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頁 製品コード 品　　　名　・　型　　　番
184 12-0941-01 ふるい　枠/真鍮・網/ｽﾃﾝﾚｽ φ75×H20(5.6mm)

184 12-0941-02～07 ふるい　枠/真鍮・網/ｽﾃﾝﾚｽ φ75×H20(4.75～2.00mm)

184 12-0941-08～21 ふるい　枠/真鍮・網/ｽﾃﾝﾚｽ φ75×H20(1.70mm～180μm)

184 12-0941-22 ふるい　枠/真鍮・網/ｽﾃﾝﾚｽ φ75×H20(150μm)

184 12-0941-23 ふるい　枠/真鍮・網/ｽﾃﾝﾚｽ φ75×H20(125μm)

184 12-0941-24 ふるい　枠/真鍮・網/ｽﾃﾝﾚｽ φ75×H20(106μm)

184 12-0941-25 ふるい　枠/真鍮・網/ｽﾃﾝﾚｽ φ75×H20(90μm)

184 12-0941-26 ふるい　枠/真鍮・網/ｽﾃﾝﾚｽ φ75×H20(75μm)

184 12-0941-27 ふるい　枠/真鍮・網/ｽﾃﾝﾚｽ φ75×H20(63μm)

184 12-0941-28 ふるい　枠/真鍮・網/ｽﾃﾝﾚｽ φ75×H20(53μm)

184 12-0941-29 ふるい　枠/真鍮・網/ｽﾃﾝﾚｽ φ75×H20(45μm)

184 12-0941-30 ふるい　枠/真鍮・網/ｽﾃﾝﾚｽ φ75×H20(38μm)

184 12-0941-31 ふるい　枠/真鍮・網/ｽﾃﾝﾚｽ φ75×H20(32μm)

184 12-0941-32 ふるい　枠/真鍮・網/ｽﾃﾝﾚｽ φ75×H20(25μm)

184 12-0941-33 ふるい　枠/真鍮・網/ｽﾃﾝﾚｽ φ75×H20(20μm)

184 12-0941-34 ふるい　枠/真鍮・網/ｽﾃﾝﾚｽ φ75×H20　蓋受器

184 12-0941-35 ふるい　枠/真鍮・網/ｽﾃﾝﾚｽ φ75×H20　蓋のみ

184 12-0941-36 ふるい　枠/真鍮・網/ｽﾃﾝﾚｽ φ75×H20　受器のみ

184 12-0941-37 ふるい　枠/真鍮・網/ｽﾃﾝﾚｽ φ75×H20　中間受器

184 12-0941-38 ふるい　枠/真鍮・網/ｽﾃﾝﾚｽ φ75×H20⇒H40増値

184 12-0941-39 ふるい　枠/真鍮・網/ｽﾃﾝﾚｽ φ75×H20⇒H100増値

184 12-0941-41 ふるい　枠/真鍮・網/ｽﾃﾝﾚｽ φ75×H20(160μm)

184 12-0941-42 ふるい　枠/真鍮・網/ｽﾃﾝﾚｽ φ75×H20(100μm)

184 12-0941-43 ふるい　枠/真鍮・網/ｽﾃﾝﾚｽ φ75×H20(16μm)

184 12-0946-01 ふるい 普及型　枠/真鍮・網/ｽﾃﾝﾚｽ φ100×H43(5.6mm)

184 12-0946-02～07 ふるい 普及型　枠/真鍮・網/ｽﾃﾝﾚｽ φ100×H43(4.75～2.00mm)

184 12-0946-08～21 ふるい 普及型　枠/真鍮・網/ｽﾃﾝﾚｽ φ100×H43(1.70mm～180μm)

184 12-0946-22 ふるい 普及型　枠/真鍮・網/ｽﾃﾝﾚｽ φ100×H43(150μm)

184 12-0946-23 ふるい 普及型　枠/真鍮・網/ｽﾃﾝﾚｽ φ100×H43(125μm)

184 12-0946-24 ふるい 普及型　枠/真鍮・網/ｽﾃﾝﾚｽ φ100×H43(106μm)

184 12-0946-25 ふるい 普及型　枠/真鍮・網/ｽﾃﾝﾚｽ φ100×H43(90μm)

184 12-0946-26 ふるい 普及型　枠/真鍮・網/ｽﾃﾝﾚｽ φ100×H43(75μm)

184 12-0946-27 ふるい 普及型　枠/真鍮・網/ｽﾃﾝﾚｽ φ100×H43(63μm)

