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頁 製品コード 品　　　名　・　型　　　番
45 10-1302-14 ステンレス薬品庫 / RCY-30N

98 10-1802-80 フラットカート / F-CART

103 10-2001-40～43 アルミ製作業用踏み台Gシリーズ

103 10-2001-40 アルミ製作業用踏み台 / G-031

105 10-1410-13 セーフティポール / SFPS

107 10-1408-30～56 スーパーエレクタープロ　PR18型/PR24型

107 10-1408-30 スーパーエレクタープロPR18型棚 / PR1824NK3

107 10-1408-31 スーパーエレクタープロPR18型棚 / PR1830NK3

107 10-1408-32 スーパーエレクタープロPR18型棚 / PR1836NK3

107 10-1408-33 スーパーエレクタープロPR18型棚 / PR1842NK3

107 10-1408-34 スーパーエレクタープロPR18型棚 / PR1848NK3

107 10-1408-35 スーパーエレクタープロPR18型棚 / PR1854NK3

107 10-1408-36 スーパーエレクタープロPR18型棚 / PR1860NK3

107 10-1408-50 スーパーエレクタープロPR24型棚 / PR2424NK3

107 10-1408-51 スーパーエレクタープロPR24型棚 / PR2430NK3

107 10-1408-52 スーパーエレクタープロPR24型棚 / PR2436NK3

107 10-1408-53 スーパーエレクタープロPR24型棚 / PR2442NK3

107 10-1408-54 スーパーエレクタープロPR24型棚 / PR2448NK3

107 10-1408-55 スーパーエレクタープロPR24型棚 / PR2454NK3

107 10-1408-56 スーパーエレクタープロPR24型棚 / PR2460NK3

107 10-1408-75～78 カラーシェルフマーカー

172 12-1201-10 ガラス乳鉢（乳棒付き）　外径75mm

172 12-1201-11 ガラス乳鉢（乳棒付き）　外径90mm

172 12-1201-12 ガラス乳鉢（乳棒付き）　外径105mm

172 12-1201-13 ガラス乳鉢（乳棒付き）　外径120mm

172 12-1201-14 ガラス乳鉢（乳棒付き）　外径150mm

写真訂正　⇒

型番変更：　SFPS　⇒　SFPSI2
価格改定：　￥16,000　⇒　￥12,000
金具材質変更：　SUS430　⇒　スチール

価格改定： ¥1,300 ⇒ ¥1,500

価格改定：
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変　更　箇　所

取扱中止

価格改定： ¥2,500 ⇒ ¥2,800

¥1,250 ⇒ ¥1,400

価格改定： ¥1,800 ⇒ ¥2,000

価格改定： ¥1,400 ⇒ ¥1,600

外観変更（詳細はお問合せ下さい）

仕様訂正： [踏面幅]　　－　⇒　240mm

セット価格改定（4段・5段）

2017/7/1より価格改定： ¥14,400 ⇒ ¥16,600

2017/7/1より価格改定： ¥9,100 ⇒ ¥10,400

2017/7/1より価格改定： ¥10,100 ⇒ ¥11,600

2017/7/1より価格改定： ¥12,600 ⇒ ¥14,600

2017/7/1より価格改定： ¥14,000 ⇒

2017/7/1より価格改定： ¥7,600 ⇒ ¥8,800

2017/7/1より価格改定： ¥8,300 ⇒ ¥9,600

2017/7/1より価格改定： ¥9,400 ⇒ ¥10,800

2017/7/1より価格改定： ¥10,200 ⇒ ¥11,800

2017/7/1より価格改定： ¥11,700 ⇒ ¥13,400

2017/7/1より価格改定： ¥13,100 ⇒ ¥15,000

¥16,200

2017/7/1より価格改定： ¥700 ⇒ ¥800

2017/7/1より価格改定： ¥16,100 ⇒ ¥18,600

2017/7/1より価格改定： ¥17,800 ⇒ ¥20,600

2017/7/1より価格改定： ¥19,400 ⇒ ¥22,400

G-031
G-062

G-093 G-124
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頁 製品コード 品　　　名　・　型　　　番
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変　更　箇　所

