
1/9

頁 製品コード 品　　　名　・　型　　　番
46 10-1399-27 コンテナ　TC-1

46 10-1399-28 仕切板　大

46 10-1399-29 仕切板　小

46 99-1399-01 試薬瓶コンテナ / 100TC-1

46 99-1399-02 試薬瓶コンテナ / 250TC-1

46 99-1399-03 試薬瓶コンテナ / 500TC-1

46 99-1399-04 試薬瓶コンテナ / 1000TC-1

48 36-1090-30 タッグボックス / 01N

48 36-1090-31 タッグボックス / 02N

48 36-1090-32 タッグボックス / 03N

48 36-1090-33 タッグボックス / 04N

48 36-1090-34 タッグボックス / 05N

48 36-1090-35 タッグボックス / 06N

48 36-1090-36 タッグボックス / 07N

48 36-1090-37 タッグボックス / 08N

48 36-1090-38 タッグボックス / 09N

72 30-9099-10 ボンベ固定器 / NR-150

186 12-0934-01 ふるい枠(SUS304)　No.24F

186 12-0934-02 ふるい枠(SUS304)　No.27F

186 12-0934-03 ふるい枠(SUS304)　No.31F

186 12-0934-10 No.24F用ふるい替え網　4メッシュ（5.55mm）

186 12-0934-11 No.27F用ふるい替え網　4メッシュ（5.55mm）

186 12-1934-20 No.24F用ふるい替え網　7メッシュ（3.05mm）

186 12-1934-21 No.27F用ふるい替え網　7メッシュ（3.05mm）

186 12-0934-30 No.24F用ふるい替え網　9メッシュ（2.19mm）

186 12-0934-31 No.27F用ふるい替え網　9メッシュ（2.19mm）

186 12-0934-40 No.24F用ふるい替え網　12メッシュ（1.72mm）

186 12-0934-41 No.27F用ふるい替え網　12メッシュ（1.72mm）

186 12-0934-50 No.24F用ふるい替え網　20メッシュ（0.89mm）

186 12-0934-51 No.27F用ふるい替え網　20メッシュ（0.89mm）

186 12-0934-60 No.24F用ふるい替え網　30メッシュ（0.56mm）

186 12-0934-61 No.27F用ふるい替え網　30メッシュ（0.56mm）

186 12-0934-70 No.24F用ふるい替え網　50メッシュ（0.28mm）

186 12-0934-71 No.27F用ふるい替え網　50メッシュ（0.28mm）

186 12-0934-80 No.24F用ふるい替え網　65メッシュ（0.21mm）

186 12-0934-81 No.27F用ふるい替え網　65メッシュ（0.21mm）

191 12-0840-01 磁製ボールミルポット　No.90

191 12-0840-02 磁製ボールミルポット　No.120

191 12-0840-03 磁製ボールミルポット　No.150

191 12-0840-04 磁製ボールミルポット　No.180

191 12-0840-05 磁製ボールミルポット　No.210

191 12-0840-06 磁製ボールミルポット　No.240

191 12-0840-07 磁製ボールミルポット　No.300

191 12-0850-10～16 ステンレスボールミル用ゴムパッキン

227 12-0233-30 フッ素樹脂撹拌子ジャイアント型　GF57 / No.301301

227 12-0233-31 フッ素樹脂撹拌子ジャイアント型　GF108 / No.301302

227 12-0233-32 フッ素樹脂撹拌子ジャイアント型　GF159 / No.301303

227 12-0233-33 フッ素樹脂撹拌子ジャイアント型　GFR57 / No.301304

227 12-0233-34 フッ素樹脂撹拌子ジャイアント型　GFR108 / No.301305

227 12-0233-35 フッ素樹脂撹拌子ジャイアント型　GFR159 / No.301306

256 12-5765-01 真空デシケーター / TPHV-1

279 12-7000-20 超音波洗浄機　卓上型 / AU-12C

279 12-7000-21 超音波洗浄機　卓上型 / AU-16C

279 12-7000-22 超音波洗浄機　卓上型 / AU-25C

279 12-7000-23 超音波洗浄機　卓上型 / AU-26C

279 12-7000-24 超音波洗浄機　卓上型 / AU-50CB

279 12-7000-25 超音波洗浄機　卓上型 / AU-50C

279 12-7000-26 超音波洗浄機　卓上型 / AU-80C

279 12-7000-27 超音波洗浄機　卓上型 / AU-115C

279 12-7000-28 超音波洗浄機　卓上型 / AU-180C

279 12-7000-29 超音波洗浄機　卓上型 / AU-260C

280 12-7000-40 超音波洗浄機　卓上大型 / AU-308CB

2022/9/1より価格改定： ¥250 ⇒ ¥300
2022/9/1より価格改定： ¥4,850 ⇒ ¥5,500
2022/9/1より価格改定： ¥4,250 ⇒ ¥4,800
2022/9/1より価格改定： ¥4,000 ⇒ ¥4,500
2022/9/1より価格改定： ¥3,400 ⇒ ¥3,800

2022/9/1より価格改定： ¥5,300 ⇒ ¥5,700
2022/9/1より価格改定： ¥9,000 ⇒ ¥9,700
2022/9/1より価格改定： ¥11,500 ⇒ ¥12,200

2022/9/1より価格改定： ¥2,550 ⇒ ¥2,800
2022/9/1より価格改定： ¥350 ⇒ ¥400

2022/9/1より価格改定： ¥2,700 ⇒ ¥2,800
2022/9/1より価格改定： ¥3,600 ⇒ ¥3,900
2022/9/1より価格改定： ¥3,700 ⇒ ¥4,000
2022/9/1より価格改定： ¥4,000 ⇒ ¥4,300
2022/9/1より価格改定： ¥4,200 ⇒ ¥4,600

2022/9/1より価格改定： ¥2,200 ⇒ ¥2,400

2022/8/1より価格改定： ¥10,300 ⇒ ¥10,500
2022/8/1より価格改定： ¥33,000 ⇒ ¥50,000
2022/8/1より価格改定： ¥36,000 ⇒ ¥53,800
2022/8/1より価格改定： ¥41,000 ⇒ ¥61,300

取扱中止

価格改定： ¥8,000 ⇒ ¥9,400

2022/8/1より価格改定： ¥5,100 ⇒ ¥5,200
2022/8/1より価格改定： ¥6,600 ⇒ ¥7,400

2022/8/1より価格改定： ¥34,800 ⇒ ¥39,400

■テラオカ総合カタログ№1100改正表　2022年7月

変　更　箇　所

価格改定： ¥170,000 ⇒ ¥187,000
2022/8/1より価格改定： ¥34,800 ⇒ ¥39,400

2022/9/1より価格改定： ¥15,900 ⇒ ¥19,800
2022/9/1より価格改定： ¥25,000 ⇒ ¥35,600
2022/9/1より価格改定： ¥30,600 ⇒ ¥40,800

2022/9/1より価格改定： ¥7,300 ⇒ ¥7,900
2022/9/1より価格改定： ¥9,100 ⇒ ¥11,400
2022/9/1より価格改定： ¥11,700 ⇒ ¥12,800

2022/9/1より価格改定： ¥55,600 ⇒ ¥64,900

2022/8/1より価格改定： ¥138,800 ⇒ ¥156,900
2022/8/1より価格改定： ¥168,800 ⇒ ¥190,800
2022/8/1より価格改定： ¥218,800 ⇒ ¥247,300
2022/8/1より価格改定： ¥248,000 ⇒ ¥282,800

2022/8/1より価格改定： ¥82,800 ⇒ ¥93,600
2022/8/1より価格改定： ¥98,800 ⇒ ¥111,700

2022/8/1より価格改定： ¥49,800 ⇒ ¥56,300
2022/8/1より価格改定： ¥58,800 ⇒ ¥66,500
2022/8/1より価格改定： ¥73,800 ⇒ ¥83,400

¥2,900 ⇒ ¥3,100

価格改定： ¥3,600 ⇒ ¥3,800

価格改定： ¥2,900 ⇒

価格改定： ¥4,100 ⇒ ¥4,800

価格改定： ¥4,350 ⇒ ¥5,800

価格改定： ¥5,200 ⇒ ¥6,100

価格改定：

¥3,100

価格改定： ¥3,600 ⇒ ¥3,800

価格改定： ¥2,900 ⇒ ¥3,100

価格改定： ¥3,600 ⇒ ¥3,800

価格改定： ¥2,900 ⇒ ¥3,100

価格改定： ¥3,600 ⇒ ¥3,800

⇒ ¥3,800

価格改定： ¥2,900 ⇒ ¥3,100

価格改定： ¥3,600 ⇒ ¥3,800

価格改定： ¥2,900 ⇒ ¥3,100

価格改定： ¥3,600 ⇒ ¥3,800

価格改定： ¥2,900 ⇒ ¥3,100

価格改定： ¥3,600

価格改定： ¥2,900 ⇒ ¥3,100

価格改定： ¥3,600 ⇒ ¥3,800
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頁 製品コード 品　　　名　・　型　　　番

