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頁 製品コード 品　　　名　・　型　　　番

27 12-3011-20 フリーザー　90L / LAB8

149 12-3301-61 ローケータープラス　Jr.プラス　レベルモニター蓋付

149 12-3301-63 ローケータープラス　4プラス　レベルモニター蓋付

149 12-3301-65 ローケータープラス　6プラス　レベルモニター蓋付

149 12-3301-67 ローケータープラス　8プラス　レベルモニター蓋付

156 12-3403-34 製氷機（キューブアイスメーカー） / IM-20CL

156 12-3403-35 製氷機（キューブアイスメーカー） / IM-25M

156 12-3403-36 製氷機（キューブアイスメーカー） / IM-35M

156 12-3403-37 製氷機（キューブアイスメーカー） / IM-45M

156 12-3403-38 製氷機（キューブアイスメーカー） / IM-55M

160 12-3120-20 冷蔵庫　HR-63ZT

160 12-3120-21 冷蔵庫　HR-90ZT

160 12-3120-22 冷凍冷蔵庫　HRF-75ZT

160 12-3120-23 冷凍冷蔵庫　HRF-120ZT

173 12-1280-80 ラボミルサープラス / LM-PLUS

173 12-1280-81～85 ラボミルサープラス用交換部品

175 12-1281-45～48 ミルカップブレンダー

185 12-0983-19 試験ふるい（枠/真鍮） 内径150×深さ45mm用蓋及び受器

185 12-0983-20 試験ふるい（枠/真鍮） 内径150×深さ45mm用蓋のみ

185 12-0983-21 試験ふるい（枠/真鍮） 内径150×深さ45mm用受器のみ

185 12-0983-22 試験ふるい（枠/真鍮） 内径150×深さ45mm用中間受器

185 12-0978-06 土壌分析用ふるい　内径150×深さ45mm用蓋及び受器

185 12-0978-07 土壌分析用ふるい　内径150×深さ45mm　1組セット

185 12-0979-06 土壌分析用ふるい　内径150×深さ45mm用蓋及び受器

185 12-0979-07 土壌分析用ふるい　内径150×深さ45mm　1組セット

239 12-8210-10 耐酸用BD型ポンプ

291 12-7652-15 パワフルネットたわし　（10ケ）

294 12-7701-10 ステンレスパンチング角ざる　L

294 12-7701-11 ステンレスパンチング角ざる　M

343 16-2920-50～53 ストリップpH試験紙

343 16-2920-50 ストリップpH試験紙　JT10130

343 16-2920-51 ストリップpH試験紙　JT10330

343 16-2920-52 ストリップpH試験紙　JT10630

343 16-2920-53 ストリップpH試験紙　JT10930

427 12-4365-01～02 卓上型ランプ加熱装置

427 12-4365-01 卓上型ランプ加熱装置　MILA-5000-P-N

427 12-4365-02 卓上型ランプ加熱装置　MILA-5000-P-F

450 20-3450-14 ハミルトンガスタイトシリンジ1700シリーズ　1725N

458 16-0902-10 蛍光光度計用標準石英セル / T3-UV-10

460 20-3503-37 エッペンドルフ　コンビチップアドバンス　25mL （25本）

460 20-3503-38 エッペンドルフ　コンビチップアドバンス　50mL （25本）

462 20-3504-07 エッペンドルフ　ep TIPSスタンダード　500～2500μL （500本）

462 20-3504-36 エッペンドルフ　ep TIPSリロード　500～2500μL （48本×10）

462 20-3504-46 エッペンドルフ　ep TIPSセット　500～2500μL （BOX+48本×5）

462 20-3504-65 エッペンドルフ　ep TIPSラック　500～2500μL （48本×5）

462 20-3504-77 エッペンドルフ　ep TIPSボックス　500～2500μL （BOX+48本）

464 20-3505-20～33 ニチペット（容量固定式・容量三段可変式ピペット）

464 20-3505-20 ニチペットV / NPV-S　⇒　VⅡ / 00-NPV2-S

464 20-3505-21 ニチペットV / NPV-M　⇒　VⅡ / 00-NPV2-M

464 20-3505-22 ニチペットV / NPV-Ｌ　⇒　VⅡ / 00-NPV2-Ｌ

■テラオカ総合カタログ№1100　改正表　19

変　更　箇　所

価格改定： ¥21,000 ⇒ ¥21,600

入数変更：　50枚　⇒　100枚
価格改定：　￥700　⇒　￥1,400
寸法変更：　5mm幅×68mm長 ⇒ 5mm幅×83mm長
型番変更：　JT10130　⇒　JT10141

