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頁 製品コード 品　　　名　・　型　　　番
53 36-3005-30～33 保管庫　No.545N / No.540N

53 36-3005-30 保管庫　No.545N

53 36-3005-31 保管庫　No.540N

53 36-3005-32 保管庫用4×3型ベース

53 36-3005-33 保管庫セット / No.545N+No.540N+4×3型ベース

53 36-3005-40～43 保管庫　No.555N / No.550N

53 36-3005-40 保管庫　No.555N

53 36-3005-41 保管庫　No.550N

53 36-3005-42 保管庫用5×3型ベース

53 36-3005-43 保管庫セット / No.555N+No.550N+5×3型ベース

53 36-3005-50～53 保管庫　No.635N / No.630N

53 36-3005-50 保管庫　No.635N

53 36-3005-51 保管庫　No.630N

53 36-3005-52 保管庫用6×3型ベース

53 36-3005-53 保管庫セット / No.635N+No.630N+6×3型ベース

54 36-3005-07 保管庫　No.565N

54 36-3005-08 保管庫　No.560N

54 36-3005-09 保管庫　No.360MGN

54 36-3005-20～23 保管庫　No.535N / No.530N

54 36-3005-20 保管庫　No.535N

54 36-3005-21 保管庫　No.530N

54 36-3005-22 保管庫用3×3型ベース

54 36-3005-23 保管庫セット / No.535N+No.530N+3×3型ベース

55 36-3005-01 保管庫　No.330N

55 36-3005-05 保管庫　No.360N

55 36-3005-10 保管庫　No.365N

73 10-1722-10～30 作業台ATN型

73 10-1723-10～25 作業台AHN型

74 10-1720-10～30 作業台ASN型

74 10-1721-10～30 作業台ABN型

75 10-1717-10～25 作業台AH型

75 10-1718-10～23 作業台ADH型

76 10-1715-10～30 作業台AT型

76 10-1716-10～27 作業台ADT型

77 10-1713-10～30 作業台AB型

77 10-1714-10～27 作業台ADB型

78 10-1711-10～30 作業台AS型

78 10-1712-10～27 作業台ADS型

87 10-1607-01 ワゴン　M02-6045

87 10-1607-02 ワゴン　M02-7545

87 10-1607-03 ワゴン　M02-9045

87 10-1607-04 ワゴン　M02-7560

87 10-1607-05 ワゴン　M02-9060

87 10-1607-06 ワゴン　M03-6045

87 10-1607-07 ワゴン　M03-7545

87 10-1607-08 ワゴン　M03-9045

87 10-1607-09 ワゴン　M03-7560

87 10-1607-10 ワゴン　M03-9060

87 10-1607-11 ワゴン　M11-6045

87 10-1607-12 ワゴン　M11-7545

87 10-1607-13 ワゴン　M11-9045

87 10-1607-14 ワゴン　M11-7560

87 10-1607-15 ワゴン　M11-9060

87 10-1607-16 ワゴン　M20-6045

87 10-1607-17 ワゴン　M20-7545

87 10-1607-18 ワゴン　M20-9045

87 10-1607-19 ワゴン　M20-7560

価格改定： ¥84,200 ⇒ ¥87,300

価格改定： ¥37,200 ⇒ ¥38,600

価格改定： ¥5,300 ⇒ ¥5,500

価格改定： ¥101,800 ⇒ ¥105,400

価格改定： ¥41,700 ⇒ ¥43,200

価格改定： ¥81,100 ⇒ ¥84,000

価格改定： ¥72,500 ⇒ ¥75,100

価格改定： ¥8,400 ⇒ ¥8,700

価格改定： ¥139,400 ⇒ ¥144,400

