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■テラオカ総合カタログ№1100 改正表 23
頁
製品コード
品
名 ・ 型
番
103 10-1802-50～51 ひっぱり棒付＆床付き台車タイプ
130
130
130

12-4201-10
12-4202-08
12-4203-09
12-4204-07
12-4205-07
131
12-4206-07
131 12-4220-10～42

変 更 箇 所

マントルヒーター GB型 10000mL / GB-100
マントルヒーター GBS型 10000mL / GBS-100
マントルヒーター GBR型 10000mL / GBR-100

廃番
表記追記： ※φ230 or φ240をご指示下さい。
表記追記： ※φ230 or φ240をご指示下さい。
表記追記： ※φ230 or φ240をご指示下さい。

マントルヒーター GBRT型 10000mL / GBRT-100

表記追記： ※φ230 or φ240をご指示下さい。

抽出器用マントルヒーター

表記追記： 納期確認マーク追記（受注生産）

187

12-0928-90

フッ素樹脂ふるい平皿付 №127301

仕様追記：内径/φ70・深さ/15・糸径/φ0.2・マス目大きさ
/0.44角 ⇒ 内径φ70mm×外径φ80mm×深さ15mm・
メッシュ40・糸径φ0.2μ・目開き0.44mm

187

12-0928-91

フッ素樹脂ふるい平皿付 №127302

仕様追記：内径/φ70・深さ/15・糸径/φ0.2・マス目大きさ
/0.65角 ⇒ 内径φ70mm×外径φ80mm×深さ15mm・
メッシュ/30・糸径/φ0.2μ・目開き/0.65mm

187

12-0928-92

フッ素樹脂ふるい平皿付 №127303

仕様追記：内径/φ92・深さ/18・糸径/φ0.2・マス目大きさ
/0.44角 ⇒ 内径φ92mm×外径φ105mm×深さ18mm・
メッシュ/40・糸径/φ0.2μ・目開き/0.44mm

187

12-0928-93

フッ素樹脂ふるい平皿付 №127304

仕様追記：内径/φ92・深さ/18・糸径/φ0.2・マス目大きさ
/0.65角 ⇒ 内径φ92mm×外径φ105mm×深さ18mm・
メッシュ/30・糸径/φ0.2μ・目開き/0.65mm

192
192
192
192
192
192
192
192

12-0392-01
12-0392-02
12-0392-03
12-0392-20
12-0392-21
12-0392-22
12-0392-23
12-0392-24

フッ素樹脂PTFE撹拌棒 №2064-01
フッ素樹脂PTFE撹拌棒 №2064-02
フッ素樹脂PTFE撹拌棒 №2064-03
フッ素樹脂PTFEオール被覆撹拌棒
フッ素樹脂PTFEオール被覆撹拌棒
フッ素樹脂PTFEオール被覆撹拌棒
フッ素樹脂PTFEオール被覆撹拌棒
フッ素樹脂PTFEオール被覆撹拌棒

197

12-0393-10

撹拌羽根L型・SUS304 65mm

197

12-0393-11

撹拌羽根LS型・SUS304 45mm

197

12-0393-12

撹拌羽根H型・SUS304 70mm

197

12-0393-13

撹拌羽根タービン型・SUS304 55mm

200
200

12-0303-62
12-0303-63

薬注タンク用可搬式撹拌機 / KP-4005
薬注タンク用可搬式撹拌機 / KP-4006

№025401
№025402
№025403
№025404
№025405

203 12-0325-50～65 ポータブルミキサー A610
203 12-0325-70～85 ポータブルミキサー A630
203 12-0325-71・-81 ポータブルミキサー A630-0.1AS 100V
203 12-0325-72・-82 ポータブルミキサー A630-0.1BS 200V
203

12-0325-84

ポータブルミキサー A730-0.2BS 200V（SUS316）

204 12-0326-10～24 ポータブルミキサー A640
227
12-0236-21 フッ素樹脂撹拌子取出し棒 / №310202
232 12-8000-45～47 エアーポンプ
235 12-8201-51～54 ケミカルハンデｨポンプ MHO-20シリーズ
240
12-8105-65 ダイヤフラム式定量ポンプ（PVC仕様）/ CZD-1100
242
12-8104-80 マグネットポンプ / TSN-6PL（50Hz）
242
12-8104-81 マグネットポンプ / TSN-6PL（60Hz）
242
12-8104-82 マグネットポンプ / TSN-6PL-30（50Hz）
242
12-8104-83 マグネットポンプ / TSN-6PL-30（60Hz）
242
12-8104-84 マグネットポンプ / TSN-6PL-15（50・60Hz）
242
12-8104-85 マグネットポンプ / TSN-6PL-35（50・60Hz）
243
12-8103-40 自吸式ろ過機ケミファイン / YD-20Y6CT
243
12-8103-41 自吸式ろ過機ケミファイン / YD-2000CT
243
12-8103-42 自吸式ろ過機ケミファイン / YD-20A6CT
243
12-8103-43 自吸式ろ過機ケミファイン / YD-20A0CT

