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頁 製品コード 品　　　名　・　型　　　番

43 10-1305-65 簡易型保管庫 / SNX-400

43 10-1305-66 簡易型保管庫 / SNX-600

43 10-1305-67 簡易型保管庫 / SNX-750

115 99-9999-01 練合圧延機　VS-50型

115 99-9999-02 練合圧延機　VS-100型

115 99-9999-03 練合圧延機　VS-150N型

116 99-9999-04 オートペスター　LD-VS-50

116 99-9999-05 箱型乾燥機　DR-1200型

117 99-9999-06 卓上小型製丸機　LB-270

117 99-9999-10～12 高性能金属異物選別機

146
12-3301-01～05
12-3302-01～06

ベーパーシッパー・シリーズ（試料移動用）

146 12-3301-01 ベーパーシッパー（試料移動用）　SC2/1V

146 12-3301-02 ベーパーシッパー（試料移動用）　ﾐﾆ・ﾑｰﾊﾞｰ

146 12-3301-03 ベーパーシッパー（試料移動用）　SC4/2V

146 12-3301-04 ベーパーシッパー（試料移動用）　SC4/3V

146 12-3301-05 ベーパーシッパー（試料移動用）　SC20/12V

146 12-3301-50～52 低温液化ガス容器LABシリーズ専用サイフォン

146 12-3302-01 ベーパーシッパー（試料移動用）　ｸﾗｲｵ・ｼｯﾊﾟｰ

146 12-3302-02 ベーパーシッパー（試料移動用）　ｸﾗｲｵ・ﾑｰﾊﾞｰ

146 12-3302-03 ベーパーシッパー（試料移動用）　ｸﾗｲｵ・ｼｯﾊﾟｰ・ﾐﾆ

146 12-3302-04 ベーパーシッパー（試料移動用）　XC20/3V

146 12-3302-05 ベーパーシッパー（試料移動用）　ｸﾗｲｵ・ｼｯﾊﾟｰXC

146 12-3302-06 ベーパーシッパー（試料移動用）　ｸﾗｲｵ・ｼｯﾊﾟｰIATA

147 12-3301-20～27 生物試料保存用液体窒素容器XCシリーズ

147 12-3301-20 生物試料保存用液体窒素容器　ﾐﾚﾆｱﾑⅡ（XC20）

147 12-3301-21 生物試料保存用液体窒素容器　XC22/5

147 12-3301-22 生物試料保存用液体窒素容器　XC32/8

147 12-3301-23 生物試料保存用液体窒素容器　XC33/22

147 12-3301-24 生物試料保存用液体窒素容器　XC34/18

147 12-3301-25 生物試料保存用液体窒素容器　XC43/28

147 12-3301-26 生物試料保存用液体窒素容器　XC47/11-6

147 12-3301-27 生物試料保存用液体窒素容器　XC47/11-10

147 12-3301-39～44 低温液化ガス容器LABシリーズ

147 12-3301-39 低温液化ガス容器 / LAB4

147 12-3301-40 低温液化ガス容器 / LAB5

147 12-3301-41 低温液化ガス容器 / LAB10

147 12-3301-42 低温液化ガス容器 / LAB20

147 12-3301-43 低温液化ガス容器 / LAB30

147 12-3301-44 低温液化ガス容器 / LAB50

148 12-3301-10～17 生物試料保存用液体窒素容器SCシリーズ

148 12-3301-10 生物試料保存用液体窒素容器　SC3/3

148 12-3301-11 生物試料保存用液体窒素容器　SC8/5

148 12-3301-12 生物試料保存用液体窒素容器　SC11/7

148 12-3301-14 生物試料保存用液体窒素容器　SC20/20

148 12-3301-14 生物試料保存用液体窒素容器　SC20/20　SIGNATURE

148 12-3301-15 生物試料保存用液体窒素容器　SC33/26

148 12-3301-16 生物試料保存用液体窒素容器　SC36/32