■テラオカ総合カタログ№1100改正表　2022年7月

変　更　箇　所
280 12-7000-41 超音波洗浄機　卓上大型 / AU-508CB

280 12-7000-42 超音波洗浄機　卓上大型 / AU-1008CB

280 12-7000-50～52 AU-308CB用オプション

280 12-7000-50 AU-308CB用SUSかぶせ蓋 / U1237011

280 12-7000-51 AU-308CB用SUS洗浄カゴ / C1810201

280 12-7000-52 AU-308CB用SUS架台（キャスター付） / C1920041

280 12-7000-53～55 AU-508CB用オプション

280 12-7000-53 AU-508CB用SUSかぶせ蓋 / U1247011

280 12-7000-54 AU-508CB用SUS洗浄カゴ / C1810311

280 12-7000-55 AU-508CB用SUS架台（キャスター付） / C1920051

280 12-7000-56～58 AU-1008CB用オプション

280 12-7000-56 AU-1008CB用SUSかぶせ蓋 / U1257011

280 12-7000-57 AU-1008CB用SUS洗浄カゴ / C1811251

280 12-7000-58 AU-1008CB用SUS架台（キャスター付） / C1920061

280 12-7000-60 超音波洗浄器　スタンド型 / AU-301C

280 12-7000-61 超音波洗浄器　スタンド型 / AU-301CO

280 12-7000-62 超音波洗浄器　スタンド型 / AU-501C

280 12-7000-63 超音波洗浄器　スタンド型 / AU-501CO

280 12-7000-64 超音波洗浄器　スタンド型 / AU-505C

280 12-7000-65 超音波洗浄器　スタンド型 / AU-505CO

281 12-7000-06 超音波洗浄機　ピペット型 / AU-106CR

281 12-7000-07 超音波洗浄機　ピペット型 / AU-156CR

281 12-7000-08 超音波洗浄機　ピペット型 / AU-176CR

370 14-4121-20 ゲーリュサック型比重瓶　5mL

370 14-4121-21 ゲーリュサック型比重瓶　10mL

370 14-4121-22 ゲーリュサック型比重瓶　25mL

370 14-4121-23 ゲーリュサック型比重瓶　50mL

370 14-4121-24 ゲーリュサック型比重瓶　100mL

373 14-4111-10 粘度カップ　NK-2

393 14-1380-15 プレパラート標本箱 / No.830387

393 14-1380-16 プレパラート標本箱 / No.830411

393 14-1380-30～31 プレパラート標本箱

434 20-0790-61 白金線ホルダー（真鍮製）/ SH

435 20-0790-55 コンラージ棒（ガラス）　三角型

482 20-3299-10 米式ビュレット挟み

482 20-3299-30 モール挟み　1ヶ掛

482 20-3299-40 モール挟み　2ヶ掛

482 20-3299-50 ビュレット棒

482 20-3299-60 磁製ビュレット台

482 - 米式ビュレット挟みセット

482 - 馬蹄ビュレット挟みセット

482 - モール挟み1ヶ掛セット

482 - モール挟み2ヶ掛セット

490 20-5210-10 筋入ロート　内径60mm

490 20-5210-11 筋入ロート　内径75mm

490 20-5210-12 筋入ロート　内径100mm

497・782 20-4215-01 デスカップ　50mL （1000個）

497・782 20-4215-02 デスカップ　100mL （1000個）

497・782 20-4215-03 デスカップ　150mL （1000個）

497・782 20-4215-04 デスカップ　200mL （1000個）

497・782 20-4215-05 デスカップ　300mL （500個）

497・782 20-4215-06 デスカップ　500mL （250個）

2022/8/1より価格改定： ¥298,000 ⇒ ¥349,000

価格改定： ¥1,000 ⇒ ¥1,800

2022/8/1より価格改定： ¥27,000 ⇒ ¥32,400

価格改定： ¥560 ⇒ ¥850

2022/8/1より価格改定： ¥2,700 ⇒ ¥4,200

⇒ ¥28,800

価格改定： ¥3,600 ⇒ ¥3,900

価格改定： ¥900 ⇒ ¥1,500

2022/8/1より価格改定　⇒　￥11,300
2022/9/1より価格改定　⇒　￥11,900

2022/8/1より価格改定　⇒　￥9,650
2022/9/1より価格改定　⇒　￥10,250

2022/8/1より価格改定　⇒　￥8,900
2022/9/1より価格改定　⇒　￥9,500

2022/8/1より価格改定　⇒　￥9,200
2022/9/1より価格改定　⇒　￥9,800

廃番

廃番

2022/9/1より価格改定： ¥3,200 ⇒ ¥3,800

2022/8/1より価格改定： ¥25,000 ⇒ ¥30,000

2022/8/1より価格改定： ¥26,000
2022/8/1より価格改定： ¥20,000

2022/8/1より価格改定： ¥298,000 ⇒ ¥339,800

2022/8/1より価格改定： ¥468,000 ⇒ ¥548,000

2022/8/1より価格改定： ¥418,000 ⇒ ¥476,600

¥438,000 ⇒ ¥509,000

⇒ ¥24,000

2022/8/1より価格改定： ¥19,000 ⇒ ¥22,800

2022/8/1より価格改定： ¥328,000 ⇒ ¥384,000

2022/8/1より価格改定： ¥24,000

表示訂正：　　　　　　　 ⇒

表示訂正：　　　　　　　 ⇒

表示訂正：　　　　　　　 ⇒

2022/8/1より価格改定： ¥378,000 ⇒ ¥439,000
2022/8/1より価格改定： ¥408,000 ⇒ ¥478,000
2022/8/1より価格改定：

¥305,000

2022/9/1より価格改定： ￥13　⇒　￥14.4
参考ケース価格訂正：　￥13,000　⇒　￥14,400

⇒ ¥34,800
2022/8/1より価格改定： ¥52,000 ⇒ ¥62,400
2022/8/1より価格改定： ¥35,000 ⇒ ¥42,000

2022/8/1より価格改定： ¥260,000 ⇒

2022/8/1より価格改定： ¥29,000

¥600

⇒ ¥31,200

¥4,700 ⇒ ¥5,500

価格改定： ¥550 ⇒

価格改定： ¥260 ⇒ ¥320

価格改定： ¥1,200 ⇒ ¥1,600

価格改定： ¥1,080 ⇒ ¥1,200

¥900

価格改定： ¥1,650 ⇒ ¥2,200

価格改定：

価格改定： ¥1,350 ⇒ ¥1,800

2022/9/1より価格改定： ¥8,300 ⇒ ¥9,000

価格改定： ¥3,400 ⇒ ¥4,200

価格改定： ¥4,000 ⇒ ¥4,900

価格改定： ¥3,200 ⇒ ¥3,800

価格改定： ¥3,200 ⇒ ¥3,900

価格改定： ¥800 ⇒

2022/9/1より価格改定： ￥18　⇒　￥20
参考ケース価格訂正：　￥18,000　⇒　￥20,000

2022/9/1より価格改定： ￥26　⇒　￥27.2
参考ケース価格訂正：　￥26,000　⇒　￥27,200

2022/9/1より価格改定： ￥33　⇒　￥36
参考ケース価格訂正：　￥16,500　⇒　￥18,000

2022/9/1より価格改定： ￥44　⇒　￥46
参考ケース価格訂正：　￥11,000　⇒　￥11,500

2022/9/1より価格改定： ￥14　⇒　￥15.8
参考ケース価格訂正：　￥14,000　⇒　￥15,800

03005 03505

03005 03505

03005 03505
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頁 製品コード 品　　　名　・　型　　　番

■テラオカ総合カタログ№1100改正表　2022年7月

変　更　箇　所

497・782 20-4215-07 デスカップ　1000mL （100個）

497・782 20-4215-08 デスカップ　2000mL （100個）

497・782 20-4215-10 デスカップ　200mL （500個）

497 20-4251-03 PE手付きビーカー　3L

498 20-4211-80 PPビーカー　100mL (100個)

498 20-4211-81 PPビーカー　200mL (100個)

498 20-4211-82 PPビーカー　300mL (100個)

498 20-4211-83 PPビーカー　500mL (100個)

498 20-4211-84 PPビーカー　1000mL (100個)

498 20-4251-10 PEビーカー　100mL (100個)

498 20-4251-11 PEビーカー　200mL (100個)

498 20-4251-12 PEビーカー　300mL (100個)

498 20-4251-13 PEビーカー　500mL (100個)

498 20-4251-14 PEビーカー　1000mL (100個)