179 12-1002-20 ふるい振盪機 / VSS-300

179 12-1002-22 ふるい振盪機VSS-300湿式用ホッパー付蓋

179 12-1002-23 ふるい振盪機VSS-300湿式用排出口付受皿

179 12-1002-24（新規） ふるい振盪機（乾式のみ）/ VSS-300S

179 12-1002-40 電磁式振動ふるい器 / M-100T

179 12-1002-42 ふるい器M-100T湿式用ホッパー付蓋

179 12-1002-50 音波ふるい器 / SW-20AT

180 12-1002-11 ふるい振盪器VSS-200用湿式部品セット

180 12-1002-12 ふるい振盪器VSS-200用湿式ホッパー付蓋

180 12-1002-13 ふるい振盪器VSS-200用湿式排出口付受皿

180 12-1002-29～30 ミクロ形電磁振動ふるい器

180 12-1002-30 ミクロ形電磁振動ふるい器 / M-3

180 12-1002-32 ミクロ形電磁振動ふるい器湿式用ホッパー付蓋

180 12-1002-45 卓上型ふるい振盪器 / VSS-200

216 12-0110-06～08 シマレックスターラー

216 12-1502-12 スーパーノーバースターラー

219 12-0150-60～62 シマレックホットスターラー

219 12-1502-14～15 スーパーノーバーホットスターラー

220 12-1502-10～11 スーパーノーバーホットプレート

220 12-4365-80～82 シマレックホットプレート

255 12-5732-10 デシケーター　D-BOX（オートタイプ） / No.0150

255 12-5732-15～19 デシケーター　i-BOX（オートタイプ）

299 14-3453-50 静止表面用温度センサ / N-231E-00

299 14-3453-51 静止表面用温度センサ / N-231K-00

299 14-3453-52 静止表面用温度センサ / N-233E-01

299 14-3453-53 静止表面用温度センサ / N-233K-01

301 14-3459-50～52 無線温度・湿度ロガーMD6000シリーズ

306 14-3450-10～11 防水型デジタル温度計　CT-5100WP/CT-5200WP

306 14-3450-11 防水型デジタル温度計 / CT-5200WP

339 16-2003-15～18 ハンディpHメータ、pH/ORPメータ

340 16-2003-21 ハンディ炭酸ガスメータ / TiN-9004

370 14-4121-30 ゲーリュサック型比重瓶テルモ付　10mL

370 14-4121-31 ゲーリュサック型比重瓶テルモ付　25mL

370 14-4121-32 ゲーリュサック型比重瓶テルモ付　50mL

370 14-4121-33 ゲーリュサック型比重瓶テルモ付　100mL

371 14-4162-10 JISカサ比重測定器 / K-5101

371 14-4162-11 JISカサ比重測定器 / K-6720

371 14-4162-13 粉末流動度計 / Z-2502

371 14-4162-90 A.B.D粉体特性測定器 / ABD-100

表記削除　⇒　●プログラム・・・ふるい器です。

表記削除 ⇒ [振幅/加速度]　0～2mm / 2～50G

電源訂正　⇒　100V　35VA　50/60Hz

表記削除 ⇒ [振幅/加速度]　0～2mm / 2～50G

価格改定：　￥750,000　⇒　￥1,000,000
表示訂正：　　　　　　　 ⇒

価格改定： ¥20,000 ⇒ ¥25,000

価格改定： ¥150,000

機能訂正　⇒　測定値ﾎｰﾙﾄﾞ、ｶｳﾝﾄｱｯﾌﾟ、ｶｳﾝﾄﾀﾞｳﾝ
ﾀｲﾏｰ、MAX/MINﾒﾓﾘ、ｱﾍﾞﾚｰｼﾞ（平均値）表示、ｵｰﾄ
ﾊﾟﾜｰｵﾌ、（60分、解除可）