184 12-0946-28 ふるい 普及型　枠/真鍮・網/ｽﾃﾝﾚｽ φ100×H43(53μm)

184 12-0946-29 ふるい 普及型　枠/真鍮・網/ｽﾃﾝﾚｽ φ100×H43(45μm)

184 12-0946-30 ふるい 普及型　枠/真鍮・網/ｽﾃﾝﾚｽ φ100×H43(38μm)

184 12-0946-31 ふるい 普及型　枠/真鍮・網/ｽﾃﾝﾚｽ φ100×H43(32μm)

184 12-0946-32 ふるい 普及型　枠/真鍮・網/ｽﾃﾝﾚｽ φ100×H43(25μm)

184 12-0946-33 ふるい 普及型　枠/真鍮・網/ｽﾃﾝﾚｽ φ100×H43(20μm)

184 12-0946-34 ふるい 普及型　枠/真鍮・網/ｽﾃﾝﾚｽ φ100×H43　蓋受器

184 12-0946-35 ふるい 普及型　枠/真鍮・網/ｽﾃﾝﾚｽ φ100×H43　蓋のみ

184 12-0946-36 ふるい 普及型　枠/真鍮・網/ｽﾃﾝﾚｽ φ100×H43　受器のみ

184 12-0946-37 ふるい 普及型　枠/真鍮・網/ｽﾃﾝﾚｽ φ100×H43　中間受器

184 12-0946-39 ふるい 普及型　枠/真鍮・網/ｽﾃﾝﾚｽ φ100×H43⇒H100増値

184 12-0946-41 ふるい 普及型　枠/真鍮・網/ｽﾃﾝﾚｽ φ100×H43(160μm)

184 12-0946-42 ふるい 普及型　枠/真鍮・網/ｽﾃﾝﾚｽ φ100×H43(100μm)

184 12-0955-01 ふるい 実用型　枠/真鍮・網/ｽﾃﾝﾚｽ φ100×H43(5.6mm)

184 12-0955-02～07 ふるい 実用型　枠/真鍮・網/ｽﾃﾝﾚｽ φ100×H43(4.75～2.00mm)

184 12-0955-08～21 ふるい 実用型　枠/真鍮・網/ｽﾃﾝﾚｽ φ100×H43(1.70mm～180μm)

184 12-0955-22 ふるい 実用型　枠/真鍮・網/ｽﾃﾝﾚｽ φ100×H43(150μm)

184 12-0955-23 ふるい 実用型　枠/真鍮・網/ｽﾃﾝﾚｽ φ100×H43(125μm)

184 12-0955-24 ふるい 実用型　枠/真鍮・網/ｽﾃﾝﾚｽ φ100×H43(106μm)

184 12-0955-25 ふるい 実用型　枠/真鍮・網/ｽﾃﾝﾚｽ φ100×H43(90μm)

184 12-0955-26 ふるい 実用型　枠/真鍮・網/ｽﾃﾝﾚｽ φ100×H43(75μm)

184 12-0955-27 ふるい 実用型　枠/真鍮・網/ｽﾃﾝﾚｽ φ100×H43(63μm)

184 12-0955-28 ふるい 実用型　枠/真鍮・網/ｽﾃﾝﾚｽ φ100×H43(53μm)

184 12-0955-29 ふるい 実用型　枠/真鍮・網/ｽﾃﾝﾚｽ φ100×H43(45μm)

184 12-0955-30 ふるい 実用型　枠/真鍮・網/ｽﾃﾝﾚｽ φ100×H43(38μm)

184 12-0955-31 ふるい 実用型　枠/真鍮・網/ｽﾃﾝﾚｽ φ100×H43(32μm)

184 12-0955-32 ふるい 実用型　枠/真鍮・網/ｽﾃﾝﾚｽ φ100×H43(25μm)

184 12-0955-33 ふるい 実用型　枠/真鍮・網/ｽﾃﾝﾚｽ φ100×H43(20μm)

184 12-0955-34 ふるい 実用型　枠/真鍮・網/ｽﾃﾝﾚｽ φ100×H43　蓋受器 2019/10/1より価格改定： ¥6,000 ⇒ ¥8,500

2019/10/1より価格改定： ¥37,700 ⇒ ¥42,900
2019/10/1より価格改定： ¥39,700 ⇒ ¥45,700
2019/10/1より価格改定： ¥53,700 ⇒ ¥61,700