501 20-4230-19 PFAビーカー　　20mL

501 20-4230-20 PFAビーカー　　30mL

501 20-4230-21 PFAビーカー　　50mL

501 20-4230-22 PFAビーカー　　100mL

501 20-4230-23 PFAビーカー　　200mL

501 20-4230-24 PFAビーカー　　300mL

501 20-4230-25 PFAビーカー　　500mL

501 20-4230-26 PFAビーカー　　1000mL

501 20-4230-60 PFA手付きビーカー　1L

501 20-4230-61 PFA手付きビーカー　2L

502 22-1290-40 フッ素樹脂PTFEるつぼ / No.012401

502 22-1290-41 フッ素樹脂PTFEるつぼ / No.012402

504 20-3022-01 PPメスシリンダー　10mL

504 20-3022-02 PPメスシリンダー　25mL

504 20-3022-03 PPメスシリンダー　50mL

504 20-3022-04 PPメスシリンダー　100mL

504 20-3022-06 PPメスシリンダー　250mL

504 20-3022-07 PPメスシリンダー　500mL

504 20-3022-08 PPメスシリンダー　1000mL

504 20-3022-09 PPメスシリンダー　2000mL

507 20-4011-10 平底フラスコ　10000mL

509 24-1510-12 透視度計　100型セット

510 24-1506-10 秤量管　白　φ18×H30mm

510 24-1506-14 秤量管　白　φ30×H30mm

510 24-1506-15 秤量管　白　φ30×H40mm

510 24-1506-16 秤量管　白　φ30×H50mm

510 24-1506-17 秤量管　白　φ30×H60mm

510 24-1506-19 秤量管　白　φ40×H30mm

510 24-1506-20 秤量管　白　φ40×H40mm

510 24-1506-21 秤量管　白　φ40×H50mm

510 24-1506-22 秤量管　白　φ40×H60mm

510 24-1506-23 秤量管　白　φ50×H30mm

510 24-1506-24 秤量管　白　φ50×H40mm

510 24-1506-25 秤量管　白　φ50×H50mm

510 24-1506-26 秤量管　白　φ50×H60mm

510 24-1506-27 秤量管　白　φ50×H70mm

510 24-1506-29 秤量管　白　φ60×H40mm

510 24-1506-30 秤量管　白　φ60×H50mm

510 24-1506-31 秤量管　白　φ60×H60mm

510 24-1506-32 秤量管　白　φ60×H75mm

510 24-1506-40 秤量管　茶　φ18×H30mm

510 24-1506-44 秤量管　茶　φ30×H30mm

510 24-1506-45 秤量管　茶　φ30×H60mm

510 24-1506-49 秤量管　茶　φ40×H40mm

⇒ ¥1,700
2022/9/1より価格改定： ¥2,750 ⇒ ¥3,100

2022/9/1より価格改定： ¥11,800 ⇒ ¥12,900
2022/9/1より価格改定： ¥24,300 ⇒ ¥26,200

2022/9/1より価格改定： ¥290 ⇒ ¥340
2022/9/1より価格改定： ¥340 ⇒ ¥400

⇒ ¥1,400
2022/9/1より価格改定： ¥1,500

2022/9/1より価格改定： ¥6,500 ⇒ ¥7,100
2022/9/1より価格改定： ¥9,800 ⇒ ¥10,600

2022/9/1より価格改定： ¥430 ⇒ ¥480
2022/9/1より価格改定： ¥490 ⇒ ¥540
2022/9/1より価格改定： ¥650 ⇒ ¥720
2022/9/1より価格改定： ¥1,250

¥1,900
2022/8/1より価格改定： ¥2,600 ⇒ ¥3,000

⇒2022/8/1より価格改定： ¥1,600

¥12,600

2022/9/1より価格改定： ¥7,800 ⇒ ¥8,400

2022/9/1より価格改定： ¥27,800 ⇒ ¥29,700
2022/9/1より価格改定： ¥5,800 ⇒ ¥6,400

2022/9/1より価格改定： ¥14,500 ⇒ ¥15,700

2022/9/1より価格改定： ¥10,800 ⇒ ¥11,300
2022/9/1より価格改定： ¥11,800 ⇒

¥1,100 ⇒ ¥1,200

価格改定： ¥930 ⇒

2022/9/1より価格改定： ￥630　⇒　￥740
参考ケース価格訂正：　￥22,680　⇒　￥26,640

価格改定： ¥23,000 ⇒ ¥25,000

価格改定： ¥940 ⇒ ¥1,050

価格改定： ¥920 ⇒ ¥1,050

価格改定：

廃番

¥1,050

価格改定： ¥940 ⇒ ¥1,050

価格改定： ¥1,160 ⇒ ¥1,280

価格改定： ¥1,530 ⇒ ¥1,690

価格改定： ¥1,090 ⇒ ¥1,200

価格改定： ¥1,150 ⇒ ¥1,270

¥940 ⇒ ¥1,050

価格改定：

価格改定： ¥1,530 ⇒ ¥1,690

価格改定： ¥1,530 ⇒ ¥1,690

価格改定： ¥1,520 ⇒ ¥1,690

価格改定： ¥1,530 ⇒ ¥1,690

価格改定： ¥2,270 ⇒ ¥2,500

価格改定： ¥2,280 ⇒ ¥2,500

価格改定： ¥2,270 ⇒ ¥2,500

価格改定： ¥2,270 ⇒ ¥2,500

価格改定： ¥1,160 ⇒ ¥1,280

価格改定： ¥1,490 ⇒ ¥1,640

価格改定： ¥1,200 ⇒ ¥1,320

価格改定： ¥1,120 ⇒ ¥1,240

価格改定： ¥2,200 ⇒ ¥3,400

価格改定： ¥3,400 ⇒ ¥5,000

⇒ ¥29,000

価格改定： ¥1,300 ⇒ ¥1,900

価格改定： ¥1,400 ⇒ ¥2,100

価格改定： ¥1,600 ⇒ ¥2,500

価格改定： ¥20,800 ⇒ ¥31,200

価格改定： ¥32,000 ⇒ ¥48,000

価格改定： ¥4,000 ⇒ ¥6,000

価格改定： ¥6,500 ⇒ ¥9,800

価格改定： ¥19,300

2022/9/1より価格改定： ￥82　⇒　￥84
参考ケース価格訂正：　￥8,200　⇒　￥8,400

2022/9/1より価格改定： ￥180　⇒　￥190
参考ケース価格訂正：　￥18,000　⇒　￥19,000

2022/9/1より価格改定： ￥28　⇒　￥29
参考ケース価格訂正：　￥14,000　⇒　￥14,500
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頁 製品コード 品　　　名　・　型　　　番