寸法訂正： 全長450mm ⇒ 480mm
寸法訂正： 全長500mm ⇒ 530mm
寸法訂正： 全長600mm ⇒ 630mm
寸法訂正： 全長350mm ⇒ 375mm
寸法訂正： 全長400mm ⇒ 425mm
寸法訂正： 全長450mm ⇒ 475mm
寸法訂正： 全長500mm ⇒ 525mm
寸法訂正： 全長600mm ⇒ 625mm
品名変更： 撹拌翼４枚羽根８φ×65mm SUS304
価格改正： \1,500 ⇒ \2,000
品名変更： 撹拌翼３枚羽根８φ×45mm SUS304
価格改正： \1,300 ⇒ \1,500
品名変更： 撹拌翼４枚羽根H型８φ×70mm
SUS304
価格改正： \2,000 ⇒ \2,700
取扱中止で代替品あり
代替品：12-0393-16 撹拌翼 タービン平羽根型
8φ×55mm SUS316 \5,200
価格改定： ¥271,000 ⇒ ¥352,000
価格改定： ¥332,000 ⇒ ¥469,000
モデルチェンジ（仕様詳細はお問合せ下さい）
型番変更： A610 ⇒ A710
モデルチェンジ（仕様詳細はお問合せ下さい）
型番変更： A630 ⇒ A730
型式変更： A630-0.1AS ⇒ A730-0.09AS
モータ動力訂正： 0.1kW ⇒ 0.09kW
型式変更： A630-0.1BS ⇒ A730-0.09BS
モータ動力訂正： 0.1kW ⇒ 0.09kW
価格改定： ¥382,400 ⇒ ¥392,400
モデルチェンジ（仕様詳細はお問合せ下さい）
型番変更： A640 ⇒ A740
廃番
廃番
表記訂正： 13005 ⇒ 13505
型番訂正： CZD-1100 ⇒ CZD-1000 ■寸法欄も訂正

廃番
廃番
廃番
廃番
廃番
廃番
価格改定：
価格改定：
価格改定：
価格改定：

¥105,000
¥127,000
¥105,000
¥131,000

⇒
⇒
⇒
⇒

¥110,000
¥134,000
¥110,000
¥134,000
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頁
製品コード
品
名 ・ 型

番

243
243
245
246
246
246
246
246
246
246
246
246
246
346
358
358
358
362

12-8103-44
12-8103-48
12-8103-13
24-0396-10
24-0396-11
24-0396-12
24-0396-13
24-0396-14
24-0396-15
24-0396-16
24-0396-17
24-0396-18
24-0396-19
16-2920-20
14-3335-20～25
14-3335-30～35
14-3335-40～45
14-3311-20～24

自吸式ろ過機ケミファイン / YD-4000CT
自吸式ろ過機ケミファイン / YD-13B5CT
マグネットギヤポンプ MG221XRC-10/20
硬質塩ビタンク 50L / V-50
硬質塩ビタンク 100L / V-100
硬質塩ビタンク 200L / V-200
硬質塩ビタンク 300L / V-300
硬質塩ビタンク 400L / V-400
硬質塩ビタンク 500L / V-500
硬質塩ビタンク 600L / V-600
硬質塩ビタンク 700L / V-700
硬質塩ビタンク 800L / V-800
硬質塩ビタンク 1000L / V-1000
銀試験紙 / MN90741
DS-450デジ標準型DIGIシリーズ
DS-450Pデジプリンター型DIGIシリーズ
DS-470デジチェッカー型DIGIシリーズ
カウンティングスケール DC-180

476

20-3477-10

ボトルトップ・デｨスペンサー ジーニアス / №1605543

476

20-3477-11

ボトルトップ・デｨスペンサー ジーニアス / №1605544

476

20-3477-12

ボトルトップ・デｨスペンサー ジーニアス / №1605545

476
476
476

20-3477-13
20-3477-14
20-3477-15

ボトルトップ・デｨスペンサー ジーニアス / №1605546
ボトルトップ・デｨスペンサー ジーニアス / №1605547
ボトルトップ・デｨスペンサー ジーニアス / №1605548

