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頁 製品コード 品　　　名　・　型　　　番
49 36-3006-10 ステンレス収納庫 / SS-18H

49 36-3006-11 ステンレス収納庫 / SS-09H

49 36-3006-12 ステンレス収納庫 / SS-09S

49 36-3006-13 ステンレス収納庫 / SS-09K

49 36-3006-14 ステンレス収納庫 / SS-09G

49 36-3006-15 ステンレス収納庫用ベース / SS-B1

49 36-3006-16 ステンレス収納庫用棚板 / SS-DSB

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

131
12-4204-01～07
12-4205-01～07
12-4206-01～07

マントルヒーター　GBRT型

131
12-4214-01～07
12-4215-01～07
12-4216-01～07

マントルヒーター　AFRT型

145 12-4004-40 小型ボックス炉 / KBF442N1

145 12-4004-41 小型ボックス炉 / KBF542N1

145 12-4004-42 小型ボックス炉 / KBF668N1

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 12-0623-08 ボスヘッドクランプ　/ H44

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 12-0623-27 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

197 12-0393-12 撹拌羽根H型・SUS304　70mm

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 12-0302-73 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

廃番

価格改定： ¥96,300 ⇒ ¥101,100

価格改定： ¥106,800 ⇒ ¥112,100

価格改定： ¥90,400 ⇒ ¥94,900

価格改定： ¥76,600 ⇒ ¥80,400

価格改定： ¥74,700 ⇒ ¥78,400

価格改定： ¥88,200 ⇒ ¥92,600

価格改定： ¥66,100 ⇒ ¥69,400

価格改定： ¥98,800 ⇒ ¥103,700

価格改定： ¥94,100 ⇒ ¥98,800

価格改定： ¥95,600 ⇒ ¥100,400

価格改定： ¥88,300 ⇒ ¥92,700

価格改定： ¥83,600 ⇒ ¥87,800

価格改定： ¥85,100 ⇒ ¥89,400

価格改定： ¥79,900 ⇒ ¥83,900

価格改定： ¥62,000 ⇒ ¥65,100

価格改定： ¥63,500 ⇒ ¥66,700

価格改定： ¥58,300 ⇒ ¥61,200

価格改定： ¥44,500 ⇒ ¥46,700

価格改定： ¥171,300 ⇒ ¥179,900

価格改定： ¥29,900 ⇒ ¥31,400

価格改定： ¥16,300 ⇒ ¥17,100

価格改定： ¥66,700 ⇒ ¥70,000

価格改定： ¥306,000 ⇒ ¥321,300

価格改定： ¥171,300 ⇒ ¥179,900

価格改定： ¥157,300 ⇒ ¥165,200

価格改定： ¥126,100 ⇒ ¥132,400

モデルチェンジ（仕様詳細はお問合せ下さい）
型番変更：　KBF442N1　⇒　KBF442N2

モデルチェンジ（仕様詳細はお問合せ下さい）
型番変更：　KBF542N1　⇒　KBF542N2

モデルチェンジ（仕様詳細はお問合せ下さい）
型番変更：　KBF668N1　⇒　KBF668N2
価格変更：　￥1,110,000　⇒　￥1,150,000

¥137,000 ⇒ ¥144,000

価格改定： ¥130,000 ⇒ ¥143,000

価格改定： ¥131,000 ⇒ ¥138,000

■テラオカ総合カタログ№1100　改正表　40

変　更　箇　所

外観変更

外観変更

価格改定： ¥29,700 ⇒ ¥33,000

価格改定： ¥12,800 ⇒

価格改定： ¥198,000 ⇒ ¥217,000

価格改定： ¥110,000 ⇒ ¥112,000

価格改定： ¥3,400 ⇒ ¥3,600

価格改定： ¥160,000 ⇒ ¥176,000

価格改定： ¥131,000 ⇒ ¥133,000

価格改定： ¥131,000 ⇒ ¥133,000

価格改定： ¥110,000 ⇒ ¥112,000

価格改定： ¥143,000 ⇒ ¥145,000

価格改定： ¥118,000 ⇒ ¥120,000

価格改定： ¥8,900 ⇒ ¥9,400

価格改定：

価格改定： ¥143,000 ⇒ ¥150,000

¥15,000

価格改定： ¥19,100 ⇒ ¥21,000

価格改定： ¥29,600 ⇒ ¥31,000

価格改定： ¥19,700 ⇒ ¥21,000

価格改定： ¥149,000 ⇒ ¥157,000

価格改定： ¥170,000 ⇒ ¥179,000

価格改定： ¥79,000 ⇒ ¥85,000

価格改定： ¥117,000 ⇒ ¥123,000
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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　40

変　更　箇　所
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 12-0501-40 ﾎﾞﾙﾃｯｸｽﾐｷｻｰ用標準アタッチメント / VG3.1

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 12-0501-43 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 ﾃﾞｼﾞﾀﾙﾏｲｸﾛﾌﾟﾚｰﾄｼｪｰｶｰ　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 12-0101-60 マグネットスターラー / C-MAG MS 4

215 12-0101-61 マグネットスターラー / C-MAG MS 7

215 12-0101-62 マグネットスターラー / C-MAG MS 10

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

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+ホットプレートスターラー
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