■テラオカ総合カタログ№1100改正表　2022年7月

変　更　箇　所
510 24-1506-50 秤量管　茶　φ40×H60mm

510 24-1506-51 秤量管　茶　φ50×H30mm

510 24-1506-52 秤量管　茶　φ50×H75mm

510 24-1506-53 秤量管　茶　φ60×H40mm

510 24-1506-54 秤量管　茶　φ60×H75mm

523 99-1620-10 ｱﾈｯｸｽﾗﾎﾞｼﾞｬｯｷ　ﾉﾌﾞﾊﾝﾄﾞﾙ式　ｽﾀﾝﾀﾞｰﾄﾞ / SS10-12

523 99-1620-11 ｱﾈｯｸｽﾗﾎﾞｼﾞｬｯｷ　ﾉﾌﾞﾊﾝﾄﾞﾙ式　ｽﾀﾝﾀﾞｰﾄﾞ / SS16-18

523 99-1620-12 ｱﾈｯｸｽﾗﾎﾞｼﾞｬｯｷ　ﾉﾌﾞﾊﾝﾄﾞﾙ式　ｽﾀﾝﾀﾞｰﾄﾞ / SS18-20

523 99-1620-13 ｱﾈｯｸｽﾗﾎﾞｼﾞｬｯｷ　ﾉﾌﾞﾊﾝﾄﾞﾙ式　ｽﾀﾝﾀﾞｰﾄﾞ / SS20-23

523 99-1620-20 ｱﾈｯｸｽﾗﾎﾞｼﾞｬｯｷ　ﾉﾌﾞﾊﾝﾄﾞﾙ式　ｽﾃﾝﾚｽ / SUS16-18

523 99-1620-21 ｱﾈｯｸｽﾗﾎﾞｼﾞｬｯｷ　ﾉﾌﾞﾊﾝﾄﾞﾙ式　ｽﾃﾝﾚｽ / SUS18-20

523 99-1620-22 ｱﾈｯｸｽﾗﾎﾞｼﾞｬｯｷ　ﾉﾌﾞﾊﾝﾄﾞﾙ式　ｽﾃﾝﾚｽ / SUS20-23

524 99-1620-30 ｱﾈｯｸｽﾗﾎﾞｼﾞｬｯｷ　ﾗﾁｪｯﾄﾊﾝﾄﾞﾙ式　ｽﾀﾝﾀﾞｰﾄﾞ / RSS16-18

524 99-1620-31 ｱﾈｯｸｽﾗﾎﾞｼﾞｬｯｷ　ﾗﾁｪｯﾄﾊﾝﾄﾞﾙ式　ｽﾀﾝﾀﾞｰﾄﾞ / RSS18-20

524 99-1620-32 ｱﾈｯｸｽﾗﾎﾞｼﾞｬｯｷ　ﾗﾁｪｯﾄﾊﾝﾄﾞﾙ式　ｽﾀﾝﾀﾞｰﾄﾞ / RSS20-23

524 99-1620-40 ｱﾈｯｸｽﾗﾎﾞｼﾞｬｯｷ　ﾗﾁｪｯﾄﾊﾝﾄﾞﾙ式　ｽﾃﾝﾚｽ / RSUS16-18

524 99-1620-41 ｱﾈｯｸｽﾗﾎﾞｼﾞｬｯｷ　ﾗﾁｪｯﾄﾊﾝﾄﾞﾙ式　ｽﾃﾝﾚｽ / RSUS18-20

524 99-1620-42 ｱﾈｯｸｽﾗﾎﾞｼﾞｬｯｷ　ﾗﾁｪｯﾄﾊﾝﾄﾞﾙ式　ｽﾃﾝﾚｽ / RSUS20-23

525 99-1620-33 ｱﾈｯｸｽﾗﾎﾞｼﾞｬｯｷ　ﾗﾁｪｯﾄﾊﾝﾄﾞﾙ式　ｽﾀﾝﾀﾞｰﾄﾞ / RSS25-27

525 99-1620-34 ｱﾈｯｸｽﾗﾎﾞｼﾞｬｯｷ　ﾗﾁｪｯﾄﾊﾝﾄﾞﾙ式　ｽﾀﾝﾀﾞｰﾄﾞ / RSS30-30

525 99-1620-35 ｱﾈｯｸｽﾗﾎﾞｼﾞｬｯｷ　ﾗﾁｪｯﾄﾊﾝﾄﾞﾙ式　ｽﾀﾝﾀﾞｰﾄﾞ / RSS40-40

525 99-1620-43 ｱﾈｯｸｽﾗﾎﾞｼﾞｬｯｷ　ﾗﾁｪｯﾄﾊﾝﾄﾞﾙ式　ｽﾃﾝﾚｽ / RSUS25-27

525 99-1620-44 ｱﾈｯｸｽﾗﾎﾞｼﾞｬｯｷ　ﾗﾁｪｯﾄﾊﾝﾄﾞﾙ式　ｽﾃﾝﾚｽ / RSUS30-30

525 99-1620-45 ｱﾈｯｸｽﾗﾎﾞｼﾞｬｯｷ　ﾗﾁｪｯﾄﾊﾝﾄﾞﾙ式　ｽﾃﾝﾚｽ / RSUS40-40

526 99-1620-50 ｱﾈｯｸｽﾗﾎﾞｼﾞｬｯｷ　回転ｸﾞﾘｯﾌﾟ付　ｽﾀﾝﾀﾞｰﾄﾞ / RSS16-18G

526 99-1620-51 ｱﾈｯｸｽﾗﾎﾞｼﾞｬｯｷ　回転ｸﾞﾘｯﾌﾟ付　ｽﾀﾝﾀﾞｰﾄﾞ / RSS18-20G

526 99-1620-52 ｱﾈｯｸｽﾗﾎﾞｼﾞｬｯｷ　回転ｸﾞﾘｯﾌﾟ付　ｽﾀﾝﾀﾞｰﾄﾞ / RSS20-23G

526 99-1620-53 ｱﾈｯｸｽﾗﾎﾞｼﾞｬｯｷ　回転ｸﾞﾘｯﾌﾟ付　ｽﾀﾝﾀﾞｰﾄﾞ / RSS25-27G

526 99-1620-54 ｱﾈｯｸｽﾗﾎﾞｼﾞｬｯｷ　回転ｸﾞﾘｯﾌﾟ付　ｽﾀﾝﾀﾞｰﾄﾞ / RSS30-30G

526 99-1620-55 ｱﾈｯｸｽﾗﾎﾞｼﾞｬｯｷ　回転ｸﾞﾘｯﾌﾟ付　ｽﾀﾝﾀﾞｰﾄﾞ / RSS40-40G

527 99-1620-60 ｱﾈｯｸｽﾗﾎﾞｼﾞｬｯｷ　回転ｸﾞﾘｯﾌﾟ付　ｽﾃﾝﾚｽ / RSUS16-18G

527 99-1620-61 ｱﾈｯｸｽﾗﾎﾞｼﾞｬｯｷ　回転ｸﾞﾘｯﾌﾟ付　ｽﾃﾝﾚｽ / RSUS18-20G

527 99-1620-62 ｱﾈｯｸｽﾗﾎﾞｼﾞｬｯｷ　回転ｸﾞﾘｯﾌﾟ付　ｽﾃﾝﾚｽ / RSUS20-23G

527 99-1620-63 ｱﾈｯｸｽﾗﾎﾞｼﾞｬｯｷ　回転ｸﾞﾘｯﾌﾟ付　ｽﾃﾝﾚｽ / RSUS25-27G

527 99-1620-64 ｱﾈｯｸｽﾗﾎﾞｼﾞｬｯｷ　回転ｸﾞﾘｯﾌﾟ付　ｽﾃﾝﾚｽ / RSUS30-30G

527 99-1620-65 ｱﾈｯｸｽﾗﾎﾞｼﾞｬｯｷ　回転ｸﾞﾘｯﾌﾟ付　ｽﾃﾝﾚｽ / RSUS40-40G

529 99-1625-10 ステンレスシステムスタンド　SUS-600型

530 99-1625-11 ステンレスシステムスタンド　SUS-900型

531 99-1625-12 ステンレスシステムスタンド　SUS-1200型

532 99-1625-13 ステンレスシステムスタンド　SUW-900型

533 99-1625-14 ステンレスシステムスタンド　SUW-1200型
535・539 22-0151-05 テラベース　SSB

535 99-1625-20 システムスタンド　SS-600型

535 99-1625-21 システムスタンド　SS-900型

535 99-1625-22 システムスタンド　SS-1200型

535 99-1625-23 システムスタンド　SS-1500型

535 99-1625-24 システムスタンド　SS-2000型

537 22-4002-20 ステンレスパイプ　Φ13×220mm / 13-220A

537 22-4002-21 ステンレスパイプ　Φ13×300mm / 13-300A

537 22-4002-22 ステンレスパイプ　Φ13×400mm / 13-400A

537 22-4002-23 ステンレスパイプ　Φ13×450mm / 13-450A

537 22-4002-24 ステンレスパイプ　Φ13×500mm / 13-500A

537 22-4002-25 ステンレスパイプ　Φ13×600mm / 13-600A

537 22-4002-26 ステンレスパイプ　Φ13×900mm / 13-900A

537 22-4002-27 ステンレスパイプ　Φ13×1000mm / 13-1000A

537 22-4002-28 ステンレスパイプ　Φ13×1200mm / 13-1200A

537 22-4002-29 ステンレスパイプ　Φ13×1500mm / 13-1500A

537 22-4002-30 ステンレスパイプ　Φ13×1800mm / 13-1800A

537 22-4002-31 ステンレスパイプ　Φ13×2000mm / 13-2000A

537 22-4002-32 ステンレスパイプ　Φ13×2500mm / 13-2500A

537 22-4002-33 ステンレスパイプ　Φ13×3000mm / 13-3000A

537 22-4002-34 ステンレスパイプ　Φ13×4000mm / 13-4000A

2022/8/1より価格改定： ¥4,980 ⇒ ¥5,700

2022/8/1より価格改定： ¥91,640 ⇒ ¥118,400
2022/8/1より価格改定： ¥98,200 ⇒ ¥126,800

2022/8/1より価格改定： ¥450 ⇒ ¥700

2022/8/1より価格改定： ¥320 ⇒ ¥500
2022/8/1より価格改定： ¥350 ⇒ ¥560

2022/8/1より価格改定： ¥720 ⇒ ¥1,100

2022/8/1より価格改定： ¥75,080 ⇒ ¥92,600
2022/8/1より価格改定： ¥84,830 ⇒ ¥104,600
2022/8/1より価格改定： ¥108,950 ⇒ ¥133,080

2022/8/1より価格改定： ¥105,060 ⇒ ¥135,700
2022/8/1より価格改定： ¥181,980 ⇒ ¥234,000
2022/8/1より価格改定： ¥195,140 ⇒ ¥251,000

2022/8/1より価格改定： ¥68,300 ⇒ ¥84,600

2022/8/1より価格改定： ¥2,400 ⇒ ¥2,900

2022/8/1より価格改定： ¥500 ⇒ ¥800

2022/8/1より価格改定： ¥860 ⇒ ¥1,300
2022/8/1より価格改定： ¥1,000 ⇒ ¥1,500

2022/8/1より価格改定： ¥380 ⇒ ¥600
2022/8/1より価格改定： ¥400 ⇒ ¥640

2022/8/1より価格改定： ¥1,250 ⇒ ¥1,500

2022/8/1より価格改定： ¥1,600 ⇒ ¥2,000
2022/8/1より価格改定： ¥2,000 ⇒ ¥2,600

2022/8/1より価格改定： ¥1,450 ⇒ ¥1,800

2022/8/1より価格改定： ¥117,350 ⇒ ¥144,080

⇒ ¥3,9002022/8/1より価格改定： ¥3,200

価格改定： ¥2,340 ⇒ ¥2,580

価格改定： ¥3,040 ⇒ ¥3,350

価格改定： ¥1,530 ⇒ ¥1,690

価格改定： ¥2,180 ⇒ ¥2,400

価格改定： ¥3,140 ⇒ ¥3,460
2022/9/1より価格改定： ¥11,000 ⇒ ¥13,000
2022/9/1より価格改定： ¥23,600 ⇒ ¥32,000

2022/9/1より価格改定： ¥44,300 ⇒ ¥51,000
2022/9/1より価格改定： ¥45,000 ⇒ ¥52,000
2022/9/1より価格改定： ¥52,000 ⇒ ¥60,000
2022/9/1より価格改定： ¥31,300 ⇒ ¥39,100

2022/9/1より価格改定： ¥114,000 ⇒ ¥119,700

2022/9/1より価格改定： ¥24,000 ⇒ ¥33,000
2022/9/1より価格改定： ¥25,300 ⇒ ¥34,000

2022/9/1より価格改定： ¥264,500 ⇒ ¥293,500

2022/9/1より価格改定： ¥31,700 ⇒ ¥40,100
2022/9/1より価格改定： ¥33,000 ⇒ ¥41,100
2022/9/1より価格改定： ¥52,000 ⇒ ¥58,100
2022/9/1より価格改定： ¥52,700 ⇒ ¥59,100