476

20-3477-16

ボトルトップ・デｨスペンサー ジーニアスTA / №1606545

476

20-3477-20

ボトルトップ・デｨスペンサーシンプレックス / №1601503

476

20-3477-21

ボトルトップ・デｨスペンサーシンプレックス / №1601504

476

20-3477-22

ボトルトップ・デｨスペンサーシンプレックス / №1601505

476

20-3477-23

ボトルトップ・デｨスペンサー シンプレックス / №1601506

476

20-3477-24

ボトルトップ・デｨスペンサー シンプレックス / №1601507

476

20-3477-25

ボトルトップ・デｨスペンサー シンプレックス / №1601508

488
20-4603-13 フッ素樹脂プラグ付き球型分液ロート / №042704
488
20-4603-34 フッ素樹脂プラグ付き球型分液ロート / №042714
488
20-4603-35 フッ素樹脂プラグ付き球型分液ロート / №042715
488
20-4603-53 フッ素樹脂プラグ付きスキーブ型分液ロート / №042804
488
20-4603-74 フッ素樹脂プラグ付きスキーブ型分液ロート / №042813
488
20-4603-75 フッ素樹脂プラグ付きスキーブ型分液ロート / №042814
502 20-4230-65～69 PTFEフラットビーカー
502 22-1290-01～09 フッ素樹脂PTFE時計皿
569 20-6202-60～64 東レ セラミックピンセット
569
569
580
582
582
583
583
583

20-6202-60
20-6202-61
20-6461-30～33
20-6460-01～05
20-6461-01～05
20-6212-01
20-6212-04～05
20-6212-15～18

セラミックピンセット 140mm / E01211
セラミックピンセット 145mm / E01212
ネオフロン撹拌ロッド
ネオフロンスプーン
ネオフロンスパーテル
アフロンCOPピンセット
ネオフロンCTFEピンセット
ネオフロンCTFEミクロスパーテル

変 更 箇 所
廃番
価格改定： ¥75,000 ⇒ ¥83,000
販売中止
価格改定： ¥66,000 ⇒ ¥72,600
価格改定： ¥75,000 ⇒ ¥82,500
価格改定： ¥125,000 ⇒ ¥137,500
価格改定： ¥165,000 ⇒ ¥181,500
価格改定： ¥185,000 ⇒ ¥203,500
価格改定： ¥205,000 ⇒ ¥225,500
価格改定： ¥235,000 ⇒ ¥258,500
価格改定： ¥250,000 ⇒ ¥275,000
価格改定： ¥300,000 ⇒ ¥330,000
価格改定： ¥380,000 ⇒ ¥418,000
廃番
廃番
廃番
廃番
廃番
表記訂正： 「アダプター」GL27 ⇒ GL28
価格改定： ￥44,600 ⇒ ￥45,500
表記訂正： 「アダプター」GL27 ⇒ GL28
価格改定： ￥44,600 ⇒ ￥45,500
表記訂正： 「アダプター」GL27 ⇒ GL28
価格改定： ￥44,600 ⇒ ￥45,500
価格改定： ¥57,800 ⇒ ¥58,000
価格改定： ¥67,600 ⇒ ¥64,000
価格改定： ¥75,700 ⇒ ¥81,000
廃番 ⇒ 後継機種： №1607525 \151,470
仕様：容量(mL) 1.00-10.00、最小目盛 0.20
アダプター GL28/S28,40,45 標準取付口径 45mm
型番変更： №1601503 ⇒ №1601543
価格変更： ￥38,000 ⇒ ￥37,500
表記訂正： 「アダプター」 GL27 ⇒ GL28
型番変更： №1601504 ⇒ №1601544
価格変更： ￥38,000 ⇒ ￥37,500
表記訂正： 「アダプター」 GL27 ⇒ GL28
型番変更： №1601505 ⇒ №1601545
価格変更： ￥38,000 ⇒ ￥37,500
表記訂正： 「アダプター」 GL27 ⇒ GL28
型番変更： №1601506 ⇒ №1601546
価格変更： ￥50,000 ⇒ ￥52,000
型番変更： №1601507 ⇒ №1601547
価格変更： ￥54,000 ⇒ ￥55,000
型番変更： №1601508 ⇒ №1601548
価格変更： ￥74,000 ⇒ ￥79,000
廃番
廃番
廃番
廃番
廃番
廃番
廃番
廃番
品名変更： 東レ セラミックピンセット
⇒ セラミックピンセット
価格改定： ¥7,100
⇒ ¥7,900
価格改定： ¥8,300
⇒ ¥9,700
品名訂正： フッ素樹脂（PCTFE）撹拌ロッド
品名訂正： フッ素樹脂（PCTFE）スプーン
品名訂正： フッ素樹脂（PCTFE）スパーテル
品名訂正： アフロンCOP（ETFE）ピンセット
品名訂正： フッ素樹脂（PCTFE）ピンセット
品名訂正： フッ素樹脂（PCTFE）ミクロスパーテル
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頁
製品コード
品
名 ・ 型

番

変 更 箇 所

587

22-2201-08

フッ素樹脂PTFEスコップ 大 / №027101

587

22-2201-09

フッ素樹脂PTFEスコップ 小 / №027102

614
614
614
614
679
679
697
713
740
740
740
740
740
740
740
740
740
740
740
740
740
740
740
740
740
740
740
740
740
740
740