価格改定： ¥69,100 ⇒ ¥71,600

価格改定： ¥61,900 ⇒ ¥64,100

表示訂正：　　　　　　　 ⇒
価格改定：　￥49,500　⇒　￥51,300

表示訂正：　　　　　　　 ⇒
価格改定：　￥73,900　⇒　￥76,500

価格改定： ¥65,900 ⇒ ¥68,300

価格改定： ¥8,400 ⇒ ¥8,700

価格改定： ¥132,500 ⇒ ¥137,300

価格改定： ¥75,200 ⇒ ¥77,900

表示訂正：　　　　　　　 ⇒

価格改定： ¥66,000 ⇒ ¥68,400

価格改定： ¥59,100 ⇒ ¥61,200

価格改定： ¥7,400 ⇒ ¥7,700

表示訂正：　　　　　　　 ⇒

型番変更：　ATN　⇒　WTN

型番変更：　AHN　⇒　WHN

型番変更：　ASN　⇒　WSN

型番変更：　AT　⇒　WT

型番変更：　ABN　⇒　WBN

型番変更：　AH　⇒　WH

型番変更：　ADH　⇒　WDH

■テラオカ総合カタログ№1100　改正表　32

変　更　箇　所

型番変更：　ADT　⇒　WDT

型番変更：　AB　⇒　WB

型番変更：　M03-9060　⇒　M03-9060-U75

型番変更：　M11-6045　⇒　M11-6045-U75

型番変更：　M11-7545　⇒　M11-7545-U75

型番変更：　M11-9045　⇒　M11-9045-U75

型番変更：　ADB　⇒　WDB

型番変更：　AS　⇒　WS

型番変更：　ADS　⇒　WDS

型番変更：　M02-6045　⇒　M02-6045-U75

型番変更：　M02-7545　⇒　M02-7545-U75

型番変更：　M02-9045　⇒　M02-9045-U75

型番変更：　M02-7560　⇒　M02-7560-U75

型番変更：　M03-9045　⇒　M03-9045-U75

型番変更：　M02-9060　⇒　M02-9060-U75

型番変更：　M03-6045　⇒　M03-6045-U75

型番変更：　M03-7545　⇒　M03-7545-U75

型番変更：　M11-7560　⇒　M11-7560-U75

型番変更：　M11-9060　⇒　M11-9060-U75

型番変更：　M20-6045　⇒　M20-6045-U75

型番変更：　M20-7545　⇒　M20-7545-U75

型番変更：　M20-9045　⇒　M20-9045-U75

型番変更：　M20-7560　⇒　M20-7560-U75

表示訂正：　　　　　　　 ⇒

表示訂正：　　　　　　　 ⇒

価格改定： ¥149,500 ⇒ ¥154,900

表示訂正：　　　　　　　 ⇒
価格改定：　￥38,000　⇒　￥39,400

型番変更：　M03-7560　⇒　M03-7560-U75

12005 12505

12005 12505

12005 12505

12005 12505

12005 12505

12005 12505

12005 12505



2/5

頁 製品コード 品　　　名　・　型　　　番

■テラオカ総合カタログ№1100　改正表　32

変　更　箇　所
87 10-1607-20 ワゴン　M20-9060

169 12-0623-01 ホモジナイザー / T10ベーシック

169 12-0623-02 シャフトジェネレータ　S10N-5G

169 12-0623-03 シャフトジェネレータ　S10N-8G

169 12-0623-04 シャフトジェネレータ　S10N-10G

169 12-0623-20 ホモジナイザー / T18デジタル

169 12-0623-21 ホモジナイザー / T25デジタル

169 12-0623-22 シャフトジェネレータ　S18N-10G

169 12-0623-23 シャフトジェネレータ　S18N-19G

169 12-0623-24 シャフトジェネレータ　S25N-8G

169 12-0623-25 シャフトジェネレータ　S25N-10G

169 12-0623-26 シャフトジェネレータ　S25NK-19G

169 12-0623-27 シャフトジェネレータ　S25N-25G

169 12-0623-28 シャフトジェネレータ　S25N-25Ｆ
169・198 12-0302-74 ボスヘッドクランプ　/ R182
169・198 12-0302-76 容器押さえ　/ RH3
169・198 12-0302-77 プレートスタンド / R1827