260 12-5711-08 スーパードライ　HEPAクリーン / SDH-1206-01A

260 12-5711-09 スーパードライ　HEPAクリーン / SDH-1204-01A

260 12-5711-10 スーパードライ　/ SD-1206-01A

260 12-5711-11 スーパードライ　/ SD-1204-01A

261 12-5711-13 スーパードライ / SD-302-01

261 12-5711-14 スーパードライ / SD-151-01

261 12-5711-15 スーパードライ / SD-502-01A

261 12-5711-16 スーパードライ / SD-252-01

278 12-7004-37 超音波洗浄器 / SW5800

280 12-7000-50 AU-308CB用SUSかぶせ蓋 / C1210061

280 12-7000-52 AU-308CB用SUS架台（キャスター付） / C1920041

280 12-7000-53 AU-508CB用SUSかぶせ蓋 / C1210071

280 12-7000-55 AU-508CB用SUS架台（キャスター付） / C1920051

280 12-7000-56 AU-1008CB用SUSかぶせ蓋 / C1210081

280 12-7000-60～65 超音波洗浄器　スタンド型

312 14-3402-20～26 試薬試験用温度計

312 14-3402-20 試薬試験用温度計　1号 / JC-1201

312 14-3402-21 試薬試験用温度計　2号 / JC-1202

312 14-3402-22 試薬試験用温度計　3号 / JC-1203

312 14-3402-23 試薬試験用温度計　4号 / JC-1204

312 14-3402-24 試薬試験用温度計　5号 / JC-1205

312 14-3402-25 試薬試験用温度計　6号 / JC-1206

312 14-3402-26 試薬試験用温度計　6本組セット / JC-1207

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

取扱中止

取扱中止

取扱中止

取扱中止

取扱中止

取扱中止

2019/4/1よりモデルチェンジ
後継機： SDH-1206H1　　\1,030,000

2019/4/1よりモデルチェンジ
後継機： SDH-1204H1　　\1,018,000

2019/4/1よりモデルチェンジ
後継機： SDS-1206S1　　\838,000

2019/4/1よりモデルチェンジ
後継機： SDS-1204S1　　\828,000

2019/4/1より価格改定： ¥382,800 ⇒ ¥398,000
2019/4/1より価格改定： ¥250,800 ⇒ ¥280,000

2019/4/1より価格改定： ¥360,800 ⇒ ¥385,000

2019/4/1よりモデルチェンジ
後継機： SDS-502S1　　\460,000

価格改定： ¥331,000 ⇒ ¥398,000

価格改定： ¥49,000 ⇒ ¥59,000

価格改定： ¥43,000 ⇒ ¥52,000

価格改定： ¥78,000 ⇒ ¥94,000

価格改定： ¥46,000 ⇒ ¥55,000

表示訂正：　　　　　　　 ⇒

型番変更：　C1210081　⇒　U1257011

排水形式変更　⇒　3/4”　ボールバルブ外装
外観変更

型番変更：　C1210061　⇒　U1237011

寸法変更： 530×440×345　⇒　511×404×345

型番変更：　C1210071　⇒　U1247011

寸法変更： 570×530×345　⇒　561×494×345

価格改定： ¥52,000 ⇒ ¥62,000

価格改定： ¥63,000 ⇒ ¥76,000

2019/4/1より価格改定： ¥36,800 ⇒ ¥37,600
2019/4/1より価格改定： ¥32,400 ⇒ ¥33,100
2019/4/1より価格改定： ¥35,500 ⇒ ¥36,300

⇒ ¥33,100

廃番

2019/4/1より価格改定： ¥29,200 ⇒ ¥29,900
2019/4/1より価格改定： ¥32,400

価格改定： ¥290,000 ⇒ ¥300,000

価格改定： ¥2,800 ⇒ ¥2,900

価格改定： ¥2,800 ⇒ ¥2,900

価格改定： ¥38,900 ⇒ ¥42,000

価格改定： ¥2,800 ⇒ ¥2,900

価格改定： ¥55,000 ⇒ ¥57,000

価格改定： ¥57,200 ⇒ ¥59,200

価格改定： ¥5,400 ⇒ ¥5,700

価格改定： ¥5,400 ⇒ ¥5,700

価格改定： ¥80,000 ⇒ ¥84,000

価格改定： ¥103,000 ⇒ ¥108,150

価格改定： ¥84,000 ⇒ ¥92,900

価格改定： ¥72,000 ⇒ ¥75,600

¥234,000 ⇒ ¥243,000

価格改定： ¥67,000 ⇒ ¥73,000

価格改定： ¥7,300 ⇒ ¥7,500

価格改定： ¥198,000 ⇒ ¥200,000

価格改定： ¥190,000

価格改定： ¥1,200 ⇒ ¥1,350

価格改定： ¥2,600 ⇒ ¥2,800

価格改定：

⇒ ¥200,000

価格改定： ¥650,000 ⇒ ¥670,000

価格改定： ¥790,000 ⇒ ¥800,000

02505 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　40

変　更　箇　所
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

365 14-3561-62 水分計　MB25

365 14-3561-63 水分計　MB23

408 14-1580-10 点検鏡　A型

408 14-1580-11 点検鏡　B型

408 14-1580-12 点検鏡　AJ型

408 14-1580-13 点検鏡　F型

408 14-1580-20 点検鏡用交換鏡　25×50平面

408 14-1580-21 点検鏡用交換鏡　50×100平面

408 14-1580-22 点検鏡用交換鏡　φ22平面

408 14-1580-23 点検鏡用交換鏡　φ38平面

408 14-1580-24 点検鏡用交換鏡　φ38凹面

408 14-1580-25 点検鏡用交換鏡　φ50平面

408 14-1580-26 点検鏡用交換鏡　φ50凹面

408 14-1580-27 点検鏡用交換鏡　φ75平面

408 14-1580-30 点検鏡　S型

408 14-1580-31 点検鏡用交換鏡　50×100平面（アクリル）

408 14-1580-32 点検鏡用交換鏡　φ50平面（アクリル）

408 14-1580-33 点検鏡用交換鏡　φ75平面（アクリル）

408 14-1580-51 点検灯BB型用交換鏡　φ22平面

408 14-1580-52 点検灯BB型用交換鏡　φ38平面

408 14-1580-55 点検灯　BB型

408 14-1580-70 点検灯　FS型

408 14-1580-71 点検灯FS型用交換鏡　φ75平面

408 14-1580-72 点検灯FS型用交換鏡　φ50平面

408 14-1580-73 点検灯FS型用交換鏡　φ50凹面

408 14-1580-74 点検灯FS型用交換鏡　φ38平面

408 14-1580-75 点検灯FS型用交換鏡　φ38凹面

408 14-1580-76 点検灯FS型用交換鏡　50×100平面

408 14-1580-77 点検灯FS型用交換鏡　25×50平面

460 20-3412-90 エッペンドルフ　ピペットスタンド

460 20-3503-02 エッペンドルフ　Multipette M4

460 20-3503-30 エッペンドルフ　コンビチップアドバンス　0.1mL (100本)

460 20-3503-31 エッペンドルフ　コンビチップアドバンス　0.2mL (100本)

460 20-3503-32 エッペンドルフ　コンビチップアドバンス　0.5mL (100本)

460 20-3503-33 エッペンドルフ　コンビチップアドバンス　1.0mL (100本)

460 20-3503-34 エッペンドルフ　コンビチップアドバンス　2.5mL (100本)

460 20-3503-35 エッペンドルフ　コンビチップアドバンス　5mL (100本)

460 20-3503-36 エッペンドルフ　コンビチップアドバンス　10mL (100本)