16-3311-10～25
16-3311-50～55
16-3311-70～75
16-3312-01～78
30-0521-01～03
30-0521-30～32
30-9001-40～79
20-4320-26
22-4301-30～51
22-4301-30
22-4301-31
22-4301-32
22-4301-33
22-4301-34
22-4301-35
22-4301-36
22-4301-37
22-4301-38
22-4301-39
22-4301-40
22-4301-41
22-4301-42
22-4301-43
22-4301-44
22-4301-45
22-4301-46
22-4301-47
22-4301-48
22-4301-49
22-4301-50
22-4301-51

740

22-4305-30

フッ素樹脂FEPチューブ / №050801

寸法訂正： 本体/140×115×55 ⇒ 165×100×55
柄/φ20×115 ⇒ φ20×100
寸法訂正： 本体/100×90×45 ⇒ 125×100×45
柄/φ20×115 ⇒ φ20×100
廃番
廃番
廃番
廃番
廃番
廃番
取扱中止
寸法訂正： （A） 20 ⇒ 26 （C） 20 ⇒ 19
品名変更： フッ素樹脂PFAスーパーチューブ
型番変更： №050701 ⇒ №788801
型番変更： №050702 ⇒ №788802
型番変更： №050703 ⇒ №788807
型番変更： №050704 ⇒ №788803
型番変更： №050705 ⇒ №788808
型番変更： №050706 ⇒ №788804
型番変更： №050707 ⇒ №788809
型番変更： №050708 ⇒ №788805
型番変更： №050709 ⇒ №788810
型番変更： №050710 ⇒ №788806
型番変更： №050711 ⇒ №788811
型番変更： №050712 ⇒ №788812
型番変更： №050713 ⇒ №788813
型番変更： №050714 ⇒ №788814
型番変更： №050715 ⇒ №788817
型番変更： №050716 ⇒ №788815
型番変更： №050717 ⇒ №788818
型番変更： №050718 ⇒ №788816
型番変更： №050719 ⇒ №788819
型番変更： №050720 ⇒ №788820
型番変更： №050722 ⇒ №788821
型番変更： №050723 ⇒ №788822
型番変更： №050801 ⇒ №790001
価格改定：￥3,300 ⇒ ￥2,800

740

22-4305-31

フッ素樹脂FEPチューブ / №050802

型番変更： №050802 ⇒ №790002
価格改定：￥4,600 ⇒ ￥4,300

740

22-4305-32

フッ素樹脂FEPチューブ / №050803

740
740

22-4305-33
22-4305-34

フッ素樹脂FEPチューブ / №050804
フッ素樹脂FEPチューブ / №050805

740

22-4305-35

フッ素樹脂FEPチューブ / №050806

740

22-4305-36

フッ素樹脂FEPチューブ / №050807

740

22-4305-37

フッ素樹脂FEPチューブ / №050808

740

22-4305-38

フッ素樹脂FEPチューブ / №050809

型番変更： №050807 ⇒ №790007
価格改定：￥12,000 ⇒ ￥8,100
廃番
型番変更： №050809 ⇒ №790008
価格改定：￥14,300 ⇒ ￥10,800

740

22-4305-39

フッ素樹脂FEPチューブ / №050810

型番変更： №050810 ⇒ №790004
価格改定：￥9,000 ⇒ ￥8,000

740

22-4305-40

フッ素樹脂FEPチューブ / №050811

型番変更： №050811 ⇒ №790009
価格改定：￥16,500 ⇒ ￥12,250

740

22-4305-41

フッ素樹脂FEPチューブ / №050812

型番変更： №050812 ⇒ №790005
価格改定：￥10,000 ⇒ ￥10,800

740

22-4305-42

フッ素樹脂FEPチューブ / №050813

型番変更： №050813 ⇒ №790010
価格改定：￥19,000 ⇒ ￥15,000

740

22-4305-43

フッ素樹脂FEPチューブ / №050814

型番変更： №050814 ⇒ №790011
価格改定：￥21,500 ⇒ ￥15,000

フッ素樹脂バッグ
アルミバッグ
アルミニウムバッグ
F2sガスサンプリングバッグ
ディスポグラブ ラテックスパウダーなし
ディスポグラブ PVCパウダー付
ハーディガード（ラックガード）
W栓 オレンジ 7/8
フッ素樹脂PFAスーパーチューブ(45T-HP-J)
フッ素樹脂PFAスーパーチューブ / №050701
フッ素樹脂PFAスーパーチューブ / №050702
フッ素樹脂PFAスーパーチューブ / №050703
フッ素樹脂PFAスーパーチューブ / №050704
フッ素樹脂PFAスーパーチューブ / №050705
フッ素樹脂PFAスーパーチューブ / №050706
フッ素樹脂PFAスーパーチューブ / №050707
フッ素樹脂PFAスーパーチューブ / №050708
フッ素樹脂PFAスーパーチューブ / №050709
フッ素樹脂PFAスーパーチューブ / №050710
フッ素樹脂PFAスーパーチューブ / №050711
フッ素樹脂PFAスーパーチューブ / №050712
フッ素樹脂PFAスーパーチューブ / №050713
フッ素樹脂PFAスーパーチューブ / №050714
フッ素樹脂PFAスーパーチューブ / №050715
フッ素樹脂PFAスーパーチューブ / №050716
フッ素樹脂PFAスーパーチューブ / №050717
フッ素樹脂PFAスーパーチューブ / №050718
フッ素樹脂PFAスーパーチューブ / №050719
フッ素樹脂PFAスーパーチューブ / №050720
フッ素樹脂PFAスーパーチューブ / №050722
フッ素樹脂PFAスーパーチューブ / №050723