198 12-0302-70 プロペラ型撹拌4枚羽根 / R1342

198 12-0302-71 プロペラ型撹拌4枚羽根 / R1345

198 12-0302-72 プロペラ型撹拌3枚羽根 φ45mm / R1381

198 12-0302-73 溶解型撹拌羽根 / R1300

198 12-0302-75 ボスヘッドクランプ　/ R271

198 12-0302-78 H型スタンド / R2722

198 12-0304-01 撹拌機　EUROSTAR 20 デジタル

198 12-0304-02 撹拌機　EUROSTAR 40 デジタル

198 12-0304-03 撹拌機　EUROSTAR 60 デジタル

198 12-0304-04 撹拌機　EUROSTAR 60 コントロール

208 12-0501-35 シェーカー / MS3 ベーシック

208 12-0501-36 シェーカー / MS3 デジタル

208 12-0501-37 ボルテックスミキサー / Vortex Genius3　50Hz

208 12-0501-38 ボルテックスミキサー / Vortex Genius3　60Hz

208 12-0501-41 ﾎﾞﾙﾃｯｸｽﾐｷｻｰ用試験官ｲﾝｻｰﾄ / VG3.2

208 12-0501-42 ﾎﾞﾙﾃｯｸｽﾐｷｻｰ用試験官ｲﾝｻｰﾄ / VG3.3

208 12-0501-43 ﾎﾞﾙﾃｯｸｽﾐｷｻｰ用試験官ｲﾝｻｰﾄ / VG3.31

209 12-0402-56 デジタルマイクロプレートシェーカー　MTS 2/4

209 12-0402-60 インキュベーターシェーカー / KS 3000i コントロール

209 12-0402-61 インキュベーターシェーカー / KS 3000ic コントロール

209 12-0405-40 シェーカー / KS130 ベーシック

209 12-0405-41 シェーカー / KS130 コントロール

209 12-0405-42 ｼｪｰｶｰ用汎用ｱﾀｯﾁﾒﾝﾄ / AS130.1

209 12-0405-46 ｼｪｰｶｰ用25mL固定ｸﾘｯﾌﾟ / AS2.1

209 12-0405-47 ｼｪｰｶｰ用50mL固定ｸﾘｯﾌﾟ / AS2.2

209 12-0405-48 ｼｪｰｶｰ用100mL固定ｸﾘｯﾌﾟ / AS2.3

209 12-0405-49 ｼｪｰｶｰ用200･250mL固定ｸﾘｯﾌﾟ / AS2.4

209 12-0405-50 ｼｪｰｶｰ用500mL固定ｸﾘｯﾌﾟ / AS2.5

215 12-0101-80 マグネットスターラー / C-MAG HS 4 デジタル

215 12-0101-81 マグネットスターラー / C-MAG HS 7 デジタル

215 12-0101-82 マグネットスターラー / C-MAG HS 10 デジタル

215 12-0150-01 ホットマグネットスターラー / RHベーシック

215 12-0150-02 ホットマグネットスターラー / RHデジタル

233 12-8202-03 ハンドロータリーポンプ / HRP-25ⅢHM

233 12-8202-15 ハンドロータリーポンプ / HRP-25Z

233 12-8202-16 ハンドロータリーポンプ / HRP-25ZM

233 12-8202-20 手動式ペールポンプ / P-S

233 12-8202-21 手動式ペールポンプ / P-SX

234 12-8202-25 手動式ピストンポンプ / S-L

234 12-8202-26 手動式ピストンポンプ / S-LH1

234 12-8202-30 ステンレス製ドラムポンプ / S-LX

234 12-8202-31 ステンレス製ドラムポンプ / S-LXHS

234 12-8202-35 電動式ペールポンプ / MH21N-V