460 20-3503-37 エッペンドルフ　コンビチップアドバンス　25mL （25本×4箱）

460 20-3503-38 エッペンドルフ　コンビチップアドバンス　50mL （25本×4箱）

461 20-3503-01 イージーペット 3

461 20-3503-50～55 電動ピペット　Xplorer plus　1チャンネル

461 20-3503-56～59 電動ピペット　Xplorer plus　8チャンネル

461 20-3503-60～63 電動ピペット　Xplorer plus　12チャンネル

462 20-3504-00 エッペンドルフ　epTIPSｽﾀﾝﾀﾞｰﾄﾞ　0.1～20μL (1000本)

462 20-3504-01 エッペンドルフ　epTIPSｽﾀﾝﾀﾞｰﾄﾞ　0.1～10μL (1000本)

462 20-3504-02 エッペンドルフ　epTIPSｽﾀﾝﾀﾞｰﾄﾞ　0.5～20μL (1000本)

462 20-3504-03 エッペンドルフ　epTIPSｽﾀﾝﾀﾞｰﾄﾞ　2～200μL (1000本)

462 20-3504-04 エッペンドルフ　epTIPSｽﾀﾝﾀﾞｰﾄﾞ　20～300μL (1000本)

462 20-3504-05 エッペンドルフ　epTIPSｽﾀﾝﾀﾞｰﾄﾞ　50～1000μL (1000本)

462 20-3504-06 エッペンドルフ　epTIPSｽﾀﾝﾀﾞｰﾄﾞ　50～1250μL (1000本)

462 20-3504-07 エッペンドルフ　epTIPSｽﾀﾝﾀﾞｰﾄﾞ　0.25～2.5mL (500本)

462 20-3504-08 エッペンドルフ　epTIPSｽﾀﾝﾀﾞｰﾄﾞ　100～5000μL (500本)

462 20-3504-09 エッペンドルフ　epTIPSｽﾀﾝﾀﾞｰﾄﾞ　0.5～10mL(165mm) 200本

462 20-3504-19 エッペンドルフ　epTIPSｽﾀﾝﾀﾞｰﾄﾞ　0.5～10mL(243mm) 200本

462 20-3504-30 エッペンドルフ　epTIPSﾘﾛｰﾄﾞ　0.1～10μL (96本x10ﾄﾚ-)

2019/4/1より価格改定： ¥124,000 ⇒ ¥127,000

2019/4/1より価格改定： ¥163,000 ⇒

2019/4/1より価格改定： ¥11,400 ⇒

¥11,700

廃番

2019/4/1より価格改定： ¥35,500 ⇒ ¥36,300

¥167,000

廃番

¥29,200 ⇒ ¥29,900
2019/4/1より価格改定：

廃番

廃番

在庫限りで廃番

廃番

廃番

廃番

廃番

廃番

廃番

廃番

在庫限りで廃番

在庫限りで廃番

在庫限りで廃番

在庫限りで廃番

在庫限りで廃番

廃番

廃番

廃番

在庫限りで廃番

廃番

在庫限りで廃番

廃番

¥11,400 ⇒

廃番

廃番

廃番

価格改定： ¥13,800 ⇒

廃番

¥11,700
2019/4/1より価格改定： ¥13,400 ⇒ ¥13,700

2019/4/1より価格改定：

¥14,100

価格改定： ¥13,800 ⇒ ¥14,100

価格改定： ¥49,600 ⇒ ¥50,600

価格改定： ¥16,300 ⇒ ¥16,700

価格改定： ¥13,800 ⇒ ¥14,100

価格改定： ¥13,800 ⇒ ¥14,100

価格改定： ¥13,800

価格改定： ¥18,100 ⇒ ¥18,400

価格改定： ¥13,800 ⇒ ¥14,100

価格改定： ¥13,800 ⇒ ¥14,100

価格改定： ¥154,000 ⇒ ¥157,000

⇒ ¥14,100

価格改定： ¥180,000 ⇒ ¥184,000

価格改定： ¥50,600 ⇒ ¥51,600

価格改定： ¥88,200 ⇒ ¥90,000

価格改定： ¥8,100 ⇒ ¥8,300

⇒ ¥5,400

価格改定： ¥8,600 ⇒ ¥8,700

価格改定： ¥8,600 ⇒ ¥8,700

価格改定： ¥9,000 ⇒ ¥9,200

価格改定： ¥5,300 ⇒ ¥5,400

価格改定： ¥5,300 ⇒ ¥5,400

⇒ ¥10,800

価格改定： ¥7,400 ⇒ ¥7,600

容量範囲変更： 100～5000μL　⇒　0.1～5mL
価格改定：　￥7,200　⇒　￥7,400

価格改定： ¥5,300

価格改定： ¥9,600 ⇒ ¥9,800

価格改定： ¥6,200 ⇒ ¥6,300

価格改定： ¥10,600
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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　40

変　更　箇　所
462 20-3504-31 エッペンドルフ　epTIPSﾘﾛｰﾄﾞ　0.5～20μL (96本x10ﾄﾚ-)

462 20-3504-32 エッペンドルフ　epTIPSﾘﾛｰﾄﾞ　2～200μL (96本x10ﾄﾚ-)

462 20-3504-33 エッペンドルフ　epTIPSﾘﾛｰﾄﾞ　20～300μL (96本x10ﾄﾚ-)

462 20-3504-34 エッペンドルフ　epTIPSﾘﾛｰﾄﾞ　50～1000μL (96本x10ﾄﾚ-)

462 20-3504-35 エッペンドルフ　epTIPSﾘﾛｰﾄﾞ　50～1250μL (96本x10ﾄﾚ-)

462 20-3504-36 エッペンドルフ　epTIPSﾘﾛｰﾄﾞ　0.25～2.5mL (48本x10ﾄﾚ-)

462 20-3504-37 エッペンドルフ　epTIPSﾘﾛｰﾄﾞ　0.1～20μL (96本x10ﾄﾚ-)

462 20-3504-40 エッペンドルフ　epTIPSｾｯﾄ　0.1～10μL (BOX+96本x5ﾄﾚ-)

462 20-3504-41 エッペンドルフ　epTIPSｾｯﾄ　0.5～20μL (BOX+96本x5ﾄﾚ-)

462 20-3504-42 エッペンドルフ　epTIPSｾｯﾄ　2～200μL (BOX+96本x5ﾄﾚ-)

462 20-3504-43 エッペンドルフ　epTIPSｾｯﾄ　20～300μL (BOX+96x5ﾄﾚ-)

462 20-3504-44 エッペンドルフ　epTIPSｾｯﾄ　50～1000μL (BOX+96x5ﾄﾚ-)

