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頁 製品コード 品　　　名　・　型　　　番
40 10-1305-51 ｽﾃﾝﾚｽ製薬品庫ＳＧ型　棚板/棚間隔：50mmﾌﾘｰﾋﾟｯﾁ

81 10-1701-60 ワークベンチライト(平型) / L18-90N

81 10-1701-61 ワークベンチライト(平型) / L18-75N

81 10-1701-62 ワークベンチライト(平型) / L15-90N

81 10-1701-63 ワークベンチライト(平型) / L15-75N

81 10-1701-64 ワークベンチライト(平型) / L12-60N

81 10-1701-70 ワークベンチライト(1段引出し付) / L18-9011

81 10-1701-71 ワークベンチライト(1段引出し付) / L18-7511

81 10-1701-72 ワークベンチライト(1段引出し付) / L15-9011

81 10-1701-73 ワークベンチライト(1段引出し付) / L15-7511

81 10-1701-74 ワークベンチライト(1段引出し付) / L12-6011

81 10-1701-80 ワークベンチライト(2段引出し付) / L18-9021

81 10-1701-81 ワークベンチライト(2段引出し付) / L18-7521

81 10-1701-82 ワークベンチライト(2段引出し付) / L15-9021

81 10-1701-83 ワークベンチライト(2段引出し付) / L15-7521

81 10-1701-84 ワークベンチライト(2段引出し付) / L12-6021

81 10-1701-90 ワークベンチ(平型) / WA-10MN

81 10-1701-91 ワークベンチ(下棚) / WA-20MN

81 10-1701-92 ワークベンチ(1段引出し) / WA-31MN

81 10-1701-93 ワークベンチ(2段引出し) / WA-32MN

169 12-0623-21 ホモジナイザー　T25デジタル

169 12-0623-26 シャフトジェネレータ　S25NK-19G

178 12-1001-30 ふるい振盪機（ロータップ型） S-1

178 12-1001-31 ふるい振盪機（ロータップ型） S-2

178 12-1001-32 ふるい振盪機（ロータップ型） S-3

198 12-0302-72 プロペラ型撹拌3枚羽根 φ 45mm / R1381

198 12-0302-78 H型スタンド　R2722

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

208 12-0501-44 ﾎﾞﾙﾃｯｸｽﾐｷｻｰ用試験官ｲﾝｻｰﾄ / VG3.32

208 12-0501-45 ﾎﾞﾙﾃｯｸｽﾐｷｻｰ用試験官ｲﾝｻｰﾄ / VG3.33

208 12-0501-46 ﾎﾞﾙﾃｯｸｽﾐｷｻｰ用試験官ｲﾝｻｰﾄ / VG3.34

208 12-0501-47 ﾎﾞﾙﾃｯｸｽﾐｷｻｰ用試験官ｲﾝｻｰﾄ / VG3.35

208 12-0501-48 ﾎﾞﾙﾃｯｸｽﾐｷｻｰ用ｴﾚﾝﾒｲﾔｰﾌﾗｽｺｲﾝｻｰﾄ / VG3.36

208 12-0501-49 ﾎﾞﾙﾃｯｸｽﾐｷｻｰ用ﾏｲｸﾛﾌﾟﾚｰﾄｲﾝｻｰﾄ / VG3.37

209 12-0405-40 ｼｪｰｶｰ(IKA) KS130 ﾍﾞｰｼｯｸ

209 12-0405-41 ｼｪｰｶｰ(IKA) 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 12-0405-43 ｼｪｰｶｰ用固定ｸﾘｯﾌﾟｻﾎﾟｰﾄ / AS130.2