148 12-3301-17 生物試料保存用液体窒素容器　SUPER 2

148 12-3399-30～33 液体窒素用台車

151 12-3310-10 ステンレス外筒製デュワーフラスコ / SS111

151 12-3310-11 ステンレス外筒製デュワーフラスコ / SS222

151 12-3310-12 ステンレス外筒製デュワーフラスコ / SS333

151 12-3310-20 ステンレス外筒製デュワーフラスコ / SS77SH

151 12-3310-21 ステンレス外筒製デュワーフラスコ / SS100SH

151 12-3310-22 ステンレス外筒製デュワーフラスコ / SS138SH

151 12-3310-23 ステンレス外筒製デュワーフラスコ / SS150SH

取扱中止

取扱中止

取扱中止

取扱中止

取扱中止

取扱中止

取扱中止

販売再開

販売再開

販売再開

価格改定： ¥391,000 ⇒ ¥459,000

販売再開
納期確認マーク追記

■テラオカ総合カタログ№1100　改正表　35

変　更　箇　所
棚寸法変更：　W280×D220×H20mm
　　　　　　　⇒　W280×D200×H20mm

棚寸法変更：　W368×D420×H20mm
　　　　　　　⇒　W368×D400×H20mm

棚寸法変更：　W368×D420×H20mm
　　　　　　　⇒　W368×D400×H20mm

型番変更： SC20/20　⇒　SC20/20　SIGNATURE

販売再開
納期確認マーク追記

¥258,000 ⇒ ¥303,000

¥242,000

価格改定：

価格改定： ¥190,000 ⇒ ¥235,000

価格改定： ¥272,000 ⇒ ¥317,000

¥206,000 ⇒ ¥247,000

価格改定： ¥206,000 ⇒

価格改定： ¥366,000 ⇒ ¥430,000

価格改定： ¥464,000 ⇒ ¥545,000

価格改定： ¥594,000 ⇒ ¥716,000

価格改定：

価格改定： ¥874,000 ⇒ ¥1,021,000

価格改定： ¥597,000 ⇒ ¥710,000

価格改定： ¥244,000 ⇒ ¥285,000

価格改定： ¥169,000 ⇒ ¥255,000

価格改定： ¥256,000 ⇒ ¥298,000

価格改定： ¥314,000 ⇒ ¥366,000

価格改定： ¥339,000 ⇒ ¥398,000

価格改定： ¥247,000 ⇒ ¥290,000

価格改定： ¥325,000 ⇒ ¥382,000

価格改定： ¥320,000 ⇒ ¥376,000

価格改定： ¥129,000 ⇒ ¥157,000

価格改定： ¥125,000 ⇒ ¥146,000

⇒ ¥154,000

価格改定： ¥171,000 ⇒ ¥199,000

販売再開
納期確認マーク追記

価格改定： ¥132,000

価格改定： ¥276,000 ⇒ ¥322,000

価格改定： ¥201,000 ⇒ ¥236,000

¥205,000

価格改定： ¥170,000 ⇒ ¥200,000

価格改定： ¥194,000 ⇒ ¥228,000

価格改定： ¥174,000 ⇒

価格改定： ¥261,000 ⇒ ¥307,000

価格改定： ¥206,000 ⇒ ¥245,000

価格改定： ¥270,000 ⇒ ¥327,000

価格改定： ¥279,000 ⇒ ¥328,000

価格改定： ¥28,300 ⇒ ¥35,400

価格改定： ¥35,400 ⇒ ¥42,400

価格改定： ¥53,000

価格改定： ¥30,700 ⇒ ¥34,200

⇒ ¥59,000

価格改定： ¥28,300 ⇒ ¥29,500

価格改定： ¥39,000 ⇒ ¥42,400

価格改定： ¥39,000 ⇒ ¥42,400
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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　35