246 12-8106-31 ベローズポンプ　GS12-P3TE-13/15

価格改定： ¥96,000 ⇒ ¥96,700

価格改定： ¥156,800 ⇒ ¥152,000

価格改定： ¥32,200 ⇒ ¥35,000

価格改定： ¥43,400 ⇒ ¥48,500

¥42,000

価格改定： ¥11,400 ⇒ ¥13,500

¥126,200

⇒ ¥11,600

価格改定： ¥40,200 ⇒

⇒ ¥65,000

価格改定： ¥67,500 ⇒ ¥78,000

価格改定： ¥162,400 ⇒ ¥173,600

価格改定：

価格改定： ¥4,900 ⇒ ¥5,400

⇒ ¥103,000価格改定： ¥97,000

価格改定： ¥68,000 ⇒ ¥72,000

価格改定：

価格改定： ¥54,000

¥5,400

価格改定： ¥2,600 ⇒ ¥2,800

価格改定： ¥4,900 ⇒

¥2,600

価格改定： ¥180,000 ⇒ ¥190,000

価格改定： ¥2,500 ⇒ ¥2,900

価格改定： ¥6,100 ⇒ ¥7,300

価格改定： ¥760,000 ⇒

価格改定： ¥27,900 ⇒ ¥29,600

価格改定： ¥18,500 ⇒ ¥19,700

価格改定： ¥36,700 ⇒ ¥38,800

価格改定： ¥12,000 ⇒ ¥12,800

価格改定： ¥8,400 ⇒ ¥8,900

価格改定： ¥28,000 ⇒ ¥29,700

価格改定： ¥129,000 ⇒ ¥137,000

価格改定： ¥135,000 ⇒ ¥143,000

価格改定： ¥135,000 ⇒ ¥143,000

価格改定： ¥111,000 ⇒ ¥118,000

価格改定： ¥98,000 ⇒ ¥110,000

価格改定： ¥98,000 ⇒ ¥110,000

価格改定： ¥129,000 ⇒ ¥160,000

価格改定： ¥180,000 ⇒ ¥198,000

価格改定： ¥123,000 ⇒ ¥131,000

価格改定： ¥123,000 ⇒ ¥131,000

価格改定： ¥118,000 ⇒ ¥130,000

価格改定： ¥123,000 ⇒ ¥131,000

価格改定： ¥260,000 ⇒ ¥290,000

¥2,800

価格改定： ¥2,600 ⇒ ¥2,800

価格改定： ¥29,000 ⇒ ¥38,900

価格改定： ¥2,500 ⇒

価格改定： ¥65,000 ⇒ ¥67,000

価格改定： ¥80,000 ⇒

¥790,000

¥82,000

価格改定： ¥44,000 ⇒ ¥45,000

価格改定： ¥44,000 ⇒ ¥45,000

価格改定： ¥2,400 ⇒

¥76,000 ⇒ ¥80,000

⇒

⇒ ¥145,200

価格改定： ¥146,400

廃番

¥149,000

価格改定： ¥180,000 ⇒ ¥198,000

価格改定：

価格改定： ¥220,000 ⇒ ¥234,000

廃番

⇒ ¥166,000

価格改定： ¥10,800

¥620,000 ⇒ ¥650,000

価格改定： ¥18,000 ⇒ ¥19,100

価格改定： ¥36,000 ⇒ ¥38,200

価格改定：

型番変更：　M20-9060　⇒　M20-9060-U75

¥72,000 ⇒ ¥79,000

価格改定： ¥160,000 ⇒ ¥170,000

価格改定： ¥110,000 ⇒ ¥117,000

価格改定： ¥140,000
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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　32

