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■テラオカ総合カタログ№1100 改正表 16
頁
製品コード
品
名 ・ 型
142

12-4001-20

小型電気炉 NHK-170

142

12-4001-21

小型電気炉 SH-OMT-Ⅱ

142

12-4001-22

小型電気炉 SH-OMT-ⅡＳ

142

12-4001-23

小型電気炉ミニ mini-I-Y

142

12-4001-24

小型電気炉ミニ mini-I-B

142

12-4001-25

小型電気炉 NHK-250

番

変 更 箇 所
型番変更： NHK-170 ⇒ NHK-170AF
価格改定： ￥215,000 ⇒ ￥285,000
仕様追記 ⇒ ●炉材：アルミナファイバー
型番変更： SH-OMT-Ⅱ ⇒ SH-OMT-BS-Ⅱ
価格改定： ￥90,000 ⇒ ￥99,000
仕様追記 ⇒ ●炉材：BSF(生体溶解性ﾌｧｲﾊﾞｰ)
型番変更： SH-OMT-ⅡS ⇒ SH-OMT-BSⅡS
価格改定： ￥105,000 ⇒ ￥115,000
仕様追記 ⇒ ●炉材：BSF(生体溶解性ﾌｧｲﾊﾞｰ)
型番変更： mini-I-Y ⇒ mini-BSI-Y
価格改定： ￥39,500 ⇒ ￥48,000
仕様追記 ⇒ ●炉材：BSF(生体溶解性ﾌｧｲﾊﾞｰ)
型番変更： mini-I-B ⇒ mini-BSI-B
価格改定： ￥39,500 ⇒ ￥48,000
仕様追記 ⇒ ●炉材：BSF(生体溶解性ﾌｧｲﾊﾞｰ)
廃番

176 12-1203-10～12 自動乳鉢

特長追記 ⇒ ●デジタル制御方式
仕様訂正 ⇒ ●回転数：（乳棒）60～105rpm
仕様訂正 ⇒ ●ﾀｲﾏｰ：最大99分59秒又は連続運転

176
176
176

型番変更： ANG-200W ⇒ ANG-200WD
型番変更： ALG-200W ⇒ ALG-200WD
型番変更： AMG-178W ⇒ AMG-178WD

12-1203-10
12-1203-11
12-1203-12

自動乳鉢 ANG-200W
自動乳鉢 ALG-200W
自動乳鉢 AMG-178W

177 12-1002-60～63 電動フルイ

仕様訂正 ⇒ ●使用フルイ：φ200×45mm又は60mm
3.5～330メッシュ
型番変更： ANZ-71S ⇒ ANZ-71D
寸法変更 ⇒ W435×D285×H250mm
表記削除 ⇒ ●タイマーは・・・可能です。
タイマー ⇒ 1分～最大99時間59分又は連続運転

188

12-0802-40

ポットミル回転台 ANZ-71S
※モデルチェンジ（タイマーがデジタルに変更）

188

12-0802-41

ポットミル回転台 ANZ-61S

寸法変更 ⇒ W385×D230×H250mm

188

12-0802-42

ポットミル回転台 ANZ-51S
※モデルチェンジ（タイマーがデジタルに変更）

型番変更： ANZ-51S ⇒ ANZ-51D
寸法変更 ⇒ W385×D230×H250mm
タイマー ⇒ 1分～最大99時間59分又は連続運転

188

12-0802-43

ポットミル回転台 ANZ-10S
※モデルチェンジ（タイマーがデジタルに変更）

型番変更： ANZ-10S ⇒ ANZ-10D
寸法変更 ⇒ W200×D170×H138mm
タイマー ⇒ 1分～最大99時間59分又は連続運転

使用可能ポットミル訂正： φ180～300mm
⇒ φ300・φ240・φ180mm
190 12-0802-50～51 ポットミル回転台
仕様追記 ⇒ ﾛｰﾗｰ間隔：可変式 幅25・18・12cm
追記 ⇒ ※ベルト駆動部/安全カバー付
価格改定： ¥600
⇒ ¥800
707
30-9100-60 有機溶剤容器種別ステッカー 有機E （10枚）
価格改定： ¥600
⇒ ¥800
707
30-9100-61 有機溶剤容器種別ステッカー 有機F （10枚）
価格改定： ¥600
⇒ ¥800
707
30-9100-62 有機溶剤容器種別ステッカー 有機G （10枚）
廃番
752 22-4472-01～04 キカイバンド
型番訂正： S-1000T ⇒ SI-1000T
784
20-4240-14 ソフトカップ 960mL （100個） / S-1000T
肩高寸法削除
842 24-0136-10～14 ポリ広口瓶（ソフトロンパッキン付）
寸法変更 ⇒ 口内径/33、胴外径/49.5、全高/84
842
24-0136-11 ポリ広口瓶（ソフトロンパッキン付） 100mL / JH-100
寸法変更 ⇒ 口内径/30.5、胴外径/61.5、全高/127
842
24-0136-12 ポリ広口瓶（ソフトロンパッキン付） 250mL / JH-250
寸法変更 ⇒ 口内径/44、胴外径/78、全高/151.5
842
24-0136-13 ポリ広口瓶（ソフトロンパッキン付） 500mL / JH-500
842
24-0136-14 ポリ広口瓶（ソフトロンパッキン付） 1000mL / JH-1000 寸法変更 ⇒ 口内径/44、胴外径/100.5、全高/188
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