2019/10/1より価格改定： ¥16,700 ⇒ ¥19,500
2019/10/1より価格改定： ¥18,200 ⇒ ¥21,000
2019/10/1より価格改定： ¥25,700 ⇒ ¥31,000

2019/10/1より価格改定： ¥12,000 ⇒ ¥14,700
2019/10/1より価格改定： ¥14,100 ⇒ ¥16,000
2019/10/1より価格改定： ¥14,700 ⇒ ¥17,000

¥10,100 ⇒ ¥11,400

2019/10/1より価格改定： ¥8,400 ⇒ ¥8,900

2019/10/1より価格改定： ¥4,800 ⇒ ¥6,800
2019/10/1より価格改定： ¥5,500 ⇒ ¥7,600
2019/10/1より価格改定： ¥2,500 ⇒ ¥3,300

2019/10/1より価格改定： ¥6,700 ⇒ ¥10,400
2019/10/1より価格改定： ¥7,600 ⇒ ¥11,500
2019/10/1より価格改定： ¥8,300 ⇒ ¥12,000
2019/10/1より価格改定： ¥10,100 ⇒ ¥13,500
2019/10/1より価格改定： ¥19,000 ⇒ ¥22,300
2019/10/1より価格改定： ¥21,400 ⇒ ¥24,200
2019/10/1より価格改定： ¥26,000 ⇒ ¥29,000

2019/10/1より価格改定：

2019/10/1より価格改定： ¥11,000 ⇒ ¥12,500
2019/10/1より価格改定： ¥9,900 ⇒ ¥11,800
2019/10/1より価格改定： ¥9,800 ⇒ ¥11,500
2019/10/1より価格改定： ¥10,400 ⇒ ¥12,200
2019/10/1より価格改定： ¥10,900 ⇒ ¥12,900

2019/10/1より価格改定： ¥9,200 ⇒ ¥9,900

2019/10/1より価格改定： ¥11,400 ⇒ ¥14,100

2019/10/1より価格改定： ¥6,000 ⇒ ¥8,500
2019/10/1より価格改定： ¥2,400 ⇒ ¥3,400

2019/10/1より価格改定： ¥24,000 ⇒ ¥28,000
2019/10/1より価格改定： ¥36,000 ⇒ ¥39,900
2019/10/1より価格改定： ¥38,000 ⇒ ¥42,700
2019/10/1より価格改定： ¥52,000 ⇒ ¥58,700

2019/10/1より価格改定： ¥13,000 ⇒ ¥14,000
2019/10/1より価格改定： ¥15,000 ⇒ ¥16,500
2019/10/1より価格改定： ¥16,500 ⇒ ¥18,000

2019/10/1より価格改定： ¥9,700 ⇒ ¥11,100
2019/10/1より価格改定： ¥10,300 ⇒ ¥11,700
2019/10/1より価格改定： ¥12,400 ⇒ ¥13,000

¥5,600
2019/10/1より価格改定： ¥3,100 ⇒ ¥6,300
2019/10/1より価格改定： ¥1,400 ⇒ ¥1,800

2019/10/1より価格改定： ¥8,100 ⇒ ¥8,500
2019/10/1より価格改定： ¥8,700 ⇒ ¥9,200

¥9,300 ⇒ ¥9,500
2019/10/1より価格改定： ¥8,200 ⇒ ¥8,800

2019/10/1より価格改定： ¥33,500 ⇒ ¥39,400
2019/10/1より価格改定： ¥3,500 ⇒ ¥7,000
2019/10/1より価格改定： ¥1,400 ⇒ ¥2,800

2019/10/1より価格改定： ¥43,000 ⇒ ¥48,000
2019/10/1より価格改定：

2019/10/1より価格改定： ¥2,000 ⇒ ¥2,600
2019/10/1より価格改定： ¥5,900 ⇒ ¥7,400
2019/10/1より価格改定： ¥6,500 ⇒ ¥9,200

2019/10/1より価格改定： ¥2,800 ⇒

⇒ ¥8,000
2019/10/1より価格改定： ¥6,400 ⇒ ¥8,800
2019/10/1より価格改定： ¥6,600 ⇒ ¥9,300

2019/10/1より価格改定： ¥6,700 ⇒ ¥8,000
2019/10/1より価格改定： ¥6,400 ⇒ ¥7,200
2019/10/1より価格改定： ¥5,700 ⇒ ¥6,800
2019/10/1より価格改定： ¥6,100 ⇒ ¥7,600
2019/10/1より価格改定： ¥6,200