変　更　箇　所
246 12-8106-32 ベローズポンプ　GS12-P3TE-20/24

246 12-8106-33 ベローズポンプ　GS12-P6TE-20/24

246 12-8106-37 ベローズポンプ　GS14-P3TE-13/15

246 12-8106-38 ベローズポンプ　GS14-P6TE-20/24

289 12-7611-03 ブラシ （ナイロン製糸巻）　大

304 14-3450-19～20 赤外線放射温度計

304 14-3455-02 温度計 / HI 935007N

304 14-3455-05 温度計 / HI 151-00

326 33-0297-01～28 吸光光度計　Checkerシリーズ

328 33-0300-29 残留塩素計（超高濃度）

328 33-0300-30～31 残留塩素計

328 33-0300-32～33 試薬

328 33-0300-55 試薬　HI 95771-03

329 16-2002-01～03 pH・EC・DO計 / edge

336～337 16-2302-01～04 pH計オプション

336 16-2011-13～14 pH計

336 16-2011-15 pH計 / HI 99121N

337～338 16-2302-05～08 pH計/導電率計/多機能計オプション

337 16-2011-16 pH計 / HI 99161N

337 16-2302-20～21 導電率/TDS計

337 16-2302-25～26 多機能計

338 16-2302-27 導電率計 / HI 98331N

338 16-2302-32 導電率計 / HI 98308

338 16-2302-33 EC標準液　HI 7033L

357 14-3300-01～06 電子天びん　ナビゲーターNVLシリーズ

357 14-3301-01 コンパクト電子天びん 150g / TA152JP

357 14-3301-02 コンパクト電子天びん 300g / TA302JP

357 14-3301-03 コンパクト電子天びん 500g / TA501JP

357 14-3301-04 コンパクト電子天びん 1500g / TA1501JP

357 14-3301-05 コンパクト電子天びん 3000g / TA3001JP

357 14-3301-06 コンパクト電子天びん 5000g / TA5000JP

357 14-3301-15 コンパクト天びん　200g / CS201JP

357 14-3301-16 コンパクト天びん　2000g / CS2000JP

357 14-3301-17 コンパクト天びん　5000g / CS5000JP

362 14-3370-40 PS-610 新型郵便料金はかり ゆうたろうⅡ

365 14-3561-62 水分計　MB25

365 14-3561-63 水分計　MB23

372 14-4111-50～52 デジタル回転式粘度計　ビスコリード・ワン

430 20-0702-65 組織培養フラスコ　No.3055

430 20-0702-66 組織培養フラスコ　No.3056

430 20-0702-67 組織培養フラスコ　No.3275

430 20-0702-68 組織培養フラスコ　No.3276

430 20-0702-69 組織培養フラスコ　No.3000

430 20-0702-70 組織培養フラスコ　No.3001

433 20-0340-01 ステンレスシャーレ　S5

433 20-0340-02 ステンレスシャーレ　S6

433 20-0340-03 ステンレスシャーレ　S7

433 20-0340-04 ステンレスシャーレ　S9

433 20-0340-05 ステンレスシャーレ　S12

輸送費マーク追記（別途送料要）

輸送費マーク追記（別途送料要）

輸送費マーク追記（別途送料要）

表記変更： ※試薬のみでの・・・申し受けます。
　　　　　⇒　※別途送料を申し受けます。

輸送費マーク追記（別途送料要）

輸送費マーク追記（別途送料要）

輸送費マーク追記（別途送料要）

輸送費マーク追記（別途送料要）

⇒ ¥29,200

2018/4/1より価格改定： ¥31,500 ⇒ ¥32,400

価格改定： ⇒

2018/4/1より価格改定： ¥34,500 ⇒ ¥35,500

2018/4/1より価格改定： ¥28,400

⇒ ¥1,100

価格改定： ¥950 ⇒ ¥1,150

価格改定： ¥850 ⇒ ¥1,000

価格改定： ¥900

¥1,000

廃番

モデルチェンジ（仕様詳細はお問い合わせ下さい）
後継機種：　PS-610 ゆうたろうⅢ　￥24,800

廃番

廃番

改正表31の再訂正
価格訂正：　￥378,000　⇒　￥374,000

廃番

価格改定： ¥520 ⇒ ¥790

廃番
代替品： 20-0702-64　組織培養ﾌﾗｽｺ No.431082