変　更　箇　所
278 12-7004-35～36 超音波洗浄器　US-600/US-600S

282 12-7000-10 スーパーアネックス瓶洗浄装置ANXS-15

288 12-7603-01 ピペット用ブラシ（中）

288 12-7603-02 ピペット用ブラシ（小）

288 12-7604-01 細管用ブラシ （小）

288 12-7605-01 試験管用ブラシ （大）

288 12-7605-02 試験管用ブラシ （中）

288 12-7606-01 注射器用ブラシ5mL用

288 12-7606-02 注射器用ブラシ10mL用

288 12-7606-03 注射器用ブラシ20mL用

288 12-7606-04 注射器用ブラシ30mL用

288 12-7606-05 注射器用ブラシ50mL用

288 12-7606-06 注射器用ブラシ100mL用

288 12-7607-02 両毛ブラシ　瓶洗2号

288 12-7607-03 両毛ブラシ　瓶洗3号

288 12-7607-04 両毛ブラシ　瓶洗5号

288 12-7607-05 両毛ブラシ　瓶洗10号

288 12-7609-01 竹ブラシ　直柄

288 12-7609-02 竹ブラシ　曲柄

289 12-7610-02 ブラシ（ビニール巻）　瓶洗用2号

289 12-7610-03 ブラシ（ビニール巻）　瓶洗用3号

289 12-7610-04 ブラシ（ビニール巻）　瓶洗用5号

289 12-7610-05 ブラシ（ビニール巻）　瓶洗用10号

289 12-7611-02 ブラシ（ナイロン製糸巻）　中

289 12-7611-03 ブラシ（ナイロン製糸巻）　大

289 12-7612-01 試験管用ブラシ （ビニール巻）　中

289 12-7612-02 試験管用ブラシ （ビニール巻）　大

289 12-7614-01 ワイヤーブラシ　（12本入）

289 12-7614-02 真鍮ブラシ　（12本入）

463 20-3411-10 ギルソン　ピペットマン / P-2

463 20-3411-11 ギルソン　ピペットマン / P-10

463 20-3411-16 ギルソン　ピペットマン / P-5000

463 20-3411-17 ギルソン　ピペットマン / P-10mL

465 20-3511-43 ﾌﾟﾚﾐｱﾑﾁｯﾌﾟ 0.5～10μL(ﾊﾞﾙｸ)/ 00-BMT2-SS

465 20-3511-44 ﾌﾟﾚﾐｱﾑﾁｯﾌﾟ 0.5～10μL(ﾗｯｸ)/ 00-BMT2-SSR

465 20-3511-45 ﾌﾟﾚﾐｱﾑﾁｯﾌﾟ 0.5～10μL(滅菌済)/ 00-BMT2-SSRB

467 20-3513-50～57 96ストックチューブ0.5mLタイプ

467 20-3513-60～64 96ストックチューブ1.0mLタイプ

467 20-3513-65～72 96ストックチューブ1.3mLタイプ

467 20-3513-80～88 キャップ

468 20-3512-01～04 ゲルピッキングチップ

469 20-4802-15～18 PPジャケットチューブ48Externalタイプ(2.0mL)

469 20-4802-20～22 PPジャケットチューブ96Externalタイプ(0.7mL)

469 20-4802-25～27 PPジャケットチューブ96Externalタイプ(1.0mL)

470 20-3515-01～38 ユニバーサルチップ

471 20-3512-60～80 フィルターチップ

472 20-4800-50 凍結保存用チューブ　0.5ｍL (500本入)/　CS-050C

472 20-4800-55 凍結保存用チューブ　1.5ｍL (500本入)/　CS-150C

472 20-4800-60 凍結保存用チューブ　2.0ｍL (500本入)/　CS-200C

473 20-4801-01～02 1.5mLフラットゲートマイクロチューブ

473 20-4801-05 マイクロチューブ　0.6ｍL (1000本入)/　MP-060C

473 20-4801-10 マイクロチューブ　1.5ｍL (500本×2入)/　MP-150C

473 20-4801-15 マイクロチューブ　1.7ｍL (500本×2入)/　MP-175C

473 20-4801-20 マイクロチューブ　2.0ｍL (500本×2入)/　MP-200C

取扱中止

取扱中止

取扱中止

取扱中止

取扱中止

取扱中止

取扱中止

取扱中止

取扱中止

取扱中止

取扱中止

取扱中止

取扱中止

取扱中止

取扱中止

取扱中止

取扱中止

モデルチェンジ（SSWシリーズに）
型番変更： 00-BMT2-SS ⇒ 00-BMT2-SSW

モデルチェンジ（SSWシリーズに）
型番変更： 00-BMT2-SSR ⇒ 00-BMT2-SSWR

モデルチェンジ（SSWシリーズに）
型番変更： 00-BMT2-SSRB ⇒ 00-BMT2-SSWRB

販売再開
2018/5/1より価格改定：　￥340　⇒　￥460

取扱中止

廃番

外形寸法訂正　⇒　W150×D150×H208.5
寸法図変更
表記追記　⇒　※肉厚の薄い容器を洗浄する場合は、水
栓や止水栓のハンドルで水圧・水量調整して下さい。水圧
が強すぎると容器が割れることがあります。