■テラオカ総合カタログ№1100　改正表　43

変　更　箇　所
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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　43

変　更　箇　所
184 12-0955-35 ふるい 実用型　枠/真鍮・網/ｽﾃﾝﾚｽ φ100×H43　蓋のみ

184 12-0955-36 ふるい 実用型　枠/真鍮・網/ｽﾃﾝﾚｽ φ100×H43　受器のみ

184 12-0955-37 ふるい 実用型　枠/真鍮・網/ｽﾃﾝﾚｽ φ100×H43　中間受器

184 12-0955-39 ふるい 実用型　枠/真鍮・網/ｽﾃﾝﾚｽ φ100×H43⇒H100増値

184 12-0955-41 ふるい 実用型　枠/真鍮・網/ｽﾃﾝﾚｽ φ100×H43(160μm)

184 12-0955-42 ふるい 実用型　枠/真鍮・網/ｽﾃﾝﾚｽ φ100×H43(100μm)

184 12-0955-43 ふるい 実用型　枠/真鍮・網/ｽﾃﾝﾚｽ φ100×H43(16μm)

185 12-0983-03 ふるい(粗粒)　枠/真鍮・網/ｽﾃﾝﾚｽ φ150×H45(90.0mm)

185 12-0983-04 ふるい(粗粒)　枠/真鍮・網/ｽﾃﾝﾚｽ φ150×H45(75.0mm)

185 12-0983-05 ふるい(粗粒)　枠/真鍮・網/ｽﾃﾝﾚｽ φ150×H45(63.0mm)

185 12-0983-06 ふるい(粗粒)　枠/真鍮・網/ｽﾃﾝﾚｽ φ150×H45(53.0mm)

185 12-0983-07 ふるい(粗粒)　枠/真鍮・網/ｽﾃﾝﾚｽ φ150×H45(45.0mm)

185 12-0983-08 ふるい(粗粒)　枠/真鍮・網/ｽﾃﾝﾚｽ φ150×H45(37.5mm)

185 12-0983-09 ふるい(粗粒)　枠/真鍮・網/ｽﾃﾝﾚｽ φ150×H45(31.5mm)

185 12-0983-10 ふるい(粗粒)　枠/真鍮・網/ｽﾃﾝﾚｽ φ150×H45(26.5mm)

185 12-0983-11 ふるい(粗粒)　枠/真鍮・網/ｽﾃﾝﾚｽ φ150×H45(22.4mm)

185 12-0983-12 ふるい(粗粒)　枠/真鍮・網/ｽﾃﾝﾚｽ φ150×H45(19.0mm)

185 12-0983-13 ふるい(粗粒)　枠/真鍮・網/ｽﾃﾝﾚｽ φ150×H45(16.0mm)

185 12-0983-14 ふるい(粗粒)　枠/真鍮・網/ｽﾃﾝﾚｽ φ150×H45(13.2mm)

185 12-0983-15 ふるい(粗粒)　枠/真鍮・網/ｽﾃﾝﾚｽ φ150×H45(11.2mm)

185 12-0983-16 ふるい(粗粒)　枠/真鍮・網/ｽﾃﾝﾚｽ φ150×H45(9.5mm)

185 12-0983-17 ふるい(粗粒)　枠/真鍮・網/ｽﾃﾝﾚｽ φ150×H45(8.0mm)

185 12-0983-18 ふるい(粗粒)　枠/真鍮・網/ｽﾃﾝﾚｽ φ150×H45(6.7mm)

185 12-0983-23 ふるい(粗粒)　枠/真鍮・網/ｽﾃﾝﾚｽ φ150×H45⇒H60増値

185 12-0983-24 ふるい(粗粒)　枠/真鍮・網/ｽﾃﾝﾚｽ φ150×H45⇒H100増値

185 12-0986-01 ふるい(粗粒)　枠/真鍮・網/ｽﾃﾝﾚｽ φ200×H45(125mm)

185 12-0986-02 ふるい(粗粒)　枠/真鍮・網/ｽﾃﾝﾚｽ φ200×H45(106mm)

185 12-0986-03 ふるい(粗粒)　枠/真鍮・網/ｽﾃﾝﾚｽ φ200×H45(90mm)

185 12-0986-04 ふるい(粗粒)　枠/真鍮・網/ｽﾃﾝﾚｽ φ200×H45(75mm)