廃番
代替品： 20-0702-51　組織培養ﾌﾗｽｺ No.430372

表記変更： ※試薬のみでの・・・申し受けます。
　　　　　⇒　※別途送料を申し受けます。

表記変更： ※試薬のみでの・・・申し受けます。
　　　　　⇒　※別途送料を申し受けます。

表記変更： ※試薬のみでの・・・申し受けます。
　　　　　⇒　※別途送料を申し受けます。

廃番
代替品： 20-0702-63　組織培養ﾌﾗｽｺ No.431081

廃番
代替品： 20-0702-52　組織培養ﾌﾗｽｺ No.430639

廃番
代替品： 20-0702-54　組織培養ﾌﾗｽｺ No.430725U

¥1,200

廃番
代替品： 20-0702-55　組織培養ﾌﾗｽｺ No.430641U

2018/4/1より価格改定： ¥35,800 ⇒ ¥36,800

2018/4/1より価格改定： ¥31,500 ⇒ ¥32,400

2018/4/1より価格改定： ¥34,500 ⇒ ¥35,500

2018/4/1より価格改定：

寸法訂正：　高さ20mm　⇒　高さ25mm

⇒ ¥29,200

2018/4/1より価格改定： ¥11,000

2018/4/1より価格改定： ¥120,000 ⇒ ¥124,000

⇒ ¥11,400

2018/4/1より価格改定： ¥11,000 ⇒ ¥11,400

2018/4/1より価格改定： ¥13,000 ⇒ ¥13,400

表記変更： ※試薬のみでの・・・申し受けます。
　　　　　⇒　※別途送料を申し受けます。

輸送費マーク追記（別途送料要）

輸送費マーク追記（別途送料要）

輸送費マーク追記（別途送料要）

輸送費マーク追記（別途送料要）

輸送費マーク追記（別途送料要）

輸送費マーク追記（別途送料要）

輸送費マーク追記（別途送料要）

¥28,400

2018/4/1より価格改定： ¥158,000 ⇒ ¥163,000



4/5

頁 製品コード 品　　　名　・　型　　　番

■テラオカ総合カタログ№1100　改正表　32

変　更　箇　所
433 20-0340-06 ステンレスシャーレ　S15

433 20-0340-07 ステンレスシャーレ　S20

440 19-0110-08 遠心分離機　/ mini G

463 20-3411-40 レイニン　クラシック　PR-2

463 20-3411-41 レイニン　クラシック　PR-10

463 20-3411-42 レイニン　クラシック　PR-20

463 20-3411-43 レイニン　クラシック　PR-100

463 20-3411-44 レイニン　クラシック　PR-200

463 20-3411-45 レイニン　クラシック　PR-1000

463 20-3411-46 レイニン　クラシック　PR-5000

463 20-3411-47 レイニン　クラシック　PR-10ML

515 20-4930-10～15 常圧反応容器

515 20-4930-20 丸底フラスコ　0.5L / MFN-5

515 20-4930-21 丸底フラスコ　1L / MFN-10

515 20-4930-22 丸底フラスコ　2L / MFN-20

515 20-4930-23 丸底フラスコ　3L / MFN-30

515 20-4930-24 丸底フラスコ　5L / MFN-50

617 33-0101-11 IAQモニター　2211

618 33-0201-13 データロガー付騒音計　SD-8000A

618 33-0201-30 マルチ環境測定器　LM-8102

618 33-0201-40 振動計　VB-8200

710 20-4310-24 シリコーンゴム栓　No.12

710 20-4310-33 シリコーンゴム栓　No.21

710 20-4310-34 シリコーンゴム栓　No.22

710 20-4310-35 シリコーンゴム栓　No.23

710 20-4310-36 シリコーンゴム栓　No.24

710 20-4310-37 シリコーンゴム栓　No.25

710 20-4310-38 シリコーンゴム栓　No.26

710 20-4310-40 シリコーンゴム栓　No.28

710 20-4311-24 フッ素ゴム栓　No.12

710 20-4311-33 フッ素ゴム栓　No.21

710 20-4311-34 フッ素ゴム栓　No.22

710 20-4311-35 フッ素ゴム栓　No.23

710 20-4311-36 フッ素ゴム栓　No.24

710 20-4311-37 フッ素ゴム栓　No.25

710 20-4311-38 フッ素ゴム栓　No.26

710 20-4311-40 フッ素ゴム栓　No.28

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

廃番

廃番

廃番

廃番

¥29,500 ⇒ ¥31,300