在庫限りで新除湿ユニットに変更 ⇒ ●固体高分子
膜を利用し、保管庫内の湿気を電気分解により除
去。（従来のシリカゲル方式の再生サイクルが不要）

在庫限りで新除湿ユニットに変更 ⇒ ●固体高分子
膜を利用し、保管庫内の湿気を電気分解により除
去。（従来のシリカゲル方式の再生サイクルが不要）

表記訂正： [その他付属品] ・・・ﾎﾟﾘｶｯﾌﾟ(300mL)2個
　　　⇒　・・・ﾎﾟﾘｶｯﾌﾟ(300mL・TPX-999Siのみ))2個

¥30,000⇒

表記削除　⇒　●防水機能・・・取付時）。

品名変更　⇒　シマレック+スターラー
仕様詳細はお問合せ下さい

品名変更　⇒　シマレック+ホットスターラー
仕様詳細はお問合せ下さい

品名変更　⇒　ｽｰﾊﾟｰﾉｰﾊﾞｰ+ﾎｯﾄﾌﾟﾚｰﾄｽﾀｰﾗｰ
仕様詳細はお問合せ下さい

品名変更　⇒　シマレック+ホットプレート
仕様詳細はお問合せ下さい

品名変更　⇒　スーパーノーバー+ホットプレート
仕様詳細はお問合せ下さい

品名変更　⇒　スーパーノーバー+スターラー
仕様詳細はお問合せ下さい

廃番

型番変更：　N-231E-00　⇒　A-231E-00
価格改定：　￥18,500　⇒　￥19,500

型番変更：　N-231K-00　⇒　A-231K-00
価格改定：　￥18,500　⇒　￥19,500

型番変更：　N-233E-01　⇒　A-233E-01
価格改定：　￥20,500　⇒　￥21,500

型番変更：　N-233K-01　⇒　A-233K-01
価格改定：　￥20,500　⇒　￥21,500

分解能訂正：  0.1℃（-199.9～+199.9℃）
　　　　　　　⇒　0.1℃（-199.9～+999.9℃）

￥600,000　※仕様詳細はお問合せ下さい

モデルチェンジ
後継品： VSS-P300S湿式用ﾎｯﾊﾟｰ付蓋 ￥65,000

価格改定： ¥11,600 ⇒ ¥12,500

モデルチェンジ
後継品： VSS-P300S湿式用排出口付受皿
￥95,000

モデルチェンジ（仕様詳細はお問合せ下さい）
後継品： 12-1002-20　VSS-P300S　 ￥700,000
（乾式のみ） 12-1002-24　VSS-300S　 ￥600,000

価格改定： ¥12,900 ⇒ ¥13,500

¥11,980 ⇒ ¥12,800

価格改定： ¥12,350 ⇒ ¥13,000

価格改定：

モデルチェンジ（仕様詳細はお問合せ下さい）
後継機種：　VSS-200S　￥400,000

廃番

廃番

廃番

価格改定： ¥25,000

⇒ ¥170,000

価格改定： ¥150,000 ⇒ ¥170,000

価格改定： ¥300,000 ⇒ ¥276,000

03505 御見積
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変　更　箇　所
414 14-5101-05 アナログテスタ / CX-03