185 12-0986-05 ふるい(粗粒)　枠/真鍮・網/ｽﾃﾝﾚｽ φ200×H45(63mm)

185 12-0986-06 ふるい(粗粒)　枠/真鍮・網/ｽﾃﾝﾚｽ φ200×H45(53mm)

185 12-0986-07 ふるい(粗粒)　枠/真鍮・網/ｽﾃﾝﾚｽ φ200×H45(45mm)

185 12-0986-08 ふるい(粗粒)　枠/真鍮・網/ｽﾃﾝﾚｽ φ200×H45(37.5mm)

185 12-0986-09 ふるい(粗粒)　枠/真鍮・網/ｽﾃﾝﾚｽ φ200×H45(31.5mm)

185 12-0986-10 ふるい(粗粒)　枠/真鍮・網/ｽﾃﾝﾚｽ φ200×H45(26.5mm)

185 12-0986-11 ふるい(粗粒)　枠/真鍮・網/ｽﾃﾝﾚｽ φ200×H45(22.4mm)

185 12-0986-12 ふるい(粗粒)　枠/真鍮・網/ｽﾃﾝﾚｽ φ200×H45(19.0mm)

185 12-0986-13 ふるい(粗粒)　枠/真鍮・網/ｽﾃﾝﾚｽ φ200×H45(16.0mm)

185 12-0986-14 ふるい(粗粒)　枠/真鍮・網/ｽﾃﾝﾚｽ φ200×H45(13.2mm)

185 12-0986-15 ふるい(粗粒)　枠/真鍮・網/ｽﾃﾝﾚｽ φ200×H45(11.2mm)

185 12-0986-16 ふるい(粗粒)　枠/真鍮・網/ｽﾃﾝﾚｽ φ200×H45(9.5mm)

185 12-0986-17 ふるい(粗粒)　枠/真鍮・網/ｽﾃﾝﾚｽ φ200×H45(8.0mm)

185 12-0986-18 ふるい(粗粒)　枠/真鍮・網/ｽﾃﾝﾚｽ φ200×H45(6.7mm)

185 12-0986-19 ふるい(粗粒)　枠/真鍮・網/ｽﾃﾝﾚｽ φ200×H45　蓋受器

185 12-0986-20 ふるい(粗粒)　枠/真鍮・網/ｽﾃﾝﾚｽ φ200×H45　蓋のみ

185 12-0986-21 ふるい(粗粒)　枠/真鍮・網/ｽﾃﾝﾚｽ φ200×H45　受器のみ

185 12-0986-22 ふるい(粗粒)　枠/真鍮・網/ｽﾃﾝﾚｽ φ200×H45　中間受器

185 12-0986-23 ふるい(粗粒)　枠/真鍮・網/ｽﾃﾝﾚｽ φ200×H45⇒H60増値

185 12-0986-24 ふるい(粗粒)　枠/真鍮・網/ｽﾃﾝﾚｽ φ200×H45⇒H100増値

239 12-8210-35 オートポンプ / TP-10R

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）

255 12-5732-20 デシケーター　E-BOX

255 12-5732-25～29 デシケーター　i-BOX （ノンオートタイプ）

300 14-3455-10～16 デジタル温度計オプションセンサ

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

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

価格改定： ¥9,200 ⇒ ¥9,500

価格改定： ¥14,700 ⇒ ¥15,100

価格改定： ¥13,700 ⇒ ¥14,000

仕様変更： アナログ湿度計 ⇒ デジタル式湿度計
2019/7/1～価格改定： ￥24,500　⇒　￥28,200

仕様変更： アナログ湿度計 ⇒ デジタル式湿度計
2019/7/1～価格改定： ￥9,800　⇒　￥11,300

仕様変更： アナログ湿度計 ⇒ デジタル式湿度計
2019/7/1～価格改定： ￥25,000　⇒　￥28,800

仕様変更： アナログ湿度計 ⇒ デジタル式湿度計
2019/7/1～価格改定： ￥12,500　⇒　￥14,400

表示訂正：　　　　　　　 ⇒

2019/10/1より価格改定： ¥11,100 ⇒ ¥12,200
2019/10/1より価格改定： ¥11,400 ⇒ ¥12,600
2019/10/1より価格改定： ¥11,700 ⇒ ¥12,900