型番変更： №050803
価格改定：￥7,000 ⇒
廃番
廃番
型番変更： №050806
価格改定：￥6,500 ⇒

⇒ №790006
￥6,800

⇒ №790003
￥5,800
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頁
製品コード
品
名 ・ 型

変 更 箇 所

番

740

22-4305-44

フッ素樹脂FEPチューブ / №050815

740

22-4305-45

フッ素樹脂FEPチューブ / №050816

740

22-4305-46

フッ素樹脂FEPチューブ / №050817

740

22-4305-47

フッ素樹脂FEPチューブ / №050818

廃番
型番変更： №050816 ⇒ №790012
価格改定：￥30,000 ⇒ ￥20,000
廃番
型番変更： №050818 ⇒ №790013
価格改定：￥33,000 ⇒ ￥22,500

740

22-4305-48

フッ素樹脂FEPチューブ / №050825

型番変更： №050825 ⇒ №790015
価格改定：￥37,500 ⇒ ￥31,000

740

22-4305-49

フッ素樹脂FEPチューブ / №050820

740

22-4305-50

フッ素樹脂FEPチューブ / №050821

740

22-4305-51

フッ素樹脂FEPチューブ / №050822

740

22-4305-52

フッ素樹脂FEPチューブ / №050823

740

22-4305-53

フッ素樹脂FEPチューブ / №050824

型番変更： №050820 ⇒ №790014
価格改定：￥36,000 ⇒ ￥27,000
型番変更： №050821 ⇒ №790016
長さ変更： 1m ⇒ 10m
価格改定：￥6,900 ⇒ ￥45,600
廃番
型番変更： №050823 ⇒ №790017
長さ変更： 1m ⇒ 直管パイプ3m
価格改定：￥13,000 ⇒ ￥27,500
型番変更： №050824 ⇒ №790018
長さ変更： 1m ⇒ 直管パイプ3m
価格改定：￥16,000 ⇒ ￥33,500

742 22-4302-01～22 フッ素樹脂熱収縮チューブ(FEP)

欄外追記：№050201～050213までは長物4ｍまで直管可
能です。但し、価格の４倍の2割増しになり、別途運賃が必
要です。

742
746

表示訂正：最終収縮径φ12.8 ⇒ φ12
廃番

22-4302-12
22-4336-21

フッ素樹脂熱収縮チューブ(FEP) / №050212
白ゴム管 内径7mm

769 22-3081-01～04 フッ素樹脂PFA二方バルブ 装着用

欄外追記：●使用圧力：0.2Mpa以下（ゲージ圧）、
●材質：本体/PFA, Ｏリング/フッ素ゴム

769 22-3081-05～08 フッ素樹脂PFA三方バルブ 装着用

欄外追記：●使用圧力：0.2Mpa以下（ゲージ圧）、
●材質：本体/PFA, Ｏリング/フッ素ゴム

769 22-3081-10～13 フッ素樹脂PFA二方バルブ

欄外追記：●使用圧力：0.2Mpa以下（ゲージ圧）、
●材質：本体/PFA, Ｏリング/フッ素ゴム

769 22-3081-20～23 フッ素樹脂PFA三方バルブ
770 22-3081-15～18 フッ素樹脂PFA二方バルブ ホース口タイプ
770 22-3081-35～38 フッ素樹脂PFA三方バルブ ホース口タイプ
770 22-3082-70～76 フッ素樹脂二方ストップコック（ＰＴＦＥ）
770
770
770
770
770
770
770

22-3082-70
22-3082-71
22-3082-72
22-3082-73
22-3082-74
22-3082-75
22-3082-76

フッ素樹脂二方ストップコック（ＰＴＦＥ）/
フッ素樹脂二方ストップコック（ＰＴＦＥ）/
フッ素樹脂二方ストップコック（ＰＴＦＥ）/
フッ素樹脂二方ストップコック（ＰＴＦＥ）/
フッ素樹脂二方ストップコック（ＰＴＦＥ）/
フッ素樹脂二方ストップコック（ＰＴＦＥ）/
フッ素樹脂二方ストップコック（ＰＴＦＥ）/