414 14-5101-06 デジタルマルチメータ / M-02N

414 14-5101-07 デジタルマルチメータ / M-07L

415 14-4703-50 回転計 / RM-2000

425 14-9002-17 タイマー / TM-10

500 20-4201-02 ステンレス手付ビーカー　200mL本体

500 20-4201-04 ステンレス手付ビーカー　500mL本体

500 20-4201-05 ステンレス手付ビーカー　1L本体

500 20-4201-06 ステンレス手付ビーカー　2L本体

500 20-4201-07 ステンレス手付ビーカー　3L本体

500 20-4201-08 ステンレス手付ビーカー　5L本体

500 20-4201-09 ステンレス手付ビーカー　10L本体

500 20-4201-10 ステンレス手付ビーカー　100mLフタ

500 20-4201-11 ステンレス手付ビーカー　200mLフタ

500 20-4201-12 ステンレス手付ビーカー　300mLフタ

500 20-4201-13 ステンレス手付ビーカー　500mLフタ

500 20-4201-14 ステンレス手付ビーカー　1Lフタ

500 20-4201-15 ステンレス手付ビーカー　2Lフタ

500 20-4201-16 ステンレス手付ビーカー　3Lフタ

500 20-4201-17 ステンレス手付ビーカー　5Lフタ

500 20-4201-18 ステンレス手付ビーカー　10Lフタ

528 22-0410-48 スイスボーイ用補助プレート　136 (230×200mm)/ №1520220

550 22-1303-03 マイティーハンドル / No.3

550 22-1303-04 マイティーハンドル / No.4

550 22-1307-20 ステンレストングス（一般型）/ No.18

550 22-1307-21 ステンレストングス（一般型）/ No.21

550 22-1307-22 ステンレストングス（一般型）/ No.24

550 22-1307-23 ステンレストングス（一般型）/ No.30

550 22-1307-24 ステンレストングス（一般型）/ No.45

550 22-1307-25 ステンレストングス（一般型）/ No.60

571 20-6208-06 ピンセット（一般向）/ SP-24

571 20-6208-07 ピンセット（一般向）/ SP-30

571 20-6208-08 ピンセット（一般向）/ SP-36

571 20-6208-09 ピンセット（一般向）/ SP-45

580 20-6403-01 ステンレススプーン（SUS304）　150mm / SUS15

580 20-6403-02 ステンレススプーン（SUS304）　165mm / SUS16

580 20-6403-03 ステンレススプーン（SUS304）　180mm / SUS18

580 20-6403-04 ステンレススプーン（SUS430）　165mm / SS16

580 20-6403-05 ステンレススプーン（SUS430）　180mm / SS18

580 20-6403-08 ステンレススプーン（SUS430）　240mm / SS24

580 20-6403-09 ステンレススプーン（SUS430）　300mm / SS30

580 20-6403-10 ステンレススプーン（SUS430）　360mm / SS36

580 20-6403-11 ステンレススプーン（SUS430）　450mm / SS45

580 20-6405-01 ステンレス片ヘラ付スプーン / SH15

580 20-6405-02 ステンレス片ヘラ付スプーン / SH18

580 20-6405-03 ステンレス片ヘラ付スプーン / SH21

580 20-6405-04 ステンレス片ヘラ付スプーン / SH24

580 20-6405-05 ステンレス片ヘラ付スプーン / SH30

580 20-6405-06 ステンレス片ヘラ付スプーン / SH36

629 10-0301-10～11 ドラフトチャンバー / TY-2

629 10-0301-30～31 ドラフトチャンバー / TY-4

674 32-0104-03 イオナイザー / IB-101

696 30-9001-20 セーフティコード / BGR-36

696 30-9001-30 サムロック　RT-100-10

696 30-9001-31 サムロック　RT-200-10

696 30-9001-32 サムロック　RT-400-10

価格改定： ¥120 ⇒ ¥140

価格改定： ¥390 ⇒ ¥420

¥13,900

廃番

廃番

価格改定：

取扱中止

価格改定： ¥1,400 ⇒ ¥1,500

価格改定： ¥1,700 ⇒ ¥1,800

価格改定： ¥13,200 ⇒

ﾃﾞｼﾍﾞﾙ表示訂正： -100～+56dB　⇒　-10～+56dB

廃番

廃番

表記訂正： [電源]　単3形（1.5V）電池4個
　　　　　⇒　単4形電池4個

¥1,200 ⇒ ¥1,250

価格改定： ¥2,100 ⇒ ¥2,200

価格改定： ¥2,600 ⇒ ¥2,800

価格改定： ¥19,100

¥11,500 ⇒ ¥15,500

価格改定： ¥14,400 ⇒ ¥15,500

価格改定：

廃番

モデルチェンジ（仕様詳細はお問合せ下さい）
後継機種：　TM-10N　　￥1,400

⇒ ¥19,800