2022/9/1より価格改定： ¥141,800 ⇒ ¥173,500

2022/9/1より価格改定： ¥158,000 ⇒ ¥178,700
2022/9/1より価格改定： ¥260,000 ⇒ ¥289,000
2022/9/1より価格改定： ¥34,800 ⇒ ¥42,600

2022/9/1より価格改定： ¥55,500 ⇒ ¥61,600
2022/9/1より価格改定： ¥56,200 ⇒ ¥62,600
2022/9/1より価格改定： ¥63,200 ⇒ ¥70,600

2022/9/1より価格改定： ¥59,700 ⇒ ¥67,100
2022/9/1より価格改定： ¥56,500 ⇒ ¥68,700
2022/9/1より価格改定： ¥82,000 ⇒ ¥98,700
2022/9/1より価格改定： ¥137,300 ⇒ ¥169,000
2022/9/1より価格改定： ¥110,000 ⇒ ¥115,700

2022/9/1より価格改定： ¥35,200 ⇒ ¥43,600
2022/9/1より価格改定： ¥36,500 ⇒ ¥44,600
2022/9/1より価格改定： ¥60,500 ⇒ ¥72,700
2022/9/1より価格改定： ¥86,000 ⇒ ¥102,700

2022/9/1より価格改定： ¥162,000 ⇒ ¥182,700
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頁 製品コード 品　　　名　・　型　　　番

■テラオカ総合カタログ№1100改正表　2022年7月

変　更　箇　所
537 22-4003-01 ステンレスパイプ　Φ19×300mm / 19-300A

537 22-4003-02 ステンレスパイプ　Φ19×450mm / 19-450A

537 22-4003-03 ステンレスパイプ　Φ19×600mm / 19-600A

537 22-4003-04 ステンレスパイプ　Φ19×800mm / 19-800A

537 22-4003-05 ステンレスパイプ　Φ19×900mm / 19-900A

537 22-4003-06 ステンレスパイプ　Φ19×1200mm / 19-1200A

537 22-4003-07 ステンレスパイプ　Φ19×1500mm / 19-1500A

537 22-4003-08 ステンレスパイプ　Φ19×1800mm / 19-1800A

537 22-4003-09 ステンレスパイプ　Φ19×2000mm / 19-2000A

537 22-4003-10 ステンレスパイプ　Φ19×2500mm / 19-2500A

537 22-4003-11 ステンレスパイプ　Φ19×3000mm / 19-3000A

537 22-4003-12 ステンレスパイプ　Φ19×4000mm / 19-4000A

538 22-0152-10 ステンレス製スライド式斜補強棒 / SRN750

538 22-0153-10 ステンレスシステムスタンド用ベース / SUB-440

538 22-0199-20 サイドロック / SDE-13

540 22-0101-01 スタンド用支柱　Φ18×1000mm
540・542 22-0101-02 スタンド用支柱　Φ16×1000mm
540～542 22-0101-03 スタンド用支柱　Φ13×1000mm
540～542 22-0101-06 スタンド用支柱　Φ10×700mm

540 22-0110-20 ステンレス製H型スタンド　台　特大

540 22-0110-21 ステンレス製H型スタンド　台　大

540 22-0110-22 ステンレス製H型スタンド　台　中

540 22-0110-23 ステンレス製H型スタンド　台　小

540 22-0110-25 ステンレス製H型スタンド　特大セット

540 22-0110-26 ステンレス製H型スタンド　大セット

540 22-0110-27 ステンレス製H型スタンド　中セット

540 22-0110-28 ステンレス製H型スタンド　小セット
540・544 22-0110-32 H型スタンド　台　中

540 22-0110-37 H型スタンド　中セット

540 22-0110-38 H型スタンド　小セット

541 22-0111-10 ステンレス製平台スタンド　台　大

541 22-0111-11 ステンレス製平台スタンド　台　中

541 22-0111-12 ステンレス製平台スタンド　台　小

541 22-0111-15 ステンレス製平台スタンド　大セット

541 22-0111-16 ステンレス製平台スタンド　中セット

541 22-0111-17 ステンレス製平台スタンド　小セット

541 22-0111-25 平台スタンド　大セット

541 22-0111-26 平台スタンド　中セット

541 22-0111-27 平台スタンド　小セット

542 22-0112-15 馬蹄スタンド　中セット

542 22-0113-15 三ツ足スタンド　特大セット

542 22-0113-18 三ツ足スタンド　小セット

543 22-0242-01 両開きクランプ　大

543 22-0242-02 両開きクランプ　中

543 22-0242-03 両開きクランプ　小

543 22-0242-04 両開きクランプ　極小

543 22-0243-01 丸型クランプ　大

543 22-0243-02 丸型クランプ　中

543 22-0243-03 丸型クランプ　小

544 22-0242-30 フリークランプ　M

544 22-0242-31 フリークランプ　S

544 22-0242-40 フリーアーム

544 22-0242-41 クランプヘッド

544 22-0242-42 クリップヘッド

545 22-0242-43 アネックス両開きWクランプ / AKW-2

546 22-0241-01 チェーンクランプ / CHN-50

546 22-0247-01 カットリング　R-50

546 22-0247-02 カットリング　R-60

546 22-0247-03 カットリング　R-72

546 22-0247-04 カットリング　R-80

546 22-0247-05 カットリング　R-90

546 22-0247-06 カットリング　R-100

2022/9/1より価格改定： ¥1,200 ⇒ ¥2,800

¥31,000

価格改定： ¥920 ⇒ ¥960

価格改定： ¥950

2022/8/1より価格改定： ¥38,200

2022/8/1より価格改定： ¥4,500 ⇒

2022/8/1より価格改定： ¥24,000 ⇒

2022/8/1より価格改定： ¥3,200 ⇒ ¥4,200

廃番

2022/8/1より価格改定： ¥61,500 ⇒ ¥79,800

2022/8/1より価格改定： ¥1,500 ⇒ ¥1,800

¥3,900 ⇒ ¥4,800

2022/8/1より価格改定： ¥47,000 ⇒ ¥61,000

2022/8/1より価格改定： ¥4,900 ⇒ ¥6,400

2022/8/1より価格改定： ¥7,500 ⇒ ¥9,900

2022/8/1より価格改定：

⇒ ¥49,600

2022/8/1より価格改定： ¥38,000 ⇒ ¥49,400
2022/8/1より価格改定： ¥29,800 ⇒ ¥38,600

2022/8/1より価格改定： ¥33,000 ⇒ ¥42,800

¥56,000

2022/8/1より価格改定：

¥1,300 ⇒ ¥1,600
2022/8/1より価格改定： ¥3,500 ⇒ ¥4,400

2022/8/1より価格改定： ¥29,000 ⇒ ¥37,600
2022/8/1より価格改定： ¥23,500 ⇒ ¥30,400

2022/8/1より価格改定： ¥1,900 ⇒ ¥2,900
2022/8/1より価格改定： ¥1,600 ⇒ ¥2,800

2022/8/1より価格改定：

¥5,400
2022/8/1より価格改定：

⇒ ¥3,000

⇒ ¥1,200

2022/8/1より価格改定： ¥9,700 ⇒ ¥12,600

2022/8/1より価格改定： ¥8,500 ⇒ ¥11,000

2022/8/1より価格改定： ¥1,800

¥43,100 ⇒

2022/8/1より価格改定： ¥7,100 ⇒ ¥8,100

⇒ ¥1,000

価格改定： ¥970 ⇒ ¥1,050

¥34,600

⇒ ¥70,000

2022/8/1より価格改定： ¥6,000

2022/8/1より価格改定： ¥2,000

価格改定： ¥1,100 ⇒ ¥1,200

2022/8/1より価格改定： ¥7,000 ⇒ ¥9,000

2022/8/1より価格改定： ¥4,800 ⇒ ¥5,400

⇒ ¥92,400
2022/8/1より価格改定： ¥54,000

価格改定： ¥860 ⇒ ¥920

2022/8/1より価格改定： ¥32,200 ⇒ ¥41,800
2022/8/1より価格改定： ¥26,700 ⇒

⇒ ¥6,400

価格改定：

2022/8/1より価格改定： ¥71,200

⇒ ¥1,100
2022/8/1より価格改定： ¥990

⇒ ¥2,000

⇒ ¥780
2022/8/1より価格改定： ¥860

⇒ ¥16,400
2022/8/1より価格改定：

2022/8/1より価格改定： ¥3,300 ⇒ ¥4,200
2022/8/1より価格改定： ¥4,000 ⇒ ¥5,000

2022/8/1より価格改定： ¥8,000 ⇒

2022/8/1より価格改定： ¥2,500 ⇒ ¥3,200
2022/8/1より価格改定： ¥3,000 ⇒ ¥3,800

¥41,200 ⇒ ¥53,600

2022/8/1より価格改定： ¥2,100 ⇒ ¥2,700

2022/8/1より価格改定： ¥1,300 ⇒ ¥1,600
2022/8/1より価格改定： ¥1,550 ⇒ ¥2,000

2022/8/1より価格改定： ¥600

2022/8/1より価格改定： ¥4,900 ⇒ ¥5,800

¥16,800 ⇒ ¥18,800
2022/8/1より価格改定： ¥5,700 ⇒ ¥6,700

2022/8/1より価格改定： ¥9,800 ⇒ ¥11,300
2022/8/1より価格改定： ¥6,700 ⇒ ¥7,700

2022/8/1より価格改定： ¥14,400

¥1,100 ⇒ ¥1,200

¥9,600

2022/8/1より価格改定： ¥4,500 ⇒ ¥5,700

価格改定： ¥1,400 ⇒ ¥1,540

価格改定： ¥1,800 ⇒ ¥2,000

価格改定： ¥1,600 ⇒ ¥1,660
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頁 製品コード 品　　　名　・　型　　　番