209 12-0405-44 ｼｪｰｶｰ用ｱﾀｯﾁﾒﾝﾄ(ｼｬｰﾚ用) / AS130.3

209 12-0405-45 ｼｪｰｶｰ用試験官ｱﾀｯﾁﾒﾝﾄ / AS130.4

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

232 12-8000-45～47 エアーポンプ

265 12-2501-20～21 白衣殺菌線ロッカー

300 14-3452-05 防水型デジタル温度計 / SK-250WPⅡ-K

300 14-3452-06 防水型デジタル温度計 / SK-250WPⅡ-N

300 14-3452-07 防水型デジタル温度計 / SK-250WPⅡ-T

300 14-3452-08 防水型デジタル温度計 / SK-250WPⅡ-R

300 14-3455-10 デジタル温度計オプションセンサ　SK-S100T

300 14-3455-11 デジタル温度計オプションセンサ　SK-S100K

300 14-3455-12 デジタル温度計オプションセンサ　SK-S101K

300 14-3455-13 デジタル温度計オプションセンサ　SK-S102K

300 14-3455-14 デジタル温度計オプションセンサ　SK-S301K

300 14-3455-15 デジタル温度計オプションセンサ　SK-S307K

300 14-3455-16 デジタル温度計オプションセンサ　SK-S308K

305 14-3450-21 放射温度計 / CT-2000D

305 14-3450-26 放射温度計 / IR-302

305 14-3450-27 防水放射温度計 / IR-310WP

¥3,400 ⇒

■テラオカ総合カタログ№1100　改正表　4

変　更　箇　所

¥179,000 ⇒

¥1,700 ⇒

⇒

¥2,800 ⇒

¥86,400

¥3,400 ⇒

¥3,400 ⇒

⇒

¥101,900

¥2,900

¥3,900

¥3,900

¥3,900

¥3,900

価格改定：

¥137,000

¥21,600

⇒

⇒

¥1,700 ⇒

¥3,400 ⇒

⇒

¥147,000 ⇒

¥21,600 ⇒

庫内下よりおおよそ115mmﾋﾟｯﾁ×6＋130mmの間隔

¥10,000 ⇒

¥9,900 ⇒

⇒

⇒

¥3,900

¥126,000

¥223,000

2015/2/23より価格改定： ¥7,900 ⇒ ¥8,300

¥2,600

¥4,900

¥165,000

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：

価格改定：

価格改定：

価格改定：

価格改定：

価格改定：

価格改定：

¥149,000

¥36,000

¥66,000

¥6,100

¥3,900¥3,500 ⇒

¥6,600 ⇒

¥32,800

¥29,000

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：

価格改定：

¥12,500

¥12,500

¥31,000

¥2,000

¥2,600

¥3,400 ⇒

¥1,700

¥4,900

表示訂正：　　　　　　　⇒

※ご発注の際、使用地域の周波数（50または60Ｈｚ）をお知らせ下さい。

¥8,500 ⇒ ¥9,200

価格改定： ¥8,500 ⇒ ¥9,200

価格改定：

¥79,900

価格改定： ¥79,600 ⇒

価格改定： ¥63,000 ⇒ ¥66,100

価格改定： ¥84,100 ⇒

¥55,500 ⇒

¥83,600

価格改定： ¥81,100 ⇒ ¥85,100

¥58,300

価格改定：

¥88,300

価格改定： ¥76,100 ⇒

価格改定： ¥63,500 ⇒ ¥66,700

価格改定： ¥59,000 ⇒ ¥62,000

価格改定： ¥60,500 ⇒ ¥63,500

価格改定：

¥42,400 ⇒ ¥44,500

価格改定： ¥91,100 ⇒ ¥95,600

価格改定： ¥86,100 ⇒ ¥90,400

価格改定： ¥94,100 ⇒ ¥98,800

価格改定： ¥89,600 ⇒ ¥94,100

2015/3/23より価格改定： ¥692,000 ⇒ ¥780,000
2015/3/23より価格改定： ¥1,144,000 ⇒ ¥1,330,000

価格改定： ¥73,000 ⇒ ¥76,600

価格改定： ¥71,100 ⇒ ¥74,700

価格改定： ¥84,100 ⇒ ¥88,200

2015/2/23より価格改定： ¥18,900 ⇒ ¥20,900

価格改定： ¥91,700 ⇒ ¥96,300