価格改定： ¥23,900 ⇒ ¥25,300

¥7,800

価格改定： ¥3,400 ⇒ ¥3,650

価格改定： ¥5,100 ⇒ ¥5,350

価格改定： ¥6,600 ⇒ ¥6,900

価格改定： ¥10,400 ⇒ ¥11,500

価格改定： ¥550 ⇒ ¥650

価格改定： ¥650 ⇒ ¥750

価格改定： ¥700 ⇒ ¥800

価格改定： ¥900 ⇒ ¥1,050

価格改定： ¥1,000 ⇒ ¥1,200

価格改定： ¥1,300 ⇒ ¥1,450

価格改定： ¥2,100 ⇒ ¥2,300

価格改定： ¥2,600 ⇒ ¥2,900

価格改定： ¥5,300 ⇒ ¥6,000

¥360

価格改定： ¥380 ⇒

価格改定： ¥7,600 ⇒

¥400

⇒ ¥3,800

価格改定： ¥12,300

価格改定： ¥850 ⇒

価格改定： ¥130 ⇒ ¥150

価格改定： ¥640 ⇒ ¥700

価格改定： ¥420 ⇒ ¥440

¥1,000

価格改定： ¥950 ⇒ ¥1,100

価格改定： ¥3,000 ⇒ ¥3,500

¥1,700 ⇒ ¥1,950

価格改定： ¥600 ⇒ ¥650

価格改定： ¥920 ⇒ ¥1,000

価格改定： ¥2,300 ⇒ ¥2,700

価格改定： ¥3,300

価格改定： ¥250 ⇒ ¥260

⇒ ¥14,200

価格改定： ¥16,100 ⇒ ¥18,600

価格改定： ¥200 ⇒ ¥230

価格改定： ¥3,600 ⇒ ¥4,000

価格改定：

改正表No.26にて「ガス栓は取付けておりません」と
訂正いたしましたが、「ガス栓ネジ3/8を取付けてお
ります」と再訂正お願いいたします。

改正表No.26にて「ガス栓は取付けておりません」と
訂正いたしましたが、「ガス栓ネジ3/8を取付けてお
ります」と再訂正お願いいたします。

価格改定： ¥500 ⇒ ¥550

価格改定： ¥350 ⇒
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変　更　箇　所
696 30-9001-36 サムロック　RT-600-10

711 20-4323-11 モルトン栓 / N-15

715 22-5120-01～04 シリコーンゴム粘着テープNo.9013

723 22-5146-10～16 両面テープ / No.777

797 24-0603-12 ボクセル　No.33

801 12-3482-30 ミニグリップ　MG-C (200枚入)

801 12-3482-31 ミニグリップ　MG-D (200枚入)

801 12-3482-32 ミニグリップ　MG-E (200枚入)

801 12-3482-33 ミニグリップ　MG-F (100枚入)

801 12-3482-34 ミニグリップ　MG-G (100枚入)

801 12-3482-35 ミニグリップ　MG-H (100枚入)

801 12-3482-36 ミニグリップ　MG-I (100枚入)

801 12-3482-37 ミニグリップ　MG-J (100枚入)

801 12-3482-38 ミニグリップ　MG-K (100枚入)

801 12-3482-39 ミニグリップ　MG-L (100枚入)

809 24-1810-30～40 テーパー型容器TP-ST型

最新版の改正表は

次のところよりご確認下さい。

内容物寸法訂正：　62×62×40 ⇒ 54×54×40

表記追記　⇒　●使用条件：大気圧（加減圧不可）

表記訂正：　●剪断接着力：507.6N/400㎡
　　　　⇒　●剪断接着力：507.6N/400㎟

モデルチェンジ（ﾁｬｯｸ上が13mm⇒20mmに変更）
後継品：　ジョイグリップ　JG-H　（100枚）　￥1,100

モデルチェンジ（ﾁｬｯｸ上が13mm⇒20mmに変更）
後継品：　ジョイグリップ　JG-I　（100枚）　￥1,400

モデルチェンジ（ﾁｬｯｸ上が13mm⇒20mmに変更）
後継品：　ジョイグリップ　JG-J　（100枚）　￥1,600

モデルチェンジ（ﾁｬｯｸ上が13mm⇒20mmに変更）
後継品：　ジョイグリップ　JG-K　（100枚）　￥2,000

モデルチェンジ（ﾁｬｯｸ上が13mm⇒20mmに変更）
後継品：　ジョイグリップ　JG-L　（100枚）　￥2,700

粘着力訂正　⇒　18.80（1917）N（gf）/幅25mm

モデルチェンジ（ﾁｬｯｸ上が13mm⇒20mmに変更）
後継品：　ジョイグリップ　JG-D　（100枚）　￥500

モデルチェンジ（ﾁｬｯｸ上が13mm⇒20mmに変更）
後継品：　ジョイグリップ　JG-E　（100枚）　￥560

モデルチェンジ（ﾁｬｯｸ上が13mm⇒20mmに変更）
後継品：　ジョイグリップ　JG-F　（100枚）　￥650

モデルチェンジ（ﾁｬｯｸ上が13mm⇒20mmに変更）
後継品：　ジョイグリップ　JG-G　（100枚）　￥800

モデルチェンジ（ﾁｬｯｸ上が13mm⇒20mmに変更）
後継品：　ジョイグリップ　JG-C　（100枚）　￥450

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

　　　　　　２０１７ 年　　６月  　２６ 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

価格改定： ¥37,900 ⇒ ¥47,300

型番変更：　N-15　⇒　N-16
適合口径訂正： φ15～16.5mm ⇒ φ16～16.5mm