型番変更：　JT10330　⇒　JT10331

型番変更：　JT10630　⇒　JT10631

型番変更：　JT10930　⇒　JT10931
測定目盛：　7.5～14.0　⇒　7.0～14.0

表示訂正：　　　　　　 ⇒

価格改定： ¥850,000 ⇒ ¥910,000

廃番

廃番

廃番

廃番

廃番

廃番

廃番

廃番

廃番

廃番

廃番

型番変更：　IM-35M　⇒　IM-35M-1
消費電力　⇒　190/210W（力率79/91％）

型番変更：　IM-45M　⇒　IM-45M-1

2016/9/1～入数変更：　25本　⇒　25本×4箱
2016/9/1～価格改定：　￥4,400　⇒　￥17,600

容量範囲変更：　500～2500μL　⇒　0.25～2.5mL

容量範囲変更：　500～2500μL　⇒　0.25～2.5mL

¥950,000

2016/9/1～入数変更：　25本　⇒　25本×4箱
2016/9/1～価格改定：　￥4,400　⇒　￥17,600

容量範囲変更：　500～2500μL　⇒　0.25～2.5mL

容量範囲変更：　500～2500μL　⇒　0.25～2.5mL

容量範囲変更：　500～2500μL　⇒　0.25～2.5mL

価格改定： ¥895,000 ⇒

型番変更：　LAB8　⇒　LABs
冷却性能変更：　-85℃　⇒　-80℃
温度制御範囲変更： -60～-85℃ ⇒ -60～-80℃
消費電力変更：　330/345W　⇒　250/300W

メーカー在庫限りで廃番
代替品：　ラボミル　OML-1　　￥19,800

取扱中止

モデルチェンジ　※仕様詳細はお問合せ下さい
型番変更：　IM-20CL　⇒　IM-20CM

型番変更：　IM-55M　⇒　IM-55M-1

仕様変更　※詳細はお問い合わせ下さい

型番変更：　IM-25M　⇒　IM-25M-1

廃番

廃番

取扱中止

型番変更：　1725N　⇒　1725LTN

品名変更：ニチペットF&V　⇒　ニチペットFⅡ＆VⅡ

価格改定： ¥38,500 ⇒ ¥39,500

価格改定： ¥36,500 ⇒ ¥38,000

仕様変更　※詳細はお問い合わせ下さい

仕様変更　※詳細はお問い合わせ下さい

仕様変更　※詳細はお問い合わせ下さい
価格改定：　￥1,126,000　⇒　￥1,155,000

取扱中止

価格改定： ¥20,000 ⇒ ¥21,000

価格改定： ¥20,000 ⇒ ¥21,000

価格改定： ¥20,000 ⇒ ¥21,000

御見積 04005
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変　更　箇　所
464 20-3505-24 ニチペットF / NPF-10　⇒　FⅡ / 00-NPF2-10