価格改定： ¥101,700 ⇒ ¥106,800

2015/3/23より価格改定： ¥599,600 ⇒ ¥695,000

価格改定：

¥11,000 ⇒ ¥11,700

価格改定： ¥13,000 ⇒ ¥13,700

価格改定： ¥18,800 ⇒ ¥19,800

価格改定： ¥21,800 ⇒ ¥22,800

価格改定： ¥19,800 ⇒ ¥20,800

価格改定： ¥21,800 ⇒ ¥22,800

価格改定： ¥15,000 ⇒ ¥15,700

¥13,700⇒¥13,000価格改定：

価格改定： ¥14,000 ⇒ ¥14,700

2015/2/23より価格改定： ¥12,500 ⇒ ¥13,800

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　4

変　更　箇　所
305 14-3450-28 赤外線放射温度計 / IR-01U

306 14-3450-02 デジタル温度計 / KT-01U

306 14-3450-10 防水型デジタル温度計 / CT-5100WP

306 14-3450-11 防水型デジタル温度計 / CT-5200WP

306 14-3450-12 CT-5100/5200WP専用防水センサ / KS-300WP

306 14-3450-13 CT-5100/5200WP専用防水センサ / KS-700WP

307 14-3451-70 Kタイプ熱電対センサ(-40～300℃)/ LK-300

307 14-3451-71 Kタイプ熱電対センサ(-40～300℃)/ LK-300A

307 14-3451-72 Kタイプ熱電対センサ(-40～300℃)/ LK-300S

307 14-3451-73 Kタイプ熱電対センサ(-40～300℃)/ LK-310

307 14-3451-74 Kタイプ熱電対センサ(-40～300℃)/ LK-300W

307 14-3451-75 Kタイプ熱電対センサ(-40～250℃)/ LK-250

307 14-3451-76 Kタイプ熱電対センサ(-40～500℃)/ LK-500

307 14-3451-77 Kタイプ熱電対センサ(-40～500℃)/ LK-500L

307 14-3451-78 Kタイプ熱電対センサ(-40～500℃)/ LK-500S

307 14-3451-79 Kタイプ熱電対センサ(-40～700℃)/ LK-700

307 14-3451-80 Kタイプ熱電対センサ(-40～800℃)/ LK-800

307 14-3451-81 Kタイプ熱電対センサ(-40～800℃)/ LK-800W

307 14-3451-82 Kタイプ熱電対センサ(-40～800℃)/ LK-800E

307 14-3451-83 Kタイプ熱電対センサ(-40～900℃)/ LK-900

307 14-3451-84 Kタイプ熱電対センサ(-40～1000℃)/ LK-1000

307 14-3451-85 Kタイプ熱電対センサ(-40～1200℃)/ LK-1200i

307 14-3451-87 Kタイプ熱電対センサ(-40～200℃)/ LK-200AR

307 14-3451-88 Kタイプ熱電対センサ(-40～200℃)/ LK-200TFH

308 14-3514-03 デジタル温湿度計 / CTH-01U

308 14-3514-22 デジタル温湿度計 / CTH-1365

308 14-3514-41 デジタル温湿度計 / CTH-1100

309 14-3540-01 デジタル温湿度計　/　PC-5400TRH

314 14-3451-11 デジタル温度計 / CT-220

314 14-3451-19 防滴デジタル温度計 / CT-410WR

314 14-3451-50 防水デジタル温度計 / CT-419WP

314 14-3452-20 防滴デジタル温度計 / CT-421WR

348 16-0301-01 ポケット糖度・濃度計 /　PAL-J

348 16-0301-02 ポケット糖度・濃度計　/ PAL-1

348 16-0301-03 ポケット糖度・濃度計 /　PAL-2

348 16-0301-04 ポケット糖度・濃度計 /　PAL-RI

349 16-0302-01 ポケット塩分計 /　PAL-ES1

349 16-0302-03 ポケット塩分計 /　PAL-ES2

349 16-0302-02 デジタル塩分計 / SA-02

370 14-4121-20～24 ゲーリュサック型比重瓶

410 14-1550-45～46 LEDペンライト　フルークス

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 14-4703-42 デジタル回転計 / RM-01U