■テラオカ総合カタログ№1100改正表　2022年7月

変　更　箇　所
546 22-0247-07 カットリング　R-115

546 22-0247-08 カットリング　R-130

546 22-0247-09 カットリング　R-160

547 22-0201-02 ステンレス製Cムッフ / C-13SUS

547 22-0202-10 ステンレス製角ムッフ / T-20A

547 22-0202-12 ステンレス製角ムッフ / T-18A

547 22-0202-20 ステンレス製角ムッフ / T-13A

547 22-0211-01 ステンレス製アングルムッフ / SU-1

547 22-0211-02 ステンレス製アングルムッフ / SU-2

548 22-0201-01 Cムッフ / C-13

548 22-0202-30 角ムッフ / T-2

548 22-0202-40 角ムッフ / T-1

548 22-0208-31 グローバルムッフ　TA

548 22-0208-32 グローバルムッフ　TB

549 22-0208-12 S型ムッフ　小

550 22-1307-10 ｽﾃﾝﾚｽﾄﾝｸﾞｽ（上製角仕上げ）　210mm / ST-21

550 22-1307-11 ｽﾃﾝﾚｽﾄﾝｸﾞｽ（上製角仕上げ）　240mm / ST-24

550 22-1307-12 ｽﾃﾝﾚｽﾄﾝｸﾞｽ（上製角仕上げ）　300mm / ST-30

554 22-1102-02 組立式ステンレス製三脚台（バーナー用）/ BS-120

554 22-1102-03 組立式三脚台　AF-90

554 22-1102-04 組立式三脚台　BF-120

579 20-6410-05 サンプル検出スパーテル / HS-320

588 22-2008-01～02 ディスポベラ

591 20-6001-10 ケミバンド　天然ゴム　大

591 20-6001-11 ケミバンド　天然ゴム　小

620 14-4610-01 土壌硬度計（山中式標準型）

620 14-4610-02 土壌硬度計（山中式ポケット型）

620 14-4610-03 果実硬度計　KM-5

620 14-4610-04 果実硬度計　KM-1

620 14-4610-13 木屋式硬度計A型

620 14-4610-14 木屋式硬度計B型

620 14-4610-15 木屋式硬度計C型

620 14-4610-16 木屋式硬度計D型

620 14-4610-17 木屋式硬度計E型

621 14-3561-50 TDR土壌水分計 / TDR-341F

621 16-2001-02 水分センサー（pH1.5-2.9） / EL2124

621 16-2001-03 水分センサー（pH2.5-3.9） / EL2127

621 16-2001-04 ECセンサー / EL2121

621 16-2001-08 土壌計PRN-41用硝酸イオン電極セット（土壌用）

621 16-2001-09 土壌計PRN-41用硝酸イオン電極セット（水質用）

622 33-0302-20 土中採水器　FV-428採水管（1000mm）

622 33-0302-21 土中採水器　FV-428簡易セット（1000mm）

622 33-0302-22 土中採水器　FV-428フルセット（1000mm）

622 33-0302-23 土中採水器　FV-428フルセット（2000mm）

622 33-0302-24 土中採水器　FV-443フルセット（300mm）

622 33-0302-25 土中採水器　FV-443フルセット（500mm）

622 33-0302-26 土中採水器　FV-443フルセット（1000mm）

622 33-0302-27 土中採水器　FV-443フルセット（2000mm）

622 33-0302-28 土中採水器　FV-453フルセット（300mm）

622 33-0302-29 土中採水器　FV-453フルセット（500mm）

622 33-0302-30 土中採水器　FV-453フルセット（1000mm）

622 33-0302-31 土中採水器　FV-453フルセット（2000mm）

622 33-0302-32 土中採水器　FV-448（100mm）

622 33-0302-33 土中採水器　FV-448（150mm）

622 33-0302-34 土中採水器　埋設型（尾崎式）

622 33-0302-35 FV-443用採水支持管（300mm）

622 33-0302-36 FV-443用採水支持管（500mm）

622 33-0302-37 FV-443用採水支持管（1000mm）

622 33-0302-38 FV-453用採水支持管（300mm）

622 33-0302-39 FV-453用採水支持管（500mm）

622 33-0302-40 FV-453用採水支持管（1000mm）

622 33-0302-41 採水ポンプ（5ヶ入）

価格改定： ¥700 ⇒ ¥900

¥450 ⇒ ¥550

¥1,300

価格改定： ¥1,300 ⇒ ¥1,500

価格改定： ¥450 ⇒ ¥550

価格改定：

¥210,000 ⇒ ¥230,000

価格改定： ¥168,000 ⇒

¥230,000

¥50,000

価格改定： ¥54,000 ⇒ ¥70,000

価格改定： ¥200,000 ⇒ ¥220,000

価格改定： ¥200,000 ⇒ ¥220,000

価格改定： ¥65,000 ⇒ ¥68,000

価格改定： ¥7,400 ⇒ ¥9,600

2022/8/1より価格改定： ¥560 ⇒ ¥700

¥175,000

価格改定：

価格改定： ¥36,000 ⇒

価格改定：

価格改定： ¥200,000 ⇒ ¥220,000

価格改定： ¥210,000 ⇒

廃番

価格改定： ¥66,000 ⇒

¥9,400

価格改定： ¥58,000 ⇒ ¥62,000

価格改定： ¥58,000 ⇒ ¥62,000

¥69,000

価格改定： ¥15,500 ⇒ ¥16,500

価格改定： ¥13,500 ⇒ ¥14,500

価格改定： ¥12,000 ⇒ ¥13,000

¥57,000 ⇒ ¥69,500

廃番

価格改定： ¥16,500 ⇒ ¥17,500

価格改定： ¥16,800 ⇒ ¥17,500

価格改定： ¥18,800 ⇒ ¥20,500

価格改定： ¥16,800 ¥17,500

価格改定： ¥21,800 ⇒ ¥31,800

価格改定： ¥21,800 ⇒ ¥23,000

⇒

価格改定：

価格改定： ¥6,800 ⇒ ¥7,500

価格改定： ¥26,800 ⇒ ¥36,800

価格改定： ¥23,800 ⇒ ¥33,800

¥21,800 ⇒ ¥31,800

価格改定： ¥14,000 ⇒ ¥15,500

価格改定： ¥14,000 ⇒ ¥15,500

価格改定： ¥14,000 ⇒ ¥15,500

価格改定： ¥6,800 ⇒ ¥7,500

価格改定： ¥6,000 ⇒ ¥6,500

価格改定： ¥21,000 ⇒ ¥31,000

価格改定： ¥19,000 ⇒ ¥29,000

価格改定： ¥19,000 ⇒ ¥29,000

価格改定： ¥16,000 ⇒ ¥16,500

2022/8/1より価格改定： ¥6,500 ⇒ ¥7,800

2022/8/1より価格改定： ¥1,150 ⇒ ¥1,400

2022/8/1より価格改定： ¥1,900 ⇒ ¥2,400
2022/8/1より価格改定：

2022/8/1より価格改定： ¥700 ⇒ ¥900

⇒ ¥11,600

価格改定： ¥7,800 ⇒ ¥10,000

価格改定：

¥600 ⇒ ¥800

2022/8/1より価格改定： ¥600 ⇒ ¥800

2022/8/1より価格改定： ¥980 ⇒ ¥1,200

価格改定： ¥1,150 ⇒

価格改定： ¥1,100 ⇒ ¥1,250

在庫限りで廃番

価格改定： ¥1,600 ⇒ ¥3,300

価格改定： ¥1,400 ⇒ ¥3,000

¥4,000 ⇒ ¥5,000

2022/9/1より価格改定： ¥4,000 ⇒ ¥5,000
2022/9/1より価格改定：

2022/9/1より価格改定： ¥6,300 ⇒ ¥8,000

2022/9/1より価格改定： ¥8,400 ⇒ ¥11,600

2022/9/1より価格改定： ¥4,000 ⇒ ¥5,000
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頁 製品コード 品　　　名　・　型　　　番