№110001
№110002
№110003
№110004
№110005
№110006
№110007

欄外追記：●使用圧力：0.2Mpa以下（ゲージ圧）、
●材質：本体/PFA, Ｏリング/フッ素ゴム
欄外追記：●使用圧力：0.2Mpa以下（ゲージ圧）、
●材質：本体/PFA, Ｏリング/フッ素ゴム
欄外追記：●使用圧力：0.2Mpa以下（ゲージ圧）、
●材質：本体/PFA, Ｏリング/フッ素ゴム
欄外追記：●高圧の場合はチューブ外周にバンドをかけて
ご使用下さい。 ●使用圧力：0.1Ｍｐａ以下（ゲージ圧）、●
材質：本体/ＰＴＦＥ、ハンドル/ＰＰ

価格改定：
価格改定：
価格改定：
価格改定：
価格改定：
価格改定：
価格改定：

¥2,500
¥2,500
¥2,700
¥2,700
¥2,700
¥2,700
¥4,500

⇒
⇒
⇒
⇒
⇒
⇒
⇒

¥2,800
¥2,800
¥3,100
¥3,100
¥3,100
¥3,100
¥4,900

770 22-3082-80～86 フッ素樹脂三方ストップコック（ＰＴＦＥ）

欄外追記：●高圧の場合はチューブ外周にバンドをかけて
ご使用下さい。 ●使用圧力：0.1Ｍｐａ以下（ゲージ圧）、●
材質：本体/ＰＴＦＥ、ハンドル/ＰＰ

770
770
770
770
770
770
770
773
773
779
779
779
779
779

価格改定： ¥3,000
⇒
価格改定： ¥3,000
⇒
価格改定： ¥3,300
⇒
価格改定： ¥3,300
⇒
価格改定： ¥3,800
⇒
価格改定： ¥3,800
⇒
価格改定： ¥4,500
⇒
型番訂正： №032502 ⇒
型番訂正： №032503 ⇒
価格改定： ¥460
⇒
価格改定： ¥950
⇒
価格改定： ¥1,450
⇒
価格改定： ¥1,800
⇒
価格改定： ¥2,100
⇒

22-3082-80
22-3082-81
22-3082-82
22-3082-83
22-3082-84
22-3082-85
22-3082-86
22-5204-61
22-5204-62
22-5245-03
22-5245-07
22-5245-09
22-5245-10
22-5245-11

フッ素樹脂三方ストップコック（ＰＴＦＥ）/ №110101
フッ素樹脂三方ストップコック（ＰＴＦＥ）/ №110102
フッ素樹脂三方ストップコック（ＰＴＦＥ）/ №110103
フッ素樹脂三方ストップコック（ＰＴＦＥ）/ №110104
フッ素樹脂三方ストップコック（ＰＴＦＥ）/ №110105
フッ素樹脂三方ストップコック（ＰＴＦＥ）/ №110106
フッ素樹脂三方ストップコック（ＰＴＦＥ）/ №110107
フッ素樹脂グラスシート / №032502
フッ素樹脂グラスシート / №032503
フッ素樹脂ＰＴＦＥ丸棒 φ3×1000mm / №052803
フッ素樹脂ＰＴＦＥ丸棒 φ7×1000mm / №052807
フッ素樹脂ＰＴＦＥ丸棒 φ9×1000mm / №052809
フッ素樹脂ＰＴＦＥ丸棒 φ10×1000mm / №052810
フッ素樹脂ＰＴＦＥ丸棒 φ11×1000mm / №052811

¥3,400
¥3,400
¥3,400
¥3,400
¥4,300
¥4,300
¥4,900
№032503
№032504
¥470
¥1,000
¥1,600
¥1,600
¥2,200
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頁
製品コード
品
名 ・ 型

変 更 箇 所

番

779
779
779
779
779
779
779
779
779
779
779
779

22-5245-12
22-5245-13
22-5245-14
22-5245-15
22-5245-16
22-5245-17
22-5245-18
22-5245-19
22-5245-20
22-5245-21
22-5245-23
22-5245-25

フッ素樹脂ＰＴＦＥ丸棒
フッ素樹脂ＰＴＦＥ丸棒
フッ素樹脂ＰＴＦＥ丸棒
フッ素樹脂ＰＴＦＥ丸棒
フッ素樹脂ＰＴＦＥ丸棒
フッ素樹脂ＰＴＦＥ丸棒
フッ素樹脂ＰＴＦＥ丸棒
フッ素樹脂ＰＴＦＥ丸棒
フッ素樹脂ＰＴＦＥ丸棒
フッ素樹脂ＰＴＦＥ丸棒
フッ素樹脂ＰＴＦＥ丸棒
フッ素樹脂ＰＴＦＥ丸棒

φ12×1000mm
φ13×1000mm
φ14×1000mm
φ15×1000mm
φ16×1000mm
φ17×1000mm
φ18×1000mm
φ20×1000mm
φ22×1000mm
φ25×1000mm
φ35×1000mm
φ45×1000mm

/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/

№052812
№052813
№052814
№052815
№052816
№052817
№052818
№052819
№052820
№052821
№052823
№052825

