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
申し上げます。

⇒ ¥15,000
⇒ ¥24,600
⇒ ¥18,800
⇒ ¥1,600
2016/1/1より価格改定： ¥60,500
⇒ ¥76,000
廃番
価格改定： ¥18,900 ⇒ ¥19,200
価格改定： ¥48,500 ⇒ ¥49,000
価格改定： ¥69,400 ⇒ ¥72,600
03005
2016/1/1より表示訂正： 02505
⇒
2016/1/1より価格改定： ¥3,200
⇒ ¥3,600
2016/1/1より価格改定： ¥2,900
⇒ ¥3,400
価格改定： ¥8,500
⇒ ¥9,900
価格改定： ¥11,000 ⇒ ¥15,000
価格改定： ¥12,000 ⇒ ¥15,800
価格改定：
価格改定：
価格改定：
価格改定：

¥13,000
¥21,000
¥18,400
¥1,500
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