462 20-3504-45 エッペンドルフ　epTIPSｾｯﾄ　50～1250μL (BOX+96x5ﾄﾚ-)

462 20-3504-46 エッペンドルフ　epTIPSｾｯﾄ　0.25～2.5mL (BOX+48x5ﾄﾚ-)

462 20-3504-47 エッペンドルフ　epTIPSｾｯﾄ　0.1～20μL (BOX+96x5ﾄﾚ-)

462 20-3504-60 エッペンドルフ　epTIPSﾗｯｸ　0.1～20μL (96本x5ﾗｯｸ)

462 20-3504-61 エッペンドルフ　epTIPSﾗｯｸ　2～200μL (96本x5ﾗｯｸ)

462 20-3504-62 エッペンドルフ　epTIPSﾗｯｸ　20～300μL (96本x5ﾗｯｸ)

462 20-3504-63 エッペンドルフ　epTIPSﾗｯｸ　50～1000μL (96本x5ﾗｯｸ)

462 20-3504-64 エッペンドルフ　epTIPSﾗｯｸ　50～1250μL (96本x5ﾗｯｸ)

462 20-3504-65 エッペンドルフ　epTIPSﾗｯｸ　0.25～2.5mL (48本x5ﾗｯｸ)

462 20-3504-66 エッペンドルフ　epTIPSﾗｯｸ　0.5～10mL (24本x5ﾗｯｸ)

462 20-3504-70 エッペンドルフ　epTIPSﾎﾞｯｸｽ　0.1～10μL (BOX+96本)

462 20-3504-71 エッペンドルフ　epTIPSﾎﾞｯｸｽ　0.1～20μL (BOX+96本)

462 20-3504-72 エッペンドルフ　epTIPSﾎﾞｯｸｽ　0.5～20μL (BOX+96本)

462 20-3504-73 エッペンドルフ　epTIPSﾎﾞｯｸｽ　2～200μL (BOX+96本)

462 20-3504-74 エッペンドルフ　epTIPSﾎﾞｯｸｽ　20～300μL (BOX+96本)

462 20-3504-75 エッペンドルフ　epTIPSﾎﾞｯｸｽ　50～1000μL (BOX+96本)

462 20-3504-76 エッペンドルフ　epTIPSﾎﾞｯｸｽ　50～1250μL (BOX+96本)

462 20-3504-77 エッペンドルフ　epTIPSﾎﾞｯｸｽ　0.25～2.5mL (BOX+48本)

462 20-3504-78 エッペンドルフ　epTIPSﾎﾞｯｸｽ　100～5000μL (BOX+24本)

462 20-3504-80 エッペンドルフ　ピペットチップ　0.1～20μL (滅菌済100本)

462 20-3504-81 エッペンドルフ　ピペットチップ　2～200μL (滅菌済100本)

462 20-3504-82 エッペンドルフ　ピペットチップ　50～1000μL (滅菌済100本)