価格改定： ¥37,300 ⇒ ¥37,000

価格改定： ¥37,300 ⇒ ¥37,000

価格改定： ¥37,300 ⇒ ¥37,000

価格改定： ¥37,300 ⇒ ¥37,000

2018/5/1より価格改定： ¥210 ⇒ ¥330
2018/5/1より価格改定： ¥170 ⇒ ¥270
2018/5/1より価格改定： ¥160 ⇒ ¥230
2018/5/1より価格改定： ¥190 ⇒ ¥280
2018/5/1より価格改定： ¥180 ⇒ ¥240
2018/5/1より価格改定： ¥180 ⇒ ¥220
2018/5/1より価格改定： ¥260 ⇒ ¥300
2018/5/1より価格改定： ¥290 ⇒ ¥320
2018/5/1より価格改定： ¥310 ⇒ ¥420

2018/5/1より価格改定： ¥430 ⇒ ¥530
2018/5/1より価格改定： ¥510 ⇒ ¥590

2018/5/1より価格改定： ¥380 ⇒ ¥480
2018/5/1より価格改定： ¥430 ⇒ ¥560
2018/5/1より価格改定： ¥310 ⇒ ¥450

2018/5/1より価格改定： ¥100 ⇒ ¥110
2018/5/1より価格改定： ¥100 ⇒ ¥110
2018/5/1より価格改定： ¥360 ⇒ ¥490

2018/5/1より価格改定： ¥490 ⇒ ¥590
2018/5/1より価格改定： ¥580 ⇒ ¥640

販売再開
2018/5/1より価格改定：　￥410　⇒　￥550

2018/5/1より価格改定： ¥450 ⇒ ¥840
2018/5/1より価格改定： ¥790 ⇒ ¥960
2018/5/1より価格改定： ¥220 ⇒ ¥290
2018/5/1より価格改定： ¥230 ⇒ ¥330
2018/5/1より価格改定： ¥1,680 ⇒ ¥2,880
2018/5/1より価格改定： ¥2,160 ⇒ ¥2,280
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■テラオカ総合カタログ№1100　改正表　35