2019/10/1より価格改定： ¥8,500 ⇒ ¥10,000

2019/10/1より価格改定： ¥13,800

¥13,800 ⇒

2019/10/1より価格改定： ¥13,100

2019/10/1より価格改定： ¥10,700 ⇒ ¥11,800
2019/10/1より価格改定： ¥10,900 ⇒ ¥12,000
2019/10/1より価格改定： ¥10,900 ⇒ ¥12,000

2019/10/1より価格改定： ¥10,200 ⇒ ¥11,300
2019/10/1より価格改定： ¥10,200 ⇒ ¥11,300
2019/10/1より価格改定： ¥10,300 ⇒ ¥11,400

⇒ ¥14,000

2019/10/1より価格改定： ¥1,900 ⇒ ¥3,600

2019/10/1より価格改定： ¥5,800 ⇒ ¥7,900
2019/10/1より価格改定： ¥2,500 ⇒ ¥3,300
2019/10/1より価格改定： ¥10,100 ⇒ ¥11,900
2019/10/1より価格改定： ¥11,800 ⇒ ¥14,400
2019/10/1より価格改定： ¥90,000 ⇒ ¥93,000

2019/10/1より価格改定： ¥2,400 ⇒ ¥3,400
2019/10/1より価格改定： ¥4,800 ⇒ ¥6,800

¥12,600 ⇒ ¥13,500
2019/10/1より価格改定： ¥12,800 ⇒ ¥13,800
2019/10/1より価格改定： ¥13,100 ⇒ ¥14,000

2019/10/1より価格改定： ¥11,600 ⇒ ¥12,700
2019/10/1より価格改定： ¥11,600 ⇒ ¥12,700
2019/10/1より価格改定： ¥11,700 ⇒ ¥12,800

¥2,200

⇒ ¥14,800
2019/10/1より価格改定： ¥15,000 ⇒ ¥15,800

¥15,800

2019/10/1より価格改定： ¥13,500 ⇒ ¥14,500
2019/10/1より価格改定： ¥13,700 ⇒ ¥14,700
2019/10/1より価格改定：

2019/10/1より価格改定： ¥3,400 ⇒

¥14,800

2019/10/1より価格改定： ¥2,600 ⇒ ¥4,400

2019/10/1より価格改定： ¥12,000 ⇒ ¥13,000
2019/10/1より価格改定： ¥12,400 ⇒ ¥13,400
2019/10/1より価格改定： ¥12,400 ⇒ ¥13,400

¥4,000
2019/10/1より価格改定： ¥6,800 ⇒ ¥8,000
2019/10/1より価格改定： ¥9,400 ⇒ ¥12,000
2019/10/1より価格改定： ¥1,200 ⇒

2019/10/1より価格改定： ¥15,000 ⇒

2019/10/1より価格改定：

2019/10/1より価格改定： ¥11,600 ⇒ ¥12,700
2019/10/1より価格改定： ¥11,600 ⇒ ¥12,700

2019/10/1より価格改定： ¥12,600 ⇒ ¥13,700
2019/10/1より価格改定： ¥12,600 ⇒ ¥13,700
2019/10/1より価格改定： ¥1,000 ⇒ ¥1,900

2019/10/1より価格改定： ¥12,300 ⇒ ¥13,500
2019/10/1より価格改定： ¥12,500 ⇒ ¥13,600
2019/10/1より価格改定： ¥12,500 ⇒ ¥13,600

2019/10/1より価格改定： ¥11,700 ⇒ ¥12,900
2019/10/1より価格改定： ¥12,100 ⇒ ¥13,200

廃番

03505 04005
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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　43