475 20-3470-01 オートビュレットBタイプ　0.25mL　/ 0.25B　白色

475 20-3470-02 オートビュレットBタイプ　0.5mL　/ 0.5B　白色

475 20-3470-03 オートビュレットBタイプ　1mL　/ 1B　白色

475 20-3470-04 オートビュレットBタイプ　2mL　/ 2B　白色

475 20-3470-05 オートビュレットBタイプ　5mL　/ 5B　白色

475 20-3470-06 オートビュレットBタイプ　10mL　/ 10B　白色

475 20-3470-07 オートビュレットBタイプ　20mL　/ 20B　白色

475 20-3470-08 オートビュレットBタイプ　25mL　/ 25B　白色

475 20-3470-09 オートビュレットBタイプ　30mL　/ 30B　白色

475 20-3470-17 オートビュレットBタイプ　3mL　/ 3B　白色

475 20-3470-30 オートビュレットBタイプ　0.25mL　/ 0.25B　茶色

475 20-3470-31 オートビュレットBタイプ　0.5mL　/ 0.5B　茶色

475 20-3470-32 オートビュレットBタイプ　1mL　/ 1B　茶色

475 20-3470-33 オートビュレットBタイプ　2mL　/ 2B　茶色

475 20-3470-34 オートビュレットBタイプ　5mL　/ 5B　茶色

475 20-3470-35 オートビュレットBタイプ　10mL　/ 10B　茶色

475 20-3470-36 オートビュレットBタイプ　20mL　/ 20B　茶色

475 20-3470-37 オートビュレットBタイプ　25mL　/ 25B　茶色

475 20-3470-38 オートビュレットBタイプ　30mL　/ 30B　茶色

475 20-3470-46 オートビュレットBタイプ　3mL　/ 3B　茶色

475 20-3472-01 オートビュレットBGタイプ　1mL　/ 1BG　白色

475 20-3472-02 オートビュレットBGタイプ　2mL　/ 2BG　白色

475 20-3472-03 オートビュレットBGタイプ　5mL　/ 5BG　白色

475 20-3472-04 オートビュレットBGタイプ　10mL　/ 10BG　白色

475 20-3472-05 オートビュレットBGタイプ　20mL　/ 20BG　白色

475 20-3472-06 オートビュレットBGタイプ　25mL　/ 25BG　白色

475 20-3472-07 オートビュレットBGタイプ　30mL　/ 30BG　白色

475 20-3472-08 オートビュレットBGタイプ　50mL　/ 50BG　白色

価格改定： ¥4,000

価格改定： ¥4,000 ⇒ ¥4,100

価格改定： ¥4,000 ⇒ ¥4,100

⇒ ¥4,100

価格改定： ¥4,000 ⇒ ¥4,100

価格改定： ¥4,500 ⇒ ¥4,600

価格改定： ¥5,300 ⇒ ¥5,400

価格改定： ¥4,000

価格改定： ¥8,400 ⇒ ¥8,500

⇒ ¥4,100

価格改定： ¥4,500 ⇒ ¥4,600

価格改定： ¥4,500 ⇒ ¥4,600

価格改定： ¥4,000 ⇒ ¥4,100

価格改定： ¥4,000 ⇒ ¥4,100

価格改定： ¥7,000 ⇒ ¥7,100

価格改定： ¥7,000 ⇒ ¥7,100

価格改定： ¥7,000 ⇒ ¥7,100

価格改定： ¥6,300 ⇒ ¥6,400

価格改定： ¥10,100 ⇒ ¥10,300

価格改定： ¥7,100 ⇒ ¥7,200

価格改定： ¥8,200 ⇒ ¥8,300

価格改定： ¥7,500 ⇒ ¥7,700

価格改定： ¥7,200 ⇒ ¥7,400

⇒

¥32,000

価格改定： ¥7,200 ⇒ ¥7,400

価格改定： ¥7,700 ⇒ ¥7,900

価格改定： ¥25,600 ⇒

価格改定： ¥32,600 ⇒ ¥37,400

価格改定： ¥34,900 ⇒ ¥42,000

価格改定： ¥22,600 ⇒ ¥28,400

価格改定：

価格改定： ¥22,600 ¥28,400

価格改定： ¥30,000 ⇒ ¥34,800

⇒

価格改定： ¥26,600 ⇒ ¥33,300

価格改定：

価格改定： ¥26,600 ⇒ ¥33,300

価格改定： ¥30,100 ⇒ ¥37,700

¥37,000

価格改定： ¥26,600 ⇒ ¥33,300

価格改定： ¥26,600 ⇒ ¥33,300

¥29,600

価格改定： ¥25,100 ⇒ ¥31,400

価格改定： ¥22,600 ⇒ ¥28,400

¥22,600 ⇒ ¥28,400

価格改定： ¥22,600 ⇒ ¥28,400

価格改定： ¥25,400

価格改定： ¥26,600 ⇒ ¥33,300

価格改定： ¥34,600 ⇒ ¥43,300

価格改定： ¥37,800 ⇒ ¥47,300

価格改定： ¥40,200 ⇒ ¥50,300

価格改定： ¥37,700 ⇒

⇒ ¥31,700

価格改定： ¥35,400 ⇒ ¥44,200

価格改定： ¥25,400 ⇒ ¥31,700

価格改定： ¥32,800 ⇒ ¥41,000

価格改定： ¥25,400 ⇒ ¥31,700

価格改定： ¥25,400 ⇒ ¥31,700

価格改定： ¥50,500 ⇒ ¥63,000

¥47,000

価格改定： ¥7,500 ⇒ ¥7,700

価格改定： ¥7,000 ⇒ ¥7,100

容量範囲変更： 100～5000μL　⇒　0.1～5mL

価格改定： ¥9,900 ⇒ ¥10,100

価格改定： ¥6,600 ⇒ ¥7,000

価格改定： ¥8,200 ⇒ ¥8,400

価格改定： ¥8,200 ⇒ ¥8,400

価格改定： ¥8,600 ⇒ ¥8,800

価格改定： ¥8,200 ⇒ ¥8,400

価格改定： ¥9,600 ⇒ ¥9,800

価格改定： ¥8,200 ⇒ ¥8,300
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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　40