464 20-3505-25 ニチペットF / NPF-20　⇒　FⅡ / 00-NPF2-20

464 20-3505-26 ニチペットF / NPF-25　⇒　FⅡ / 00-NPF2-25

464 20-3505-27 ニチペットF / NPF-50　⇒　FⅡ / 00-NPF2-50

464 20-3505-28 ニチペットF / NPF-100　⇒　FⅡ / 00-NPF2-100

464 20-3505-29 ニチペットF / NPF-200　⇒　FⅡ / 00-NPF2-200

464 20-3505-32 ニチペットF / NPF-500　⇒　FⅡ / 00-NPF2-500

464 20-3505-33 ニチペットF / NPF-1000　⇒　FⅡ / 00-NPF2-1000

499 20-4220-06 ビーカー（ガラス製）　200mL

499 20-4220-07 ビーカー（ガラス製）　300mL

499 20-4220-08 ビーカー（ガラス製）　500mL

499 20-4221-01 コニカルビーカー（ガラス製）　50mL

499 20-4221-02 コニカルビーカー（ガラス製）　100mL

499 20-4221-03 コニカルビーカー（ガラス製）　200mL

500 20-4201-60 フッ素樹脂コーティングビーカー　100mL / No.37301

500 20-4201-61 フッ素樹脂コーティングビーカー　200mL / No.37302

500 20-4201-62 フッ素樹脂コーティングビーカー　300mL / No.37303

500 20-4201-63 フッ素樹脂コーティングビーカー　500mL / No.37304

500 20-4201-64 フッ素樹脂コーティングビーカー　1L / No.37305

500 20-4201-65 フッ素樹脂コーティングビーカー　2L / No.37306

500 20-4201-67 フッ素樹脂コーティングビーカー　5L / No.37308

507 20-4010-02 丸底フラスコ　100mL

507 20-4012-04 ケルダールフラスコ　200mL

507 20-4012-05 ケルダールフラスコ　300mL

507 20-4012-06 ケルダールフラスコ　500mL

509 24-1510-10 透視度計　30型セット

509 24-1510-16 透視度計用外枠　30型用

517 99-9999-30～37 水機能改善装置＜新ん泉＞

622 33-0302-48～53 土中採水器用オプション品

653 30-0688-01～25 長袖ジャンパー　670

653 30-0688-30～89 ツータックスラックス　675

653 30-0698-20～44 半袖ジャンパー　674

671 30-0646-06 安全靴　SS11　白静電靴

672 30-0646-08 安全靴　AA18　BV

672 30-0646-18 安全靴　AA44

805 24-1500-23～24 万能つぼ　茶　100mL/250mL

827 24-3050-40 アルミ深バット　小々

827 24-3050-41 アルミ深バット　小

827 24-3050-42 アルミ深バット　中

827 24-3050-43 アルミ深バット　大

827 24-3050-44 アルミ深バット　特大

827 24-3050-50 アルミ蓋付バット　小

827 24-3050-51 アルミ蓋付バット　中

827 24-3050-52 アルミ蓋付バット　大

837 24-0903-02 クリアー広口ボトル　30mL

841 99-1650-40 ポリ角型瓶1L（ヒンジキャップ）　/ SJE-10H

850 24-0137-70～71 油さし

861 34-0302-12 ハサミ　NKS-215

861 34-0302-13 万能ハサミ　RUS165

861 34-0302-15 ハサミ　KSP-220

903 35-0503-15～16 シャープス　シュート

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： ¥1,930 ⇒ ¥2,100

価格改定： ¥2,000 ⇒ ¥2,200

価格改定： ¥2,600 ⇒ ¥2,900

価格改定： ¥3,400 ⇒ ¥3,570

価格改定： ¥3,600 ⇒ ¥3,780

価格改定： ¥4,400 ⇒ ¥4,620

廃番

生産中止

⇒ ¥5,200

⇒ ¥2,200

⇒ ¥3,100

価格改定： ¥5,100

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

　　　　　　２０１６ 年　　８月  　２５ 日発行

　お手元のカタログに加筆修正の上、引き続きご活用の程お願い

　カタログ紙面に価格や仕様の訂正、メーカーによる価格改定があり

■弊社『総合カタログ№1100』をご利用いただき御礼申し上げます。

　ましたのでご案内いたします。
株式会社テラオカ

¥34,000

価格改定： ¥2,600

取扱中止

廃番

廃番

仕様変更：　（外径）　φ30　⇒　φ38

廃番

廃番

廃番

⇒ ¥2,700

価格改定： ¥3,000

価格改定： ¥1,900 ⇒ ¥2,000

⇒ ¥4,500

廃番

¥18,000

価格改定： ¥17,000 ⇒ ¥18,000

価格改定： ¥2,100

価格改定： ¥6,200 ⇒ ¥7,000

仕様訂正：　（高さ）　110mm　⇒　112mm

仕様訂正：　（最大径）　76mm　⇒　77mm

価格改定： ¥5,250 ⇒ ¥6,200

価格改定： ¥25,000 ⇒

価格改定： ¥17,000 ⇒ ¥18,000

廃番

廃番

価格改定： ¥2,750 ⇒ ¥3,900

価格改定： ¥4,150 ⇒ ¥4,800

仕様訂正：　（高さ）　68mm　⇒　70mm

仕様訂正：　（高さ）　90mm　⇒　92mm

仕様訂正　⇒　胴外径68×高さ91mm

仕様訂正　⇒　胴外径77×高さ111mm

仕様訂正　⇒　胴外径90×高さ125mm

¥3,900価格改定：

仕様訂正：　（首径）　22mm　⇒　20mm
　　　　　　　 （ゴム栓）　No.4　⇒　No.3

価格改定： ¥6,850

廃番

価格改定： ¥17,000

仕様訂正：　（最大径）　85mm　⇒　86mm

仕様訂正：　（最大径）　100mm　⇒　101mm

価格改定： ¥17,800 ⇒ ¥15,900

価格改定： ¥9,850 ⇒ ¥10,500

⇒ ¥18,000

価格改定： ¥17,000 ⇒ ¥18,000

⇒ ¥7,700

価格改定： ¥17,000 ⇒ ¥18,000

価格改定： ¥17,000 ⇒ ¥18,000

価格改定： ¥17,000 ⇒ ¥18,000

価格改定： ¥17,000 ⇒