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

309 14-3540-01 デジタル温湿度計　/　PC-5400TRH

463 20-3502-61 ﾀﾞｲｱﾓﾝﾄﾞﾁｯﾌﾟ　D200 Tipack（96×10ﾎﾞｯｸｽ）/ D200T

463 20-3502-62 ﾀﾞｲｱﾓﾝﾄﾞﾁｯﾌﾟ　D300 Tipack（96×10ﾎﾞｯｸｽ）/ D300T

463 20-3502-63 ﾀﾞｲｱﾓﾝﾄﾞﾁｯﾌﾟ　D1000 Tipack（96×10ﾎﾞｯｸｽ）/ D1000T

463 20-3502-64 ﾀﾞｲｱﾓﾝﾄﾞﾁｯﾌﾟ　D1200 Tipack（96×10ﾎﾞｯｸｽ）/ D1200T

463 20-3502-71 ﾀﾞｲｱﾓﾝﾄﾞﾁｯﾌﾟ　D200 Eco Pack（1000×10袋）/ D200V

463 20-3502-72 ﾀﾞｲｱﾓﾝﾄﾞﾁｯﾌﾟ　D300 Eco Pack（1000×10袋）/ D300V

463 20-3502-73 ﾀﾞｲｱﾓﾝﾄﾞﾁｯﾌﾟ　D1000 Eco Pack（1000×10袋）/ D1000V

463 20-3502-74 ﾀﾞｲｱﾓﾝﾄﾞﾁｯﾌﾟ　D1200 Eco Pack（1000×10袋）/ D1200V

463 20-3502-80 ﾀﾞｲｱﾓﾝﾄﾞﾁｯﾌﾟ　D10 Easy Pack（200×5袋）

463 20-3502-83 ﾀﾞｲｱﾓﾝﾄﾞﾁｯﾌﾟ　D1000 Easy Pack（200×5袋）

487 20-3380-51 二連球 / K-6

545 20-4984-70～71 シャコ万力

549 22-0202-60 V型ムッフ

549 22-0208-10 回転式ムッフ

549 22-0208-11 合金特大ムッフ

554 22-1006-10～11 ロマンバーナー

655 30-0105-03 3M防じんマスク　No.8000J  (50枚)