変　更　箇　所
475 20-3472-09 オートビュレットBGタイプ　100mL　/ 100BG　白色

475 20-3472-10 オートビュレットBGタイプ　150mL　/ 150BG　白色

475 20-3472-13 オートビュレットBGタイプ　3mL　/ 3BG　白色

475 20-3472-30 オートビュレットBGタイプ　1mL　/ 1BG　茶色

475 20-3472-31 オートビュレットBGタイプ　2mL　/ 2BG　茶色

475 20-3472-32 オートビュレットBGタイプ　5mL　/ 5BG　茶色

475 20-3472-33 オートビュレットBGタイプ　10mL　/ 10BG　茶色

475 20-3472-34 オートビュレットBGタイプ　20mL　/ 20BG　茶色

475 20-3472-35 オートビュレットBGタイプ　25mL　/ 25BG　茶色

475 20-3472-36 オートビュレットBGタイプ　30mL　/ 30BG　茶色

475 20-3472-37 オートビュレットBGタイプ　50mL　/ 50BG　茶色

475 20-3472-38 オートビュレットBGタイプ　100mL　/ 100BG　茶色

475 20-3472-39 オートビュレットBGタイプ　150mL　/ 150BG　茶色

475 20-3472-42 オートビュレットBGタイプ　3mL　/ 3BG　茶色

475 20-3474-01 オートビュレットSLタイプ　0.25mL　/ 0.25SL　白色

475 20-3474-02 オートビュレットSLタイプ　0.5mL　/ 0.5SL　白色

475 20-3474-03 オートビュレットSLタイプ　1mL　/ 1SL　白色

475 20-3474-04 オートビュレットSLタイプ　2mL　/ 2SL　白色

475 20-3474-05 オートビュレットSLタイプ　5mL　/ 5SL　白色

475 20-3474-06 オートビュレットSLタイプ　10mL　/ 10SL　白色

475 20-3474-07 オートビュレットSLタイプ　20mL　/ 20SL　白色

475 20-3474-08 オートビュレットSLタイプ　25mL　/ 25SL　白色

475 20-3474-09 オートビュレットSLタイプ　30mL　/ 30SL　白色

475 20-3474-10～12 オートビュレットSLタイプ　50mL/100mL/150mL　白色

475 20-3474-10 オートビュレットSLタイプ　50mL　/ 50SL　白色

475 20-3474-11 オートビュレットSLタイプ　100mL　/ 100SL　白色

475 20-3474-12 オートビュレットSLタイプ　150mL　/ 150SL　白色

475 20-3474-15 オートビュレットSLタイプ　3mL　/ 3SL　白色

475 20-3474-30 オートビュレットSLタイプ　0.25mL　/ 0.25SL　茶色

475 20-3474-31 オートビュレットSLタイプ　0.5mL　/ 0.5SL　茶色

475 20-3474-32 オートビュレットSLタイプ　1mL　/ 1SL　茶色

475 20-3474-33 オートビュレットSLタイプ　2mL　/ 2SL　茶色

475 20-3474-34 オートビュレットSLタイプ　5mL　/ 5SL　茶色

475 20-3474-35 オートビュレットSLタイプ　10mL　/ 10SL　茶色

475 20-3474-36 オートビュレットSLタイプ　20mL　/ 20SL　茶色

475 20-3474-37 オートビュレットSLタイプ　25mL　/ 25SL　茶色

475 20-3474-38 オートビュレットSLタイプ　30mL　/ 30SL　茶色

475 20-3474-39～41 オートビュレットSLタイプ　50mL/100mL/150mL　茶色

475 20-3474-39 オートビュレットSLタイプ　50mL　/ 50SL　茶色

475 20-3474-40 オートビュレットSLタイプ　100mL　/ 100SL　茶色

475 20-3474-41 オートビュレットSLタイプ　150mL　/ 150SL　茶色

475 20-3474-44 オートビュレットSLタイプ　3mL　/ 3SL　茶色

501 20-4230-60 PFA手付きビーカー　1L

501 20-4230-61 PFA手付きビーカー　2L

539 22-0153-02 ユニットスタンド用ベース / U-6

540 22-0110-31 H型スタンド　台　大

540 22-0110-36 H型スタンド　大セット

619 33-0201-15 騒音計 / SL-1320

652 30-0685-01～03 ジャンパー　D8000　アイボリー　　M/L/LL

652 30-0685-04～05 ジャンパー　D8000　アイボリー　　3L/4L

652 30-0685-06～08 ジャンパー　D8000　ブルー　　M/L/LL

652 30-0685-09～10 ジャンパー　D8000　ブルー　　3L/4L

652 30-0685-11～13 ジャンパー　D8000　アースグリーン　　M/L/LL

652 30-0685-14～15 ジャンパー　D8000　アースグリーン　　3L/4L

652 30-0685-16～18 ジャンパー　D8000　ネイビー　　M/L/LL

652 30-0685-19～20 ジャンパー　D8000　ネイビー　　3L/4L

652 30-0685-21～23 ジャンパー　D8000　ﾗﾍﾞﾝﾀﾞｰ×ﾏｽﾀｰﾄﾞ　　M/L/LL

652 30-0685-24～25 ジャンパー　D8000　ﾗﾍﾞﾝﾀﾞｰ×ﾏｽﾀｰﾄﾞ　　3L/4L

652 30-0685-26～28 ジャンパー　D8000　ｽﾄｰﾝｸﾞﾚｰ×ﾗﾍﾞﾝﾀﾞｰ　　M/L/LL

652 30-0685-29～30 ジャンパー　D8000　ｽﾄｰﾝｸﾞﾚｰ×ﾗﾍﾞﾝﾀﾞｰ　　3L/4L

652 30-0685-31～33 ジャンパー　D8000　ｵｰｼｬﾝﾌﾞﾙｰ×ﾏｽﾀｰﾄﾞ　　M/L/LL

652 30-0685-34～35 ジャンパー　D8000　ｵｰｼｬﾝﾌﾞﾙｰ×ﾏｽﾀｰﾄﾞ　　3L/4L

価格改定： ¥15,000 ⇒ ¥16,000

価格改定： ¥23,000 ⇒ ¥24,600

2019/3/1より価格改定： ¥7,850

2019/3/1より価格改定： ¥7,850 ⇒ ¥8,350

2019/3/1より価格改定： ¥7,500 ⇒ ¥8,000
2019/3/1より価格改定：

2019/3/1より価格改定： ¥7,850

⇒ ¥8,350

¥7,500 ⇒ ¥8,000

2019/3/1より価格改定： ¥7,500 ⇒ ¥8,000

2019/3/1より価格改定： ¥7,850 ⇒ ¥8,350