415 14-4703-50 回転計 / RM-2000

424 14-9002-21 防水タイマー / TM-13L

424 14-9002-23 タイマー / TM-15N

424 14-9002-24 防滴タイマー / TM-24

424 14-9002-26 タイマー　№899

424 14-9002-29 タイマー / CL-199

425 14-9002-17 タイマー / TM-10

425 14-9002-43 タイマー / TM-20

425 14-9071-03 防滴ストップウォッチ / 709RN

425 14-9071-04 防滴ストップウォッチ / 7334RN

426 14-9999-01 数取器 / H-102

426 14-9999-02 数取器 / H-102B

426 14-9999-03 数取器 / H-102M-3

426 14-9999-04 数取器 / H-102M-5

481 20-3474-85 ニューオートビューレット　10mL / №9340

481 20-3474-86 ニューオートビューレット　15mL / №9341

廃番

廃番

価格改定： ¥1,700 ⇒ ¥1,900

価格改定： ¥39,800 ⇒ ¥51,000

価格改定： ¥36,800 ⇒ ¥46,800

¥9,800

2015/2/23より価格改定： ¥14,500 ⇒ ¥16,000

⇒ ¥23,800

表示訂正：　　　　　　　⇒

2015/2/23より価格改定： ¥9,900 ⇒ ¥10,800

2015/2/23より価格改定： ¥9,800 ⇒ ¥10,800
2015/2/23より価格改定： ¥15,400 ⇒ ¥17,000

¥21,000
2015/2/23より価格改定： ¥19,000 ⇒

¥2,500 ⇒ ¥2,700

2015/2/23より価格改定：

⇒

¥15,400
2015/2/23より価格改定： ¥9,900 ⇒ ¥11,000

2015/2/23より価格改定： ¥29,800 ⇒ ¥33,000

2015/2/23より価格改定： ¥14,500 ⇒ ¥15,950
2015/2/23より価格改定： ¥21,000

2015/2/23より価格改定： ¥1,600

2015/2/23より価格改定： ¥15,000 ⇒ ¥16,500

2015/2/23より価格改定： ¥7,000 ⇒ ¥7,700
2015/2/23より価格改定： ¥12,000 ⇒ ¥13,200

⇒

2015/2/23より価格改定： ¥19,500 ⇒ ¥21,500

2015/2/23より価格改定：

¥4,000 ⇒ ¥4,400
2015/2/23より価格改定： ¥2,980

¥2,200

¥2,200

2015/2/23より価格改定：

¥2,400

¥3,300

2015/2/23より価格改定： ¥4,800 ⇒ ¥5,400

2015/2/23より価格改定： ¥2,500 ⇒ ¥2,700
2015/2/23より価格改定： ¥2,200 ⇒ ¥2,400
2015/2/23より価格改定： ¥2,000 ⇒

2015/2/23より価格改定： ¥1,180

2015/2/23より価格改定：

¥8,000 ⇒ ¥8,800
2015/2/23より価格改定： ¥9,800 ⇒ ¥10,800

¥18,000 ⇒

⇒ ¥13,200
2015/2/23より価格改定： ¥22,000 ⇒ ¥24,200

2015/2/23より価格改定： ¥9,900 ⇒ ¥11,000
2015/2/23より価格改定： ¥14,000 ⇒

2015/2/23より価格改定： ¥19,800 ⇒ ¥22,000
2015/2/23より価格改定： ¥29,800 ⇒ ¥32,800

2015/2/23より価格改定：

¥19,800 ⇒ ¥22,000

2015/2/23より価格改定： ¥3,000 ⇒ ¥3,300
2015/2/23より価格改定： ¥4,000

価格改定： ¥31,000 ⇒ ¥33,500

価格改定： ¥22,500 ⇒ ¥25,000

価格改定： ¥25,000 ⇒ ¥27,500

価格改定： ¥27,500 ⇒

⇒ ¥4,400

¥21,000
2015/2/23より価格改定： ¥18,000 ⇒ ¥20,000

2015/2/23より価格改定： ¥17,500 ⇒ ¥19,400
2015/2/23より価格改定： ¥8,500 ⇒ ¥9,400
2015/2/23より価格改定： ¥9,900 ⇒ ¥11,000
2015/2/23より価格改定： ¥6,900 ⇒

2015/2/23より価格改定： ¥14,500 ⇒

⇒

¥19,800
2015/2/23より価格改定： ¥12,000

2015/2/23より価格改定： ¥19,000 ⇒

¥16,000

2015/2/23より価格改定：

2015/2/23より価格改定： ¥2,980 ⇒ ¥3,400
2015/2/23より価格改定： ¥3,300 ⇒ ¥3,500
2015/2/23より価格改定： ¥4,700 ⇒

¥1,750

2015/2/23より価格改定： ¥2,400 ⇒ ¥2,600

¥1,380 ⇒ ¥1,500

2015/2/23より価格改定： ¥2,500 ⇒ ¥2,700

¥1,300

¥5,200

⇒

¥30,000

価格改定： ¥5,800 ⇒ ¥6,200

2015/2/23より価格改定：

2015/2/23より価格改定： ¥13,800 ⇒ ¥15,000

¥7,600
2015/2/23より価格改定： ¥8,900 ⇒

02505 03005 
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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　4