746 22-4339-10 水道用合成ホース　No.15

746 22-4339-20 水道用合成ホース　No.18

749 22-4352-01 ダクトホースN型　呼称φ16　ホース切売り（m）

749 22-4352-02 ダクトホースN型　呼称φ19　ホース切売り（m）

749 22-4352-03 ダクトホースN型　呼称φ25　ホース切売り（m）

749 22-4352-04 ダクトホースN型　呼称φ32　ホース切売り（m）

749 22-4352-05 ダクトホースN型　呼称φ38　ホース切売り（m）

749 22-4352-07 ダクトホースN型　呼称φ50　ホース切売り（m）

749 22-4352-08 ダクトホースN型　呼称φ65　ホース切売り（m）

749 22-4352-09 ダクトホースN型　呼称φ75　ホース切売り（m）

749 22-4352-10 ダクトホースN型　呼称φ90　ホース切売り（m）

749 22-4352-11 ダクトホースN型　呼称φ100　ホース切売り（m）

749 22-4352-12 ダクトホースN型　呼称φ125　ホース切売り（m）

749 22-4352-13 ダクトホースN型　呼称φ150　ホース切売り（m）

749 22-4352-14 ダクトホースN型　呼称φ200　ホース切売り（m）

749 22-4352-15 ダクトホースN型　呼称φ250　ホース切売り（m）

749 22-4352-16 ダクトホースN型　呼称φ300　ホース切売り（m）

749 22-4352-17 ダクトホースN型　呼称φ350　ホース切売り（m）

749 22-4352-18 ダクトホースN型　呼称φ400　ホース切売り（m）

749 22-4353-01 ダクトホースN型　呼称φ16　カフス

749 22-4353-02 ダクトホースN型　呼称φ19　カフス

749 22-4353-03 ダクトホースN型　呼称φ25　カフス

749 22-4353-04 ダクトホースN型　呼称φ32　カフス

749 22-4353-05 ダクトホースN型　呼称φ38　カフス

749 22-4353-06 ダクトホースN型　呼称φ45　カフス

749 22-4353-07 ダクトホースN型　呼称φ50　カフス

749 22-4353-08 ダクトホースN型　呼称φ65　カフス

749 22-4353-09 ダクトホースN型　呼称φ75　カフス

749 22-4353-10 ダクトホースN型　呼称φ90　カフス

749 22-4353-11 ダクトホースN型　呼称φ100　カフス

749 22-4353-12 ダクトホースN型　呼称φ125　カフス

749 22-4353-13 ダクトホースN型　呼称φ150　カフス

749 22-4353-14 ダクトホースN型　呼称φ200　カフス

749 22-4353-15 ダクトホースN型　呼称φ250　カフス

749 22-4353-16 ダクトホースN型　呼称φ300　カフス

749 22-4350-01 P型フレキホース　P-Ⅰ　茶　呼称φ38 （5ｍ）

749 22-4350-02 P型フレキホース　P-Ⅰ　茶　呼称φ50 （5ｍ）

749 22-4350-03 P型フレキホース　P-Ⅰ　茶　呼称φ65 （5ｍ）

749 22-4350-04 P型フレキホース　P-Ⅰ　茶　呼称φ75 （5ｍ）

749 22-4350-05 P型フレキホース　P-Ⅰ　茶　呼称φ100 （5ｍ）

749 22-4350-06 P型フレキホース　P-Ⅰ　茶　呼称φ125 （5ｍ）

749 22-4350-07 P型フレキホース　P-Ⅰ　茶　呼称φ150 （5ｍ）

価格改定： ¥15,700 ⇒ ¥16,000

価格改定： ¥6,200 ⇒ ¥7,000

価格改定： ¥17,000 ⇒ ¥17,500

価格改定： ¥20,000 ⇒ ¥21,000

価格改定： ¥2,300 ⇒ ¥2,400

価格改定： ¥3,000 ⇒ ¥3,100

廃番
後継品： 3Mマスク No.8205-DS2 (20枚)　￥3,790

価格改定： ¥5,000 ⇒ ¥5,100

価格改定： ¥5,000 ⇒ ¥5,100

価格改定： ¥5,300 ⇒ ¥5,400

価格改定： ¥5,300 ⇒ ¥5,900

⇒ ¥1,400

価格改定： ¥260 ⇒ ¥280

価格改定： ¥340 ⇒ ¥360

¥1,300

価格改定： ¥13,000 ⇒ ¥13,500

価格改定： ¥16,500 ⇒ ¥17,000

廃番

廃番

廃番

廃番

価格改定：

⇒ ¥10,650

価格改定： ¥8,750 ⇒ ¥9,650

価格改定： ¥6,150 ⇒ ¥6,800

価格改定： ¥22,500 ⇒ ¥24,750

価格改定： ¥15,600 ⇒ ¥17,200

価格改定： ¥5,300 ⇒ ¥5,850

価格改定： ¥10,400 ⇒ ¥11,450

価格改定： ¥9,650

価格改定： ¥6,000 ⇒ ¥6,700

価格改定： ¥3,600 ⇒ ¥5,000

価格改定： ¥1,800 ⇒ ¥2,000

価格改定： ¥900 ⇒ ¥1,000

⇒ ¥1,400¥1,250

価格改定： ¥650 ⇒ ¥730

価格改定： ¥600 ⇒ ¥680

価格改定： ¥500 ⇒ ¥580

価格改定： ¥320 ⇒ ¥370

価格改定： ¥320 ⇒ ¥370

価格改定： ¥240 ⇒ ¥290

価格改定： ¥200 ⇒ ¥250

価格改定： ¥180 ⇒ ¥200

価格改定： ¥130 ⇒ ¥160

価格改定： ¥3,700 ⇒ ¥4,100

取扱中止

価格改定： ¥8,800 ⇒ ¥9,800

価格改定： ¥6,900 ⇒ ¥7,800

価格改定： ¥4,500 ⇒ ¥5,000

価格改定： ¥1,900 ⇒ ¥2,050

価格改定：

⇒ ¥1,550

価格改定： ¥2,700 ⇒ ¥3,000

¥2,250 ⇒ ¥2,500

価格改定： ¥2,600 ⇒ ¥2,850

価格改定：

価格改定： ¥3,600 ⇒ ¥4,500

価格改定： ¥1,000 ⇒ ¥1,100

価格改定： ¥1,150 ⇒ ¥1,250

価格改定： ¥1,400

価格改定： ¥820 ⇒ ¥900

価格改定： ¥870 ⇒ ¥960

価格改定： ¥900 ⇒ ¥980

取扱中止

取扱中止

価格改定：

¥160 ⇒ ¥180

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　43

変　更　箇　所
749 22-4350-08 P型フレキホース　P-Ⅰ　茶　呼称φ200 （5ｍ）

749 22-4350-09 P型フレキホース　P-Ⅰ　茶　呼称φ250 （5ｍ）

749 22-4350-10 P型フレキホース　P-Ⅰ　茶　呼称φ300 （5ｍ）

749 22-4350-20 P型フレキホース　P-Ⅱ　クリーム　呼称φ38 （5ｍ）

749 22-4350-21 P型フレキホース　P-Ⅱ　クリーム　呼称φ50 （5ｍ）

749 22-4350-22 P型フレキホース　P-Ⅱ　クリーム　呼称φ65 （5ｍ）

749 22-4350-23 P型フレキホース　P-Ⅱ　クリーム　呼称φ75 （5ｍ）

749 22-4350-24 P型フレキホース　P-Ⅱ　クリーム