■テラオカ総合カタログ№1100改正表　2022年7月

変　更　箇　所
622 33-0302-42 ポンプホルダー

622 33-0302-43 支持管ホルダー

622 33-0302-44 遮光防水カバー

622 33-0302-45 シリンダー引張り治具

622 33-0302-46 FV-448用採水ポンプ（5ヶ入）

622 33-0302-47 FV-448用支持管及びポンプホルダー

679 30-0520-20～22 サクラメン手袋　スタンダード

679 30-0520-30～32 サクラメン手袋　エンボス

745 22-4335-40 クラウン真空エコホース　内径4.5×外径15mm

745 22-4335-41 クラウン真空エコホース　内径6×外径12mm

745 22-4335-42 クラウン真空エコホース　内径6×外径15mm

745 22-4335-43 クラウン真空エコホース　内径6×外径18mm

745 22-4335-44 クラウン真空エコホース　内径7.5×外径21mm

745 22-4335-45 クラウン真空エコホース　内径9×外径24mm

745 22-4335-46 クラウン真空エコホース　内径12×外径30mm

745 22-4335-47 クラウン真空エコホース　内径15×外径36mm

745 22-4335-48 クラウン真空エコホース　内径18×外径42mm

745 22-4335-49 クラウン真空エコホース　内径25×外径50mm

747 22-4338-12 テトロンブレードホース　内径50×外径62mm

747 22-4338-13 テトロンブレードホース　内径63×外径80mm

747 22-4338-14 テトロンブレードホース　内径75×外径92mm

760 22-3063-01 PFAﾛｯｸ ﾒｲﾙｺﾈｸﾀｰ  MC6-1/8

760 22-3063-02 PFAﾛｯｸ ﾒｲﾙｺﾈｸﾀｰ MC6-1/4

760 22-3063-03 PFAﾛｯｸ ﾒｲﾙｺﾈｸﾀｰ MC8-1/8

760 22-3063-04 PFAﾛｯｸ ﾒｲﾙｺﾈｸﾀｰ MC8-1/4

760 22-3063-05 PFAﾛｯｸ ﾒｲﾙｺﾈｸﾀｰ MC8-3/8

760 22-3063-06 PFAﾛｯｸ ﾒｲﾙｺﾈｸﾀｰ MC10-1/4

760 22-3063-07 PFAﾛｯｸ ﾒｲﾙｺﾈｸﾀｰ MC10-3/8

760 22-3063-08 PFAﾛｯｸ ﾒｲﾙｺﾈｸﾀｰ MC10-1/2

760 22-3063-20 PFAﾛｯｸ ﾒｲﾙｴﾙﾎﾞ ME6-1/8

760 22-3063-21 PFAﾛｯｸ ﾒｲﾙｴﾙﾎﾞ ME6-1/4

760 22-3063-22 PFAﾛｯｸ ﾒｲﾙｴﾙﾎﾞ ME8-1/8

760 22-3063-23 PFAﾛｯｸ ﾒｲﾙｴﾙﾎﾞ ME8-1/4

760 22-3063-24 PFAﾛｯｸ ﾒｲﾙｴﾙﾎﾞ ME8-3/8

760 22-3063-25 PFAﾛｯｸ ﾒｲﾙｴﾙﾎﾞ ME10-1/4

760 22-3063-26 PFAﾛｯｸ ﾒｲﾙｴﾙﾎﾞ ME10-3/8

760 22-3063-27 PFAﾛｯｸ ﾒｲﾙｴﾙﾎﾞ ME10-1/2

760 22-3063-60 ＰＦＡロックナット  Ｎ6

760 22-3063-61 ＰＦＡロックナット  Ｎ8

760 22-3063-62 ＰＦＡロックナット  Ｎ10

760 22-3063-65 PFAﾛｯｸﾌｪﾙｰﾙ F6

760 22-3063-66 PFAﾛｯｸﾌｪﾙｰﾙ F8

760 22-3063-67 PFAﾛｯｸﾌｪﾙｰﾙ F10

761 22-3063-40 PFAﾛｯｸ 溝切ｶｯﾀｰ

761 22-3063-45 PFAﾛｯｸ ﾕﾆｵﾝｽﾄﾚｰﾄ US-6

761 22-3063-46 PFAﾛｯｸ ﾕﾆｵﾝｽﾄﾚｰﾄ US-8

761 22-3063-47 PFAﾛｯｸ ﾕﾆｵﾝｽﾄﾚｰﾄ US-10

761 22-3063-50 PFAﾛｯｸ ﾕﾆｵﾝｴﾙﾎﾞ UE-6

761 22-3063-51 PFAﾛｯｸ ﾕﾆｵﾝｴﾙﾎﾞ UE-8

761 22-3063-52 PFAﾛｯｸ ﾕﾆｵﾝｴﾙﾎﾞ UE-10

761 22-3063-55 PFAﾛｯｸ ﾕﾆｵﾝﾃｨ UT-6

761 22-3063-56 PFAﾛｯｸ ﾕﾆｵﾝﾃｨ UT-8

761 22-3063-57 PFAﾛｯｸ ﾕﾆｵﾝﾃｨ UT-10

770 22-3082-70 フッ素樹脂二方ストップコック（ＰＴＦＥ）/ №110001

770 22-3082-71 フッ素樹脂二方ストップコック（ＰＴＦＥ）/ №110002

770 22-3082-72 フッ素樹脂二方ストップコック（ＰＴＦＥ）/ №110003

770 22-3082-73 フッ素樹脂二方ストップコック（ＰＴＦＥ）/ №110004

770 22-3082-74 フッ素樹脂二方ストップコック（ＰＴＦＥ）/ №110005

770 22-3082-75 フッ素樹脂二方ストップコック（ＰＴＦＥ）/ №110006

770 22-3082-76 フッ素樹脂二方ストップコック（ＰＴＦＥ）/ №110007

770 22-3082-80 フッ素樹脂三方ストップコック（ＰＴＦＥ）/ №110101

770 22-3082-81 フッ素樹脂三方ストップコック（ＰＴＦＥ）/ №110102

2022/8/1より価格改定： ¥890 ⇒ ¥980

価格改定： ¥2,800 ⇒ ¥3,600

価格改定： ¥2,800 ⇒ ¥3,600

価格改定： ¥3,100 ⇒ ¥4,100

価格改定：

¥6,500

⇒ ¥4,100

⇒ ¥4,100

¥3,100

¥3,400 ⇒ ¥4,400価格改定：

価格改定：

価格改定： ¥3,400 ⇒ ¥4,400

価格改定： ¥3,100 ⇒ ¥4,100

価格改定：

¥4,900 ⇒

¥3,100

価格改定： ¥600 ⇒ ¥700

価格改定： ¥4,000 ⇒ ¥4,500

価格改定： ¥500 ⇒ ¥600

価格改定： ¥680 ⇒ ¥750

価格改定： ¥500 ⇒ ¥600

価格改定： ¥1,000 ⇒ ¥1,200

2022/8/1より価格改定： ¥5,700 ⇒ ¥6,000
2022/8/1より価格改定： ¥10,900 ⇒ ¥11,600
2022/8/1より価格改定： ¥13,100 ⇒ ¥14,000

2022/8/1より価格改定： ¥750 ⇒ ¥1,000
2022/8/1より価格改定： ¥1,000 ⇒ ¥1,400

¥840
2022/8/1より価格改定： ¥1,150 ⇒ ¥1,270
2022/8/1より価格改定： ¥1,700 ⇒ ¥1,870
2022/8/1より価格改定： ¥1,750 ⇒ ¥1,930

2022/8/1より価格改定： ¥640 ⇒ ¥700
2022/8/1より価格改定： ¥760 ⇒

2022/8/1より価格改定： ¥6,400 ⇒ ¥7,040

2022/8/1より価格改定： ¥2,600 ⇒ ¥2,860
2022/8/1より価格改定： ¥3,650 ⇒ ¥4,000
2022/8/1より価格改定： ¥4,850 ⇒ ¥5,340

価格改定： ¥1,250 ⇒ ¥1,900

価格改定： ¥1,700 ⇒ ¥2,500

価格改定： ¥1,800 ⇒ ¥2,700

価格改定： ¥1,250 ⇒ ¥1,900

価格改定： ¥1,300 ⇒ ¥2,000

価格改定： ¥1,400 ⇒ ¥2,100

価格改定： ¥1,400 ⇒ ¥2,100

価格改定： ¥2,200 ⇒ ¥3,300

価格改定： ¥2,450 ⇒ ¥3,700

価格改定： ¥1,500 ⇒ ¥2,300

価格改定： ¥1,550 ⇒ ¥2,300

価格改定： ¥2,150 ⇒ ¥3,200

価格改定： ¥1,000 ⇒ ¥1,500

⇒ ¥2,500

¥3,600 ⇒ ¥5,300

価格改定： ¥3,800 ⇒ ¥5,600

価格改定： ¥10,200 ⇒ ¥11,000

価格改定： ¥2,100

価格改定： ¥1,050 ⇒ ¥1,600

⇒ ¥3,200

価格改定： ¥3,700 ⇒ ¥5,600

価格改定： ¥2,200 ⇒ ¥3,300

価格改定： ¥2,300 ⇒ ¥3,400

価格改定： ¥2,600 ⇒ ¥3,800

価格改定： ¥3,200 ⇒ ¥4,800

価格改定： ¥3,300 ⇒ ¥5,000

価格改定： ¥1,100 ⇒ ¥1,700

価格改定： ¥3,300 ⇒ ¥4,900

価格改定：

価格改定： ¥1,750 ⇒ ¥2,700

価格改定： ¥1,550 ⇒ ¥2,300

価格改定： ¥1,950 ⇒ ¥2,900

価格改定： ¥2,000 ⇒ ¥3,100

価格改定： ¥1,600 ⇒ ¥2,400

価格改定： ¥1,650
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頁 製品コード 品　　　名　・　型　　　番