変　更　箇　所
473 20-4801-25～28 電子線滅菌マイクロチューブ

473 20-4801-30～31 キャップレスマイクロチューブ

474 20-4801-40～46 PCRチューブ

474 20-4801-50～53 ウェルプレート

536 99-1625-40～44 ユニットスタンド用UWタイプ

539 22-0153-01 ユニットスタンド用ベース / U-8

539 22-0154-01 センターロック

540 22-0110-32 H型スタンド　台　中

542 22-0112-10 馬蹄スタンド　台　特大

542 22-0112-11 馬蹄スタンド　台　大

542 22-0112-13 馬蹄スタンド　特大

542 22-0112-14 馬蹄スタンド　大

543 22-0242-21～22 ステンレス製両開きクランプ

555 22-1010-10 硝子細工用針付バーナー　天然ガス用

555 22-1010-11 硝子細工用針付バーナー　プロパンガス用

586 22-2202-01 角型スコップ　小

586 22-2202-02 角型スコップ　大

586 22-2202-03 角型スコップ　特大

649 30-0631-80～81 ヘアーネット　JZ500C

714 20-4390-09 パラフィルム　2インチ×250フィート

714 20-4390-10 パラフィルム　4インチ×125フィート

735 22-4320-01 タイゴンチューブLMT-55 / ACFJ00001

735 22-4320-02 タイゴンチューブLMT-55 / ACFJ00002

735 22-4320-03 タイゴンチューブLMT-55 / ACFJ00003

735 22-4320-04 タイゴンチューブLMT-55 / ACFJ00004

735 22-4320-05 タイゴンチューブLMT-55 / ACFJ00005

735 22-4320-06 タイゴンチューブLMT-55 / ACFJ00006

735 22-4320-07 タイゴンチューブLMT-55 / ACFJ00007

735 22-4320-08 タイゴンチューブLMT-55 / ACFJ00009

735 22-4320-09 タイゴンチューブLMT-55 / ACFJ00010

735 22-4320-10 タイゴンチューブLMT-55 / ACFJ00011

735 22-4320-11 タイゴンチューブLMT-55 / ACFJ00012

735 22-4320-12 タイゴンチューブLMT-55 / ACFJ00013

735 22-4320-13 タイゴンチューブLMT-55 / ACFJ00014

735 22-4320-14 タイゴンチューブLMT-55 / ACFJ00016

735 22-4320-15 タイゴンチューブLMT-55 / ACFJ00017

735 22-4320-16 タイゴンチューブLMT-55 / ACFJ00018

735 22-4320-17 タイゴンチューブLMT-55 / ACFJ00019

735 22-4320-18 タイゴンチューブLMT-55 / ACFJ00022

735 22-4320-19 タイゴンチューブLMT-55 / ACFJ00023

735 22-4320-20 タイゴンチューブLMT-55 / ACFJ00024

735 22-4320-21 タイゴンチューブLMT-55 / ACFJ00027

735 22-4320-22 タイゴンチューブLMT-55 / ACFJ00028

735 22-4320-23 タイゴンチューブLMT-55 / ACFJ00029

735 22-4320-24 タイゴンチューブLMT-55 / ACFJ00032

735 22-4320-40 タイゴンチューブLMT-55 / SCFJ00002

735 22-4320-41 タイゴンチューブLMT-55 / SCFJ00003

735 22-4320-42 タイゴンチューブLMT-55 / SCFJ00004

735 22-4320-43 タイゴンチューブLMT-55 / SCFJ00006

735 22-4320-44 タイゴンチューブLMT-55 / SCFJ00007

735 22-4320-45 タイゴンチューブLMT-55 / SCFJ00009

735 22-4320-46 タイゴンチューブLMT-55 / SCFJ00010

735 22-4320-47 タイゴンチューブLMT-55 / SCFJ00013

735 22-4320-48 タイゴンチューブLMT-55 / SCFJ00014

735 22-4320-49 タイゴンチューブLMT-55 / SCFJ00019

735 22-4320-50 タイゴンチューブLMT-55 / SCFJ00023

735 22-4320-51 タイゴンチューブLMT-55 / SCFJ00028

735 22-4320-52 タイゴンチューブLMT-55 / SCFJ00033

735 22-4320-53 タイゴンチューブLMT-55 / SCFJ00034

834 24-1502-30 硝子細口ねじ口瓶　白　100mL

834 24-1502-31 硝子細口ねじ口瓶　白　250mL

取扱中止

取扱中止

取扱中止

取扱中止

2018/6/1より価格改定： ¥8,900 ⇒ ¥10,800

⇒ ¥6,700

メーカー在庫限りでモデルチェンジ
代替品：　ヘアーネット　E-500

2018/6/1より価格改定： ¥8,900 ⇒ ¥10,800

2018/6/1より価格改定： ¥3,000 ⇒ ¥3,800

⇒ ¥15,600

¥4,900 ⇒ ¥5,800

2018/6/1より価格改定： ¥41,000 ⇒ ¥48,000
2018/6/1より価格改定： ¥26,000 ⇒ ¥30,600
2018/6/1より価格改定： ¥2,200 ⇒ ¥3,000