2019/3/1より価格改定： ¥7,500 ⇒ ¥8,000
2019/3/1より価格改定： ¥7,850 ⇒

¥7,500 ⇒ ¥8,000

¥8,350
2019/3/1より価格改定：

2019/3/1より価格改定：

¥53,800

価格改定： ¥29,400 ⇒ ¥36,800

価格改定： ¥37,400 ⇒ ¥46,800

価格改定： ¥29,400

廃番

表記変更： (シリコン栓)　No.15　⇒　No.10

価格改定： ¥77,800 ⇒ ¥97,300

価格改定： ¥29,400 ⇒ ¥36,800

価格改定： ¥61,000 ⇒ ¥76,300

価格改定： ¥43,000 ⇒

¥23,000

⇒ ¥27,250

価格改定：

⇒ ¥36,800

¥17,500 ⇒ ¥21,850

価格改定： ¥68,500 ⇒ ¥85,600

価格改定： ¥40,600 ⇒ ¥50,800

価格改定： ¥57,300 ⇒ ¥71,600

価格改定： ¥66,200 ⇒ ¥82,700

価格改定： ¥25,400

¥21,000 ⇒ ¥26,250

価格改定： ¥17,500 ⇒ ¥21,850

価格改定： ¥26,000 ⇒ ¥32,500

価格改定： ¥17,500 ⇒

⇒ ¥31,700

¥21,850

価格改定： ¥17,500 ⇒ ¥21,850

価格改定： ¥29,400 ⇒ ¥36,800

価格改定： ¥27,000 ⇒ ¥33,750

⇒ ¥67,750

価格改定： ¥27,000 ⇒ ¥33,750

価格改定： ¥47,500

価格改定： ¥38,000 ⇒ ¥47,500

表記変更： (シリコン栓)　No.15　⇒　No.10

価格改定： ¥20,600 ⇒ ¥25,750

価格改定： ¥31,850

価格改定： ¥20,600 ⇒

⇒

価格改定： ¥25,800 ⇒ ¥32,250

¥25,750

⇒ ¥28,750

価格改定： ¥21,500 ⇒ ¥26,850

価格改定：

価格改定： ¥54,200

価格改定： ¥17,500 ⇒ ¥21,850

価格改定：

⇒ ¥59,350

価格改定： ¥21,800

¥8,000

¥7,850 ⇒ ¥8,350
2019/3/1より価格改定： ¥7,500

価格改定： ¥20,600 ⇒ ¥25,750

価格改定： ¥20,600 ⇒ ¥25,750

価格改定： ¥29,400 ⇒ ¥36,800

¥25,500

廃番

廃番

価格改定： ¥65,000 ⇒ ¥81,250

価格改定： ¥20,600 ⇒ ¥25,750

⇒

¥8,000

価格改定： ¥31,000 ⇒ ¥38,750

価格改定： ¥45,000 ⇒ ¥56,250

価格改定： ¥56,500 ⇒ ¥70,600

廃番

¥7,850 ⇒ ¥8,350
2019/3/1より価格改定：

⇒ ¥8,350
2019/3/1より価格改定： ¥7,500 ⇒



6/7

頁 製品コード 品　　　名　・　型　　　番

■テラオカ総合カタログ№1100　改正表　40

変　更　箇　所
652 30-0685-36～38 ジャンパー　D8000　ﾀﾞｰｸｸﾞﾘｰﾝ×ﾏｽﾀｰﾄﾞ　　M/L/LL

652 30-0685-39～40 ジャンパー　D8000　ﾀﾞｰｸｸﾞﾘｰﾝ×ﾏｽﾀｰﾄﾞ　　3L/4L

652 30-0685-41～43 ジャンパー　D8000　ｻｯｸｽ×ﾗﾍﾞﾝﾀﾞｰ　　M/L/LL

652 30-0685-44～45 ジャンパー　D8000　ｻｯｸｽ×ﾗﾍﾞﾝﾀﾞｰ　　3L/4L

652 30-0685-88～94 ツータックスラックス　D8050　サックス　　70～88cm

652 30-0685-95～96 ツータックスラックス　D8050　サックス　　91/95cm

652 30-0685-97～99 ツータックスラックス　D8050　サックス　　100～110cm

652 30-0686-01～07 ツータックスラックス　D8050　アイボリー　　70～88cm

652 30-0686-08～09 ツータックスラックス　D8050　アイボリー　　91/95cm

652 30-0686-10～12 ツータックスラックス　D8050　アイボリー　　100～110cm

652 30-0686-13～19 ツータックスラックス　D8050　ブルー　　70～88cm

652 30-0686-20～21 ツータックスラックス　D8050　ブルー　　91/95cm

652 30-0686-22～24 ツータックスラックス　D8050　ブルー　　100～110cm

652 30-0686-25～31 ツータックスラックス　D8050　アースグリーン　　70～88cm

652 30-0686-32～33 ツータックスラックス　D8050　アースグリーン　　91/95cm

652 30-0686-34～36 ツータックスラックス　D8050　アースグリーン　　100～110cm

652 30-0686-37～43 ツータックスラックス　D8050　ネイビー　　70～88cm

652 30-0686-44～45 ツータックスラックス　D8050　ネイビー　　91/95cm

652 30-0686-46～48 ツータックスラックス　D8050　ネイビー　　100～110cm

652 30-0686-49～55 ツータックスラックス　D8050　ラベンダー　　70～88cm

652 30-0686-56～57 ツータックスラックス　D8050　ラベンダー　　91/95cm

652 30-0686-58～60 ツータックスラックス　D8050　ラベンダー　　100～110cm

652 30-0686-61～67 ツータックスラックス　D8050　ストーングレー　　70～88cm

652 30-0686-68～69 ツータックスラックス　D8050　ストーングレー　　91/95cm

652 30-0686-70～72 ツータックスラックス　D8050　ストーングレー　　100～110cm

652 30-0686-73～79 ツータックスラックス　D8050　ｵｰｼｬﾝﾌﾞﾙｰ　　70～88cm

652 30-0686-80～81 ツータックスラックス　D8050　ｵｰｼｬﾝﾌﾞﾙｰ　　91/95cm

652 30-0686-82～84 ツータックスラックス　D8050　ｵｰｼｬﾝﾌﾞﾙｰ　　100～110cm

652 30-0686-85～91 ツータックスラックス　D8050　ﾀﾞｰｸｸﾞﾘｰﾝ　　70～88cm

652 30-0686-92～93 ツータックスラックス　D8050　ﾀﾞｰｸｸﾞﾘｰﾝ　　91/95cm

652 30-0686-94～96 ツータックスラックス　D8050　ﾀﾞｰｸｸﾞﾘｰﾝ　　100～110cm

655 30-0105-15 3M防じんマスク　No.9322J-DS2 (10枚)