779

22-5245-27

フッ素樹脂ＰＴＦＥ丸棒 φ55×100mm / №052834

779
779
779
779
779
779
779
779
779
779
779
779
779
779
779
779
779
779
779
779
779
779
779
779
779

22-5245-28
22-5245-29
22-5245-30
22-5245-31
22-5245-32
22-5245-33
22-5245-34
22-5245-35
22-5245-36
22-5245-37
22-5245-38
22-5245-39
22-5245-40
22-5245-41
22-5245-42
22-5245-43
22-5245-44
22-5245-45
22-5245-46
22-5245-50
22-5245-51
22-5245-53
22-5245-54
22-5245-55
22-5245-56

フッ素樹脂ＰＴＦＥ丸棒 φ60×100mm / №052835
フッ素樹脂ＰＴＦＥ丸棒 φ65×100mm / №052836
フッ素樹脂ＰＴＦＥ丸棒 φ70×100mm / №052837
フッ素樹脂ＰＴＦＥ丸棒 φ75×100mm / №052838
フッ素樹脂ＰＴＦＥ丸棒 φ80×100mm / №052839
フッ素樹脂ＰＴＦＥ丸棒 φ85×100mm / №052840
フッ素樹脂ＰＴＦＥ丸棒 φ90×100mm / №052841
フッ素樹脂ＰＴＦＥ丸棒 φ95×100mm / №052842
フッ素樹脂ＰＴＦＥ丸棒 φ100×100mm / №052843
フッ素樹脂ＰＴＦＥ丸棒 φ105×100mm / №052844
フッ素樹脂ＰＴＦＥ丸棒 φ110×100mm / №052845
フッ素樹脂ＰＴＦＥ丸棒 φ115×100mm / №052846
フッ素樹脂ＰＴＦＥ丸棒 φ120×100mm / №052847
フッ素樹脂ＰＴＦＥ丸棒 φ125×100mm / №052848
フッ素樹脂ＰＴＦＥ丸棒 φ130×100mm / №052849
フッ素樹脂ＰＴＦＥ丸棒 φ135×100mm / №052850
フッ素樹脂ＰＴＦＥ丸棒 φ140×100mm / №052851
フッ素樹脂ＰＴＦＥ丸棒 φ145×100mm / №052852
フッ素樹脂ＰＴＦＥ丸棒 φ150×100mm / №052853
PFA丸棒 φ4×1000mm / №053101
PFA丸棒 φ6×1000mm / №053117
PFA丸棒 φ10×1000mm / №053103
PFA丸棒 φ12×1000mm / №053104
PFA丸棒 φ15×1000mm / №053105
PFA丸棒 φ20×1000mm / №053106

779

22-5245-57

PFA丸棒 φ30×1000mm / №053110

779

22-5245-58

PFA丸棒 φ35×1000mm / №053111

779

22-5245-59

PFA丸棒 φ40×1000mm / №053112

779

22-5245-60

PFA丸棒 φ50×1000mm / №053113

779

22-5245-61

PFA丸棒 φ60×1000mm / №053114

779

22-5245-62

PFA丸棒 φ70×1000mm / №053115

779

22-5245-63

PFA丸棒 φ80×1000mm / №053116

803
803
803

24-1801-10
24-1801-11
24-1801-12

ステンレス広口ボトル 2L / PSW-12
ステンレス広口ボトル 5L / PSW-16
ステンレス広口ボトル 10L / PSW-21

836 24-0150-25～29 ポリ洗浄瓶B型
839 24-0511-20～28 PTFEジャー
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