変　更　箇　所
481 20-3474-87 ニューオートビューレット　25mL / №9342

481 20-3474-88 ニューオートビューレット　50mL / №9343

616 14-3601-14 照度計 / LX-1000

616 14-3601-15 デジタル照度計 / LX-01U

616 33-0101-20 風速計 / CW-20

616 33-0101-31 デジタル風速計 / AM-01U

619 33-0201-15 騒音計 / SL-1320

619 33-0220-01 UVメータ / UV-340C

： ⇒

⇒

⇒

⇒

：
⇒

⇒

：
⇒

⇒

：
⇒

⇒

：
⇒

⇒

674 32-0104-03 イオナイザー　/ IB-101

676 30-0508-24～29 静電気防止手袋

676 32-0103-01 リストストラップ / AS-101-6

676 32-0103-02 リストストラップ / AS-101-10

676 32-0103-03 リストストラップ / AS-105-6

676 32-0103-04 リストストラップ / AS-105-10

676 32-0103-06 フットストラップ / AS-201

676 32-0103-07 フットストラップ / AS-202

676 32-0103-15 テスター / AS-401

796 24-0690-30～56 スチロール角型ケース

796 24-0690-30 スチロール角型ケース　No.1　（10個）

796 24-0690-31 スチロール角型ケース　No.2　（10個）

796 24-0690-32 スチロール角型ケース　No.3　（10個）

796 24-0690-33 スチロール角型ケース　No.4　（10個）

796 24-0690-34 スチロール角型ケース　No.5　（10個）

796 24-0690-35 スチロール角型ケース　No.6　（10個）

796 24-0690-36 スチロール角型ケース　No.7　（10個）

796 24-0690-37 スチロール角型ケース　No.8　（10個）

796 24-0690-38 スチロール角型ケース　No.10　（10個）

796 24-0690-39 スチロール角型ケース　No.11　（10個）

796 24-0690-40 スチロール角型ケース　No.12　（10個）

796 24-0690-41 スチロール角型ケース　No.13　（10個）

796 24-0690-42 スチロール角型ケース　No.14　（10個）

796 24-0690-43 スチロール角型ケース　No.15　（10個）

796 24-0690-44 スチロール角型ケース　No.16　（10個）

796 24-0690-45 スチロール角型ケース　No.17　（10個）

796 24-0690-46 スチロール角型ケース　No.18　（10個）

価格改定：

660 30-0151-04

660 30-0151-05

660 30-0151-06

660 30-0151-07

660 30-0151-08

660 30-0151-04～08

価格改定： ¥4,800 ⇒

型番BL‐1005‐02漏れ率による等級：S級(0.1%以下)⇒A級(1.0%以下)※2

2015/2/23より価格改定： ¥1,000 ⇒

¥300 ⇒

¥1,450

価格改定： ¥3,300 ⇒ ¥810

価格改定：

¥3,500 ⇒ ¥830

価格改定：

⇒ ¥2,670価格改定： ¥11,000

価格改定： ¥480 ⇒ ¥4,720

価格改定： ¥440 ⇒ ¥4,360

⇒ ¥3,060

⇒ ¥920

¥48,000 ⇒ ¥60,500

¥3,900 ⇒ ¥940

価格改定： ¥6,100 ⇒

2015/2/23より価格改定：

価格改定：

価格改定： ¥3,800 ⇒

¥1,470

価格改定： ¥12,100 ⇒

¥1,270

¥2,930

入数変更　⇒　10個

価格改定： ¥460 ⇒ ¥4,600

¥5,400 ⇒ ¥1,450

価格改定： ¥3,300 ⇒ ¥810

価格改定： ¥8,800 ⇒ ¥2,140

価格改定： ¥7,600

価格改定： ¥3,500

価格改定： ¥4,200 ⇒ ¥1,100

¥1,020

2015/2/23より価格改定： ¥900 ⇒ ¥1,000
2015/2/23より価格改定： ¥1,000 ⇒ ¥1,100