2018/6/1より価格改定： ¥4,100

2018/6/1より価格改定： ¥8,000 ⇒

2018/6/1より価格改定： ¥8,900 ⇒ ¥10,800

寸法訂正　⇒　W170×D92×H220mm

廃番

¥9,600
2018/6/1より価格改定： ¥5,600 ⇒ ¥6,800

廃番

廃番

廃番

2018/6/1より価格改定： ¥5,800 ⇒ ¥7,200

2018/6/1より価格改定： ¥11,000 ⇒ ¥13,000
2018/6/1より価格改定： ¥13,000

⇒ ¥5,000
2018/6/1より価格改定：

2018/6/1より価格改定： ¥16,000 ⇒ ¥19,000

価格改定： ¥5,600

2018/6/1より価格改定： ¥28,000 ⇒ ¥39,600

2018/6/1より価格改定： ¥33,000

2018/6/1より価格改定： ¥18,000 ⇒ ¥21,400

価格改定： ¥4,200 ⇒ ¥5,340

⇒ ¥14,200
2018/6/1より価格改定： ¥20,000 ⇒

⇒ ¥38,600
2018/6/1より価格改定： ¥21,000 ⇒ ¥24,600

⇒ ¥8,000
2018/6/1より価格改定： ¥15,000 ⇒ ¥17,600

2018/6/1より価格改定： ¥6,700

¥23,400
2018/6/1より価格改定： ¥29,000 ⇒ ¥38,200

¥5,400
2018/6/1より価格改定： ¥10,000 ⇒ ¥11,800
2018/6/1より価格改定： ¥5,100 ⇒ ¥6,000

2018/6/1より価格改定： ¥27,000 ⇒ ¥31,600

¥5,600

価格改定： ¥4,200 ⇒ ¥4,500

価格改定： ¥5,200 ⇒

在庫限りで廃番

2018/6/1より価格改定：

2018/6/1より価格改定： ¥27,000 ⇒ ¥31,600
2018/6/1より価格改定： ¥32,000 ⇒

¥17,000

⇒ ¥3,700

2018/6/1より価格改定： ¥18,000 ⇒ ¥21,200

¥37,400

廃番

廃番

廃番

2018/6/1より価格改定： ¥1,800 ⇒ ¥2,400
2018/6/1より価格改定： ¥2,300 ⇒ ¥2,800

⇒ ¥3,600

¥6,200 ⇒ ¥7,600
2018/6/1より価格改定： ¥2,900

価格改定： ¥3,500

価格改定： ¥17,300 ⇒ ¥18,000

価格改定： ¥16,300 ⇒

¥3,800

価格改定： ¥3,400 ⇒ ¥3,600

2018/6/1より価格改定： ¥12,000

2018/6/1より価格改定： ¥7,300 ⇒ ¥8,800
2018/6/1より価格改定： ¥3,700 ⇒ ¥4,400
2018/6/1より価格改定： ¥8,900 ⇒ ¥10,600
2018/6/1より価格改定： ¥4,600 ⇒

価格改定： ¥3,600 ⇒
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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　35

変　更　箇　所
834 24-1502-32 硝子細口ねじ口瓶　白　350mL

834 24-1502-33 硝子細口ねじ口瓶　白　500mL

834 24-1502-34 硝子細口ねじ口瓶　白　1100mL

834 24-1502-40 硝子細口ねじ口瓶　茶　100mL

834 24-1502-41 硝子細口ねじ口瓶　茶　250mL

834 24-1502-42 硝子細口ねじ口瓶　茶　350mL

834 24-1502-43 硝子細口ねじ口瓶　茶　500mL

834 24-1502-44 硝子細口ねじ口瓶　茶　1100mL

840 24-1501-01 サンプルパックM-70本体（100本）

840 24-1501-03 サンプルパックM-225本体（50本）

840 24-1501-40 サンプルパックM-70用中栓（PE）

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： ¥3,920 ⇒ ¥4,060

価格改定： ¥6,100 ⇒ ¥9,000

価格改定： ¥3,780

価格改定： ⇒ ¥6,790

2018/6/1より価格改定： ¥4,800 ⇒ ¥4,900

¥3,920

価格改定：

¥5,600

2018/6/1より価格改定： ¥3,300 ⇒ ¥3,450

⇒

価格改定： ¥4,740 ⇒ ¥5,280

価格改定： ¥4,900 ⇒ ¥6,580

¥5,700 ⇒ ¥6,570

2018/6/1より価格改定： ¥7 ⇒ ¥9

価格改定： ¥4,200 ⇒ ¥5,340

　ましたのでご案内いたします。
株式会社テラオカ

　　　　　　２０１８ 年　　４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。

　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