■テラオカ総合カタログ№1100改正表　2022年7月

変　更　箇　所
770 22-3082-82 フッ素樹脂三方ストップコック（ＰＴＦＥ）/ №110103

770 22-3082-83 フッ素樹脂三方ストップコック（ＰＴＦＥ）/ №110104

770 22-3082-84 フッ素樹脂三方ストップコック（ＰＴＦＥ）/ №110105

770 22-3082-85 フッ素樹脂三方ストップコック（ＰＴＦＥ）/ №110106

770 22-3082-86 フッ素樹脂三方ストップコック（ＰＴＦＥ）/ №110107

778 22-4001-01 ステンレスチューブ / G-30

778 22-4001-02 ステンレスチューブ / G-29

778 22-4001-03 ステンレスチューブ / G-28

778 22-4001-04 ステンレスチューブ / G-27

778 22-4001-05 ステンレスチューブ / G-26

778 22-4001-06 ステンレスチューブ / G-25

778 22-4001-07 ステンレスチューブ / G-24

778 22-4001-08 ステンレスチューブ / G-23

778 22-4001-09 ステンレスチューブ / G-22

778 22-4001-10 ステンレスチューブ / G-21

778 22-4001-11 ステンレスチューブ / G-20

778 22-4001-12 ステンレスチューブ / G-19

778 22-4001-13 ステンレスチューブ / G-18

778 22-4001-14 ステンレスチューブ / G-17

778 22-4001-15 ステンレスチューブ / G-16

778 22-4001-16 ステンレスチューブ / G-15

778 22-4001-17 ステンレスチューブ / G-14

778 22-4001-18 ステンレスチューブ / G-13

778 22-4001-19 ステンレスチューブ / G-12

778 22-4001-20 ステンレスチューブ / G-11

778 22-4001-21 ステンレスチューブ / G-10

778 22-4001-22 ステンレスチューブ / G-9

778 22-4001-23 ステンレスチューブ / G-8

830 24-1590-15 ガラス水槽　Φ240×120mm

830 24-1590-16 ガラス水槽　Φ300×150mm

839 24-0511-20 フッ素樹脂(PTFE)ジャー　15mL / №160101

839 24-0511-21 フッ素樹脂(PTFE)ジャー　30mL / №160102

839 24-0511-22 フッ素樹脂(PTFE)ジャー　60mL / №160103

839 24-0511-23 フッ素樹脂(PTFE)ジャー　120mL / №160104

839 24-0511-24 フッ素樹脂(PTFE)ジャー　240mL / №160105

839 24-0511-25 フッ素樹脂(PTFE)ジャー　360mL / №160106

839 24-0511-26 フッ素樹脂(PTFE)ジャー　480mL / №160107

839 24-0511-27 フッ素樹脂(PTFE)ジャー　1000mL / №160108

839 24-0511-28 フッ素樹脂(PTFE)ジャー　2200mL / №160109

839 24-0512-62 フッ素樹脂(PTFE)広口ボトル　10mL / №015701

839 24-0512-63 フッ素樹脂(PTFE)広口ボトル　25mL / №015702

839 24-0512-64 フッ素樹脂(PTFE)広口ボトル　50mL / №015703

839 24-0512-65 フッ素樹脂(PTFE)広口ボトル　100mL / №015704

839 24-0512-66 フッ素樹脂(PTFE)広口ボトル　250mL / №015705

839 24-0512-67 フッ素樹脂(PTFE)広口ボトル　500mL / №015706

839 24-0512-68 フッ素樹脂(PTFE)広口ボトル　1000mL / №015707

839 24-0512-70 フッ素樹脂(PTFE)広口密閉ボトル　1mL / №131401

839 24-0512-71 フッ素樹脂(PTFE)広口密閉ボトル　5mL / №131403

839 24-0512-72 フッ素樹脂(PTFE)広口密閉ボトル　10mL / №131404

839 24-0512-73 フッ素樹脂(PTFE)広口密閉ボトル　25mL / №131405

839 24-0512-74 フッ素樹脂(PTFE)広口密閉ボトル　50mL / №131406

839 24-0512-75 フッ素樹脂(PTFE)広口密閉ボトル　100mL / №131407

839 24-0512-76 フッ素樹脂(PTFE)広口密閉ボトル　150mL / №131408

839 24-0512-77 フッ素樹脂(PTFE）広口密閉ボトル　250mL / №131409

839 24-0512-78 フッ素樹脂(PTFE)広口密閉ボトル　500mL / №131410

848 24-0180-10 パッカー（角型）　3L

848 24-0180-12 パッカー（角型）　5L

848 24-0180-14 パッカー（角型）　10L

848 24-0180-16 パッカー（角型）　15L

848 24-0180-18 パッカー（角型）　20L

848 24-0180-20 パッカー（丸型）　3L

848 24-0180-22 パッカー（丸型）　5L 2022/9/1より価格改定： ¥1,600 ⇒ ¥1,800

2022/9/1より価格改定： ¥1,400 ⇒ ¥1,600
2022/9/1より価格改定： ¥1,600
2022/9/1より価格改定： ¥2,200 ⇒ ¥2,500
2022/9/1より価格改定： ¥2,600 ⇒ ¥2,900
2022/9/1より価格改定： ¥3,100 ⇒ ¥3,600

⇒ ¥81,600

2022/8/1より価格改定： ¥5,000 ⇒ ¥6,200

2022/8/1より価格改定： ¥4,500 ⇒ ¥5,600

2022/8/1より価格改定： ¥9,600 ⇒ ¥13,000

⇒ ¥1,800

2022/9/1より価格改定： ¥1,400 ⇒ ¥1,600

2022/8/1より価格改定： ¥11,000 ⇒ ¥13,900
2022/8/1より価格改定： ¥15,400 ⇒ ¥17,200

¥4,500

2022/8/1より価格改定： ¥35,600 ⇒ ¥45,500
2022/8/1より価格改定： ¥64,000

2022/8/1より価格改定： ¥7,100 ⇒ ¥8,900
2022/8/1より価格改定： ¥7,700 ⇒ ¥9,700

2022/8/1より価格改定： ¥112,200 ⇒ ¥143,000
2022/8/1より価格改定： ¥2,500 ⇒ ¥2,900
2022/8/1より価格改定： ¥2,700 ⇒ ¥3,400
2022/8/1より価格改定： ¥3,700 ⇒

2022/8/1より価格改定： ¥14,500 ⇒ ¥18,400
2022/8/1より価格改定： ¥16,300 ⇒ ¥20,500

2022/8/1より価格改定： ¥15,300 ⇒ ¥21,000
2022/8/1より価格改定： ¥14,200 ⇒ ¥18,400

2022/8/1より価格改定： ¥25,900 ⇒ ¥33,100
2022/8/1より価格改定： ¥51,900 ⇒ ¥62,700
2022/8/1より価格改定： ¥5,700 ⇒ ¥7,700

⇒ ¥9,700

2022/8/1より価格改定： ¥4,000 ⇒ ¥4,500
2022/8/1より価格改定： ¥5,300 ⇒ ¥6,000

価格改定： ¥4,300 ⇒ ¥5,200

価格改定：

2022/8/1より価格改定： ¥10,500 ⇒ ¥12,700

価格改定： ¥4,300

¥4,900 ⇒ ¥6,500

⇒ ¥4,400

2022/8/1より価格改定： ¥6,800 ⇒ ¥7,500
2022/8/1より価格改定： ¥8,700

⇒ ¥5,200

¥3,600

価格改定： ¥2,000 ⇒ ¥2,900

価格改定： ¥2,000 ⇒ ¥2,900

価格改定： ¥3,400 ⇒ ¥4,500

価格改定： ¥3,400

¥2,400 ⇒ ¥3,600

価格改定： ¥2,000 ⇒ ¥2,900

価格改定： ¥2,400 ⇒

価格改定： ¥2,500 ⇒ ¥2,900

価格改定： ¥2,500 ⇒ ¥2,900

価格改定： ¥2,500 ⇒ ¥2,900

¥3,600

価格改定： ¥2,000 ⇒ ¥2,900

価格改定： ¥2,000 ⇒ ¥2,900

価格改定： ¥2,000 ⇒ ¥2,900

価格改定： ¥2,000 ⇒ ¥2,900

価格改定： ¥4,400 ¥6,300

価格改定： ¥3,500 ⇒ ¥5,000

価格改定： ¥3,500 ⇒ ¥5,000

価格改定： ¥2,400 ⇒

価格改定：

¥4,400 ⇒ ¥6,300

価格改定： ¥4,400 ⇒ ¥6,300

価格改定： ¥3,500 ⇒ ¥5,000

価格改定： ¥3,500 ⇒ ¥5,000

⇒ ¥7,600

価格改定：

⇒

価格改定： ¥3,500 ⇒ ¥5,000

価格改定： ¥24,000 ⇒ ¥27,600

価格改定： ¥20,000 ⇒ ¥23,000

価格改定： ¥5,100 ⇒ ¥7,600

価格改定： ¥5,100
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頁 製品コード 品　　　名　・　型　　　番

■テラオカ総合カタログ№1100改正表　2022年7月

変　更　箇　所
848 24-0180-24 パッカー（丸型）　10L

848 24-0180-26 パッカー（丸型）　15L

848 24-0180-28 パッカー（丸型）　20L

最新版の改正表は

次のところよりご確認下さい。

2022/9/1より価格改定： ¥2,000 ⇒ ¥2,200
2022/9/1より価格改定： ¥2,500 ⇒ ¥2,800
2022/9/1より価格改定： ¥3,000 ⇒ ¥3,500

株式会社テラオカ

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

　お手元のカタログに加筆修正の上、引き続きご活用の程お願い

　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
　　　　　　２０２２年　　７月  　２１日発行

　ましたのでご案内いたします。

■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。