695 30-9001-18 耐震用ストッパー　ロング / QL-60

701 30-0702-50～55 ベルクリン

708 30-9100-35 回転式バルブ開閉札 / 特15-42

708 30-9100-36 回転式バルブ開閉札 / 特15-88

725 22-5125-20 ﾎﾟﾘｴｽﾃﾙﾌｨﾙﾑ粘着ﾃｰﾌﾟNo.647　0.050×10mm×60m

725 22-5125-21 ﾎﾟﾘｴｽﾃﾙﾌｨﾙﾑ粘着ﾃｰﾌﾟNo.647　0.050×20mm×60m

725 22-5125-22 ﾎﾟﾘｴｽﾃﾙﾌｨﾙﾑ粘着ﾃｰﾌﾟNo.647　0.050×25mm×60m

725 22-5125-23 ﾎﾟﾘｴｽﾃﾙﾌｨﾙﾑ粘着ﾃｰﾌﾟNo.647　0.050×50mm×60m

760 22-3063-01 PFAﾛｯｸ ﾒｲﾙｺﾈｸﾀｰ  MC6-1/8

760 22-3063-02 PFAﾛｯｸ ﾒｲﾙｺﾈｸﾀｰ MC6-1/4

760 22-3063-03 PFAﾛｯｸ ﾒｲﾙｺﾈｸﾀｰ MC8-1/8

760 22-3063-04 PFAﾛｯｸ ﾒｲﾙｺﾈｸﾀｰ MC8-1/4

760 22-3063-05 PFAﾛｯｸ ﾒｲﾙｺﾈｸﾀｰ MC8-3/8

760 22-3063-06 PFAﾛｯｸ ﾒｲﾙｺﾈｸﾀｰ MC10-1/4

760 22-3063-07 PFAﾛｯｸ ﾒｲﾙｺﾈｸﾀｰ MC10-3/8

760 22-3063-08 PFAﾛｯｸ ﾒｲﾙｺﾈｸﾀｰ MC10-1/2

760 22-3063-65 PFAﾛｯｸﾌｪﾙｰﾙ F6

760 22-3063-66 PFAﾛｯｸﾌｪﾙｰﾙ F8

760 22-3063-67 PFAﾛｯｸﾌｪﾙｰﾙ F10

761 22-3063-45 PFAﾛｯｸ ﾕﾆｵﾝｽﾄﾚｰﾄ US-6

761 22-3063-46 PFAﾛｯｸ ﾕﾆｵﾝｽﾄﾚｰﾄ US-8

761 22-3063-47 PFAﾛｯｸ ﾕﾆｵﾝｽﾄﾚｰﾄ US-10

761 22-3063-50 PFAﾛｯｸ ﾕﾆｵﾝｴﾙﾎﾞ UE-6

761 22-3063-51 PFAﾛｯｸ ﾕﾆｵﾝｴﾙﾎﾞ UE-8

761 22-3063-52 PFAﾛｯｸ ﾕﾆｵﾝｴﾙﾎﾞ UE-10

761 22-3063-55 PFAﾛｯｸ ﾕﾆｵﾝﾃｨ UT-6

761 22-3063-56 PFAﾛｯｸ ﾕﾆｵﾝﾃｨ UT-8

761 22-3063-57 PFAﾛｯｸ ﾕﾆｵﾝﾃｨ UT-10

価格改定： ¥1,730 ⇒ ¥1,830

価格改定： ¥1,810

価格改定： ¥2,920 ⇒ ¥3,110

¥2,040

価格改定： ¥1,750 ⇒ ¥1,850

価格改定： ¥1,930 ⇒

⇒ ¥2,140

⇒ ¥1,470

価格改定： ¥2,630 ⇒ ¥2,790

価格改定： ¥2,520 ⇒ ¥2,760

価格改定： ¥2,700 ⇒ ¥2,970

価格改定： ¥2,850 ⇒ ¥3,150

価格改定： ¥1,670 ⇒ ¥1,760

⇒ ¥1,920

価格改定： ¥2,010

価格改定： ¥2,510 ⇒ ¥2,660

価格改定： ¥1,040 ⇒ ¥1,090

価格改定： ¥1,140 ⇒ ¥1,160

価格改定： ¥1,160 ⇒ ¥1,170

価格改定： ¥1,240 ⇒ ¥1,260

価格改定： ¥1,280 ⇒ ¥1,290

価格改定： ¥1,450

価格改定： ¥990 ⇒ ¥1,050

価格改定： ¥1,000 ⇒ ¥1,050

2019/3/1より価格改定： ¥5,850 ⇒ ¥6,350
2019/3/1より価格改定： ¥6,000 ⇒

価格改定： ¥2,600 ⇒ ¥2,800

価格改定： ¥2,400 ⇒ ¥2,600

⇒ ¥6,500

価格改定： ¥52,500 ⇒ ¥55,200

2019/3/1より価格改定： ¥5,850 ⇒ ¥6,350

2019/3/1より価格改定： ¥5,500 ⇒ ¥6,000

2019/3/1より価格改定： ¥5,500 ⇒ ¥6,000
2019/3/1より価格改定： ¥5,850 ⇒ ¥6,350
2019/3/1より価格改定： ¥6,000

2019/3/1より価格改定： ¥6,000 ⇒ ¥6,500

2019/3/1より価格改定： ¥5,850 ⇒ ¥6,350
2019/3/1より価格改定： ¥6,000 ⇒ ¥6,500

2019/3/1より価格改定： ¥5,850 ⇒ ¥6,350

2019/3/1より価格改定： ¥6,000 ⇒ ¥6,500
2019/3/1より価格改定： ¥5,500 ⇒ ¥6,000

2019/3/1より価格改定： ¥6,000 ⇒ ¥6,500
2019/3/1より価格改定： ¥5,500 ⇒ ¥6,000

2019/3/1より価格改定： ¥5,850 ⇒ ¥6,350

価格改定： ¥43,750 ⇒

2019/3/1より価格改定： ¥6,000 ⇒ ¥6,500

¥6,000
2019/3/1より価格改定： ¥5,850 ⇒ ¥6,350
2019/3/1より価格改定： ¥6,000 ⇒ ¥6,500

2019/3/1より価格改定： ¥5,500 ⇒

¥6,500

¥8,350
2019/3/1より価格改定： ¥5,500 ⇒ ¥6,000

2019/3/1より価格改定： ¥7,500 ⇒

2019/3/1より価格改定： ¥5,500 ⇒ ¥6,000

2019/3/1より価格改定： ¥5,500 ⇒ ¥6,000
2019/3/1より価格改定： ¥5,850 ⇒ ¥6,350
2019/3/1より価格改定： ¥6,000 ⇒ ¥6,500
2019/3/1より価格改定： ¥5,500 ⇒ ¥6,000

2019/3/1より価格改定： ¥7,500 ⇒ ¥8,000

2019/3/1より価格改定： ¥5,850 ⇒ ¥6,350

¥8,000
2019/3/1より価格改定： ¥7,850 ⇒

価格改定：

価格改定： ¥43,750 ⇒ ¥46,000

¥52,500 ⇒ ¥55,200

¥46,000

2019/3/1より価格改定：

モデルチェンジ　※仕様詳細はお問い合わせ下さい
後継品：　9322J+DS2 （10枚）　　￥4,450

¥7,850 ⇒ ¥8,350

型番変更：　QL-60　⇒　QL-60N
価格改定：　￥3,500　⇒　￥4,500

取扱中止
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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　40

変　更　箇　所
771 22-5205-27 ビニール梨地シート　厚さ0.08mm

771 22-5205-29 ビニール梨地シート　厚さ0.2mm

786 24-2007-05 アルミカップ　No.3150NT　（20個入）

832 24-1511-10 ステリアンプル　透明　2mL （10本）

832 24-1511-11 ステリアンプル　透明　5mL （10本）

832 24-1511-12 ステリアンプル　透明　10mL （10本）

832 24-1511-13 ステリアンプル　透明　20mL （10本）

832 24-1511-20 ステリアンプル　茶　2mL （10本）

832 24-1511-21 ステリアンプル　茶　5mL （10本）

832 24-1511-22 ステリアンプル　茶　10mL （10本）

832 24-1511-23 ステリアンプル　茶　20mL （10本）

833 24-1504-11 サンボトル　白　100mL

833 24-1504-14 サンボトル　白　500mL　キャップ径45mm

833 24-1504-15 サンボトル　白　1000mL　キャップ径45mm

833 24-1504-20 サンボトル　茶　50mL

833 24-1504-24 サンボトル　茶　500mL　キャップ径45mm

833 24-1504-25 サンボトル　茶　1000mL　キャップ径45mm

871 22-6003-13 高真空グリース　トーレHVG　50g

873 22-6002-20 簡易シリコンゴム　かたまる君

880 36-2005-38～39 パワータップ

最新版の改正表は

次のところよりご確認下さい。

⇒ ¥6,500

価格改定： ¥2,200 ⇒ ¥2,800

2019/4/1より価格改定： ¥5,400 ⇒

¥5,400 ⇒

2019/4/1より価格改定： ¥5,600 ⇒ ¥6,100
2019/4/1より価格改定： ¥6,000 ⇒ ¥6,500

2019/4/1より価格改定： ¥6,000

¥5,900
2019/4/1より価格改定： ¥5,500 ⇒ ¥6,000

¥5,900
2019/4/1より価格改定： ¥5,500 ⇒ ¥6,000
2019/4/1より価格改定： ¥5,600 ⇒ ¥6,100

2019/4/1より価格改定：

廃番

廃番

　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
　　　　　　２０１９ 年　２月  　２５日発行

株式会社テラオカ
　ましたのでご案内いたします。

■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。

廃番

廃番

価格改定： ¥12,000 ⇒ ¥13,000

廃番

廃番

廃番

廃番

価格改定： ¥10,500 ⇒ ¥11,000

価格改定： ¥13,000 ⇒ ¥13,700