価格改定： ¥2,500
⇒ ¥2,600
価格改定： ¥2,900
⇒ ¥3,000
価格改定： ¥3,300
⇒ ¥3,700
価格改定： ¥3,600
⇒ ¥3,700
価格改定： ¥4,200
⇒ ¥4,500
価格改定： ¥4,400
⇒ ¥5,000
価格改定： ¥5,200
⇒ ¥5,600
価格改定： ¥6,200
⇒ ¥6,400
価格改定： ¥7,300
⇒ ¥8,100
価格改定： ¥9,700
⇒ ¥9,800
価格改定： ¥18,400 ⇒ ¥19,900
価格改定： ¥30,000 ⇒ ¥32,500
型番変更： №052834 ⇒ №052827
寸法変更： （長さ）100mm ⇒ 1000mm
価格改定： ￥5,400 ⇒ ￥48,900
価格改定： ¥6,100
⇒ ¥7,800
価格改定： ¥7,200
⇒ ¥8,800
価格改定： ¥8,400
⇒ ¥10,300
価格改定： ¥9,600
⇒ ¥11,800
価格改定： ¥10,800 ⇒ ¥13,300
価格改定： ¥12,400 ⇒ ¥15,100
価格改定： ¥13,800 ⇒ ¥17,800
価格改定： ¥15,200 ⇒ ¥18,700
価格改定： ¥18,400 ⇒ ¥21,700
価格改定： ¥19,500 ⇒ ¥23,900
価格改定： ¥20,500 ⇒ ¥25,300
価格改定： ¥23,200 ⇒ ¥27,700
価格改定： ¥24,900 ⇒ ¥28,900
価格改定： ¥27,000 ⇒ ¥32,600
価格改定： ¥29,000 ⇒ ¥33,800
価格改定： ¥32,000 ⇒ ¥37,400
価格改定： ¥33,500 ⇒ ¥39,800
価格改定： ¥35,700 ⇒ ¥44,600
価格改定： ¥37,900 ⇒ ¥48,000
価格改定： ¥2,000
⇒ ¥2,100
価格改定： ¥3,000
⇒ ¥3,100
価格改定： ¥9,200
⇒ ¥7,700
価格改定： ¥13,000 ⇒ ¥11,000
価格改定： ¥21,000 ⇒ ¥17,500
価格改定： ¥27,000 ⇒ ¥32,500
寸法変更： φ30×1000mm ⇒ φ30×500mm
価格改定： ￥55,000 ⇒ ￥41,000
廃番
寸法変更： φ40×1000mm ⇒ φ40×500mm
価格改定： ￥103,000 ⇒ ￥67,500
寸法変更： φ50×1000mm ⇒ φ50×500mm
価格改定： ￥168,000 ⇒ ￥114,200
寸法変更： φ60×1000mm ⇒ φ60×500mm
価格改定： ￥240,000 ⇒ ￥165,700
寸法変更： φ70×1000mm ⇒ φ70×300mm
価格改定： ￥321,000 ⇒ ￥147,300
寸法変更： φ80×1000mm ⇒ φ80×300mm
価格改定： ￥423,000 ⇒ ￥184,200
価格改定： ¥30,000 ⇒ ¥50,000
価格改定： ¥37,000 ⇒ ¥54,000
価格改定： ¥42,000 ⇒ ¥58,200
モデルチェンジ
品名変更： ポリ洗浄瓶B型 ⇒ NT洗浄瓶B型
品名訂正： フッ素樹脂(PTFE)ジャー
価格改定： ¥3,100
⇒ ¥4,000
価格改定： ¥3,900
⇒ ¥5,300
価格改定： ¥5,100
⇒ ¥6,800
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頁
製品コード
品
名 ・ 型

番

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 24-0512-60～61 PTFE細口ボトル
839 24-0512-62～68 PTFE広口ボトル
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 24-0512-70～80 PTFE広口密閉ボトル
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
839
24-0512-79 フッ素樹脂(PTFE)広口密閉ボトル 1000mL / №131411
839
24-0512-80 フッ素樹脂(PTFE)広口密閉ボトル 2000mL / №131412
876
35-1001-35 通路・養生マット / MR-158-110
889
35-0601-94 シャインクリーンⅡ / CE-487-205
895 35-0602-48～49 吸水スポンジモップV型
900 35-0602-97～98 ヌマティックNRV-200
900
35-0603-01 ヌマティックQ402 掃除機本体 / EP-529-700
■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。

変 更 箇 所
価格改定： ¥6,600
⇒ ¥8,700
価格改定： ¥8,000
⇒ ¥10,500
価格改定： ¥11,200 ⇒ ¥14,500
価格改定： ¥12,500 ⇒ ¥16,300
価格改定： ¥20,300 ⇒ ¥25,900
価格改定： ¥37,000 ⇒ ¥51,900
廃番
品名訂正： フッ素樹脂(PTFE)広口ボトル
価格改定： ¥4,400
⇒ ¥5,500
価格改定： ¥7,300
⇒ ¥9,300
価格改定： ￥9,000 ⇒ ￥11,400
寸法変更： （口径） 34 ⇒ 31 （全高） 73 ⇒ 70
価格改定： ￥13,700 ⇒ ￥14,200
寸法変更： （全高） 91 ⇒ 86
価格改定： ¥28,500 ⇒ ¥35,600
価格改定： ¥51,300 ⇒ ¥64,000
価格改定： ¥88,900 ⇒ ¥112,200
品名訂正： フッ素樹脂(PTFE)広口密閉ボトル
価格改定： ¥2,400
⇒ ¥2,500
価格改定： ¥2,550
⇒ ¥2,700
価格改定： ¥3,400
⇒ ¥3,700
価格改定： ¥4,200
⇒ ¥4,500
価格改定： ¥4,700
⇒ ¥5,000
価格改定： ¥6,400
⇒ ¥7,100
価格改定： ¥7,200
⇒ ¥7,700
価格改定： ¥10,200 ⇒ ¥11,000
価格改定： ¥12,900 ⇒ ¥15,400
価格改定： ¥19,000 ⇒ ¥23,500
価格改定： ¥33,000 ⇒ ¥44,000
廃番
廃番
廃番
廃番
廃番
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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