2015/2/23より価格改定： ¥29,800 ⇒ ¥33,500

BL-100S-05

型番訂正： BL-100SC-04 ⇒ BL-100SC-05

新型番 ¥35,000 ¥33,000

新型番 BL-200S-02
性能削除項目 標準形PAPR、重作業用、PL95、S級

⇒ ¥1,600
2015/2/23より価格改定： ¥19,800 ⇒ ¥21,800

価格改定：

¥42,000

2015/2/23より価格改定： ¥29,800 ⇒ ¥34,000

¥20,000

⇒ ¥52,500

2015/2/23より価格改定： ¥21,000 ⇒ ¥23,000

型番訂正：

2015/2/23より価格改定： ¥19,800 ⇒ ¥22,000

2015/2/23より価格改定： ¥17,800 ⇒ ¥19,600

2015/2/23より価格改定： ¥18,500 ⇒

2015/2/23より価格改定： ¥71,000 ⇒ ¥78,000

¥330

¥1,100

性能削除項目

型番BL‐1005‐02　公称稼働時間：7時間以上　⇒　平均8.5時間

実勢稼働時間※5　⇒　行削除

2015/2/23より価格改定： ¥1,100 ⇒ ¥1,250

新性能項目 大風量形、S級、PL3

標準形PAPR、重作業用、PL100、S級

BL-700HA-03

性能削除項目 標準形PAPR、通常作業用、PL95、S級

新性能項目 通常風量形、A級、PL1
仕様削除項目 トンネル建設作業

新型番

2015/2/23より価格改定：

2015/2/23より価格改定： ¥1,350 ⇒ ¥1,500

型番訂正：

大風量形、B級、PL1

新型番 BL-100S-05

BL-1005 ⇒

新性能項目 

性能削除項目 標準形PAPR、重作業用、PL95、B級
新性能項目 大風量形、B級、PL1

（BL-100S-04） ⇒

電動ファン付き呼吸用保護具「規格表欄」
[法改正による訂正]

電動ファン付き呼吸用保護具BL-1005
[法改正による訂正]

電動ファン付き呼吸用保護具BL-700HA-02
[法改正による訂正]

電動ファン付き呼吸用保護具BL-200S
[法改正による訂正]

電動ファン付き呼吸用保護具BL-100S-04
[法改正による訂正]

電動ファン付き呼吸用保護具BL-100SC-04
[法改正による訂正]

フィルターの種類：PL100　⇒　PL3(DOP99.97%以上)※1

フィルターの種類：PL95　 ⇒　PL1(DOP95%以上)※1

新型番 BL-100SC-05
性能削除項目 シリコーン面体、面体内圧監視、PL95、B級

新性能項目 大風量形、B級、PL1

型番訂正： BL-700HA-02 ⇒

BL-1005-02

BL-1005-02 価格改定

BL-700HA-03

型番訂正： BL-2005S ⇒ BL-200S-02
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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　4

変　更　箇　所
796 24-0690-47 スチロール角型ケース　No.19　（10個）

796 24-0690-48 スチロール角型ケース　No.20　（10個）

796 24-0690-49 スチロール角型ケース　No.21　（10個）

796 24-0690-50 スチロール角型ケース　No.22　（10個）

796 24-0690-51 スチロール角型ケース　No.23　（10個）

796 24-0690-52 スチロール角型ケース　No.24　（10個）

796 24-0690-53 スチロール角型ケース　No.25　（10個）

796 24-0690-54 スチロール角型ケース　No.26　（10個）

796 24-0690-55 スチロール角型ケース　No.27　（10個）

796 24-0690-56 スチロール角型ケース　No.28　（10個）

804 24-1804-01 鉗子立て　SPT-25 ⇒
804 24-1804-02 鉗子立て　SPT-60 ⇒
804 24-1804-03 鉗子立て　SPT-75 ⇒
804 24-1804-04 鉗子立て　SPE-60 ⇒
804 24-1804-05 鉗子立て　SPE-75 ⇒
804 24-1804-06 鉗子立て　SPE-90 ⇒
804 24-1804-07 鉗子立て　SPE-100 ⇒
830 24-0699-37 アクリル製水槽　645L / AS-645