2018/4/1より価格改定： ¥29,500

¥34,000 ⇒ ¥36,200

⇒ ¥31,300

2018/4/1より価格改定： ¥29,500 ⇒ ¥31,300

2018/4/1より価格改定： ¥34,000 ⇒ ¥36,200

2018/4/1より価格改定： ¥29,500 ⇒ ¥31,300

価格改定： ¥35,000 ⇒ ¥40,000

価格改定： ¥7,550 ⇒ ¥7,900

2018/4/1より価格改定：

メーカー在庫無くなり次第、寸法変更
寸法変更　⇒　上径72×下径66×高さ45

2018/4/1より価格改定： ¥34,700 ⇒ ¥36,900

2018/4/1より価格改定： ¥34,700 ⇒ ¥36,900

メーカー在庫無くなり次第、寸法変更
寸法変更　⇒　上径69×下径63×高さ45

販売再開
価格改定：　￥73,000　⇒　￥90,000

販売再開
価格改定：　￥62,600　⇒　￥75,600

販売再開

販売再開
価格改定：　￥48,000　⇒　￥60,000

販売再開
価格改定：　￥52,300　⇒　￥63,300

販売再開
価格改定：　￥58,200　⇒　￥69,200

内寸訂正　⇒　W240×D240×H240mm

価格改定： ¥4,500

内寸訂正　⇒　W160×D160×H170mm

内寸訂正　⇒　W190×D190×H200mm

メーカー在庫無くなり次第、寸法変更
寸法変更　⇒　上径36.5×下径31×高さ35

メーカー在庫無くなり次第、寸法変更
寸法変更　⇒　上径63×下径57×高さ45

メーカー在庫無くなり次第、寸法変更
寸法変更　⇒　上径66×下径60×高さ45

メーカー在庫無くなり次第、寸法変更
寸法変更　⇒　上径79×下径72×高さ45

メーカー在庫無くなり次第、寸法変更
寸法変更　⇒　上径85×下径78×高さ45

メーカー在庫無くなり次第、寸法変更
寸法変更　⇒　上径36.5×下径31×高さ35

メーカー在庫無くなり次第、寸法変更
寸法変更　⇒　上径66×下径60×高さ45

メーカー在庫無くなり次第、寸法変更
寸法変更　⇒　上径85×下径78×高さ45

メーカー在庫無くなり次第、寸法変更
寸法変更　⇒　上径63×下径57×高さ45

メーカー在庫無くなり次第、寸法変更
寸法変更　⇒　上径76×下径69×高さ45

メーカー在庫無くなり次第、寸法変更
寸法変更　⇒　上径79×下径72×高さ45

メーカー在庫無くなり次第、寸法変更
寸法変更　⇒　上径76×下径69×高さ45

メーカー在庫無くなり次第、寸法変更
寸法変更　⇒　上径69×下径63×高さ45

メーカー在庫無くなり次第、寸法変更
寸法変更　⇒　上径72×下径66×高さ45

内寸訂正　⇒　W270×D270×H270mm

⇒ ¥4,800

2018/4/1より価格改定：
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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　32

変　更　箇　所
848 24-0180-18 パッカー（角型）　20L

848 24-0180-20～28 パッカー（丸型）

848 24-0180-20 パッカー（丸型）　3L

848 24-0180-22 パッカー（丸型）　5L

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

850 24-0181-30～32 パックルペール（密閉容器）

899 35-0604-11 エアバキュームクリ－ナー / APPQO400G

最新版の改正表は

次のところよりご確認下さい。

表記訂正： 底内径φ125×内高177（mm）
　⇒　上部内径φ160×底径φ130×内高180（mm）

表記訂正： 底内径φ160×内高211（mm）
　⇒　上部内径φ190×底径φ150×内高210（mm）

表記訂正： 底内径φ185×内高260（mm）
　⇒　上部内径φ240×底径φ200×内高265（mm）

表記訂正：　外径φ305　⇒　外径φ307
表記訂正： 底内径φ225×内高285（mm）
　⇒　上部内径φ280×底径φ230×内高290（mm）

表記訂正： 底内径φ240×内高315（mm）
　⇒　上部内径φ310×底径φ260×内高320（mm）

表記訂正： 口外径×内径×全高（mm）
　　　　　⇒　取手外寸・外径×全高（mm）

価格改定： ¥85,000 ⇒ ¥89,200

取扱中止

　　　　　　２０１８ 年　　１月  　２５日発行■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

　申し上げます。 URL 　http://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

内寸訂正　⇒　W295×D295×H305mm