837 24-0200-80 PPボトル広口　20mL

837 24-0200-81 PPボトル広口　30mL

837 24-0200-82 PPボトル広口　50mL

837 24-0200-83 PPボトル広口　100mL

837 24-0200-84 PPボトル広口　250mL

837 24-0200-85 PPボトル広口　500mL

837 24-0200-86 PPボトル広口　1000mL

837 24-0200-87 PPボトル広口　2000mL

837 24-0200-90 PPボトル細口　30mL

837 24-0200-91 PPボトル細口　50mL

837 24-0200-92 PPボトル細口　100mL

837 24-0200-93 PPボトル細口　250mL

837 24-0200-94 PPボトル細口　500mL

837 24-0200-95 PPボトル細口　1000mL

837 24-0200-96 PPボトル細口　2000mL

837 24-0903-02 クリアー広口ボトル　30mL

837 24-0903-03 クリアー広口ボトル　50mL

837 24-0903-04 クリアー広口ボトル　100mL

837 24-0903-05 クリアー広口ボトル　250mL

837 24-0903-06 クリアー広口ボトル　500mL

837 24-0903-07 クリアー広口ボトル　1000mL

837 24-0903-08 クリアー広口ボトル　2000mL

842 24-0136-10 ポリ広口瓶　50mL / JH-50

845 24-0200-10 ブックボトルコック付　5L

845 24-0200-11 ブックボトルコック付　10L

853 24-4010-80 ジャンボックス＃400（№241000BL）

854 24-4070-10～32 ばんじゅう →

862 34-0203-50 ラジオペンチ / C20-125

862 34-0203-51 ラジオペンチ / C20-150

862 34-0203-55 ペンチ / C10-150

862 34-0203-56 ペンチ / C10-175

862 34-0203-57 ペンチ / C10-200

863 34-0203-31 電工ニッパ / C30-175H

863 34-0203-40～42 マイクロニッパ C50

866 34-1005-55～58 ポリッシュペーパーホイール (3本)

873 22-6002-20 簡易シリコンゴム　かたまる君

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： ¥600 ⇒

¥250 ⇒

価格改定： ¥650 ⇒

価格改定： ¥16,000 ⇒

¥130,000

¥650

価格改定： ¥240,000 ⇒ ¥381,000

価格改定： ¥70 ⇒ ¥75

⇒ ¥2,640価格改定： ¥9,900

　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。 URL 　http://www.teraoka-jp.com/user_data/revision.php

　　　　　　２０１５ 年　　１月  　２０ 日発行
　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： ¥5,300 ⇒ ¥1,160

価格改定： ¥6,600 ⇒

価格改定： ¥6,100 ⇒ ¥1,610

¥680

価格改定： ¥70 ⇒ ¥75

価格改定： ¥90 ⇒ ¥100

価格改定： ¥115 ⇒

¥255 ⇒ ¥280

¥210

⇒

価格改定：

¥60

価格改定： ¥65 ⇒ ¥70

¥130

価格改定： ¥190 ⇒

価格改定： ¥4,500 ⇒ ¥1,190

¥1,760

寸法訂正： φ 60×H100

価格改定： ¥85 ⇒

¥4,250

価格改定： ¥5,200 ⇒ ¥1,380

価格改定： ¥5,400 ⇒ ¥1,450

価格改定： ¥17,100 ⇒ ¥4,550

価格改定： ¥65 ⇒ ¥70

価格改定： ¥6,100 ⇒ ¥1,340

価格改定： ¥55

2015/2/23より価格改定： ¥3,100

価格改定： ¥210 ⇒ ¥230

価格改定： ¥160 ⇒ ¥180

価格改定： ¥100 ⇒ ¥110

価格改定：

¥175 ⇒ ¥200

価格改定： ¥450 ⇒ ¥500

価格改定：

¥3,570

¥2,600 ⇒ ¥2,900
2015/2/23より価格改定： ¥2,900 ⇒ ¥3,300

2015/2/23より価格改定：

¥2,500
2015/2/23より価格改定： ¥2,450 ⇒ ¥2,700

価格改定： ¥2,420

価格改定： ¥350 ⇒ ¥390

価格改定： ¥270

価格改定： ¥115,000 ⇒

価格改定： ¥1,000 ⇒ ¥1,090

¥110 ⇒ ¥120

¥90

価格改定： ¥110 ⇒ ¥120

2015/2/23より価格改定： ¥2,500 ⇒

価格改定： ¥10,000 ⇒ ¥12,000

価格改定： ¥1,320 ⇒ ¥2,310

¥3,500

¥2,700

⇒

（ｍL） （Ｌ）

2015/2/23より価格改定： ¥3,000 ⇒ ¥3,300

2015/2/23より価格改定： ¥2,200 ⇒

表記訂正： (ケース入数)　400個　⇒　300個

表示訂正： 内容量単位

⇒ ¥2,660

価格改定： ¥3,250 ⇒

寸法訂正： φ 75×H120 φ 75×H114

寸法訂正： φ 90×H155 φ 90×H146

寸法訂正： φ 100×H170 φ 100×H166

φ 60×H94

寸法訂正： φ 75×H120 φ 75×H114

寸法訂正： φ 60×H100 φ 60×H94

寸法訂正： φ 25×H95φ 25×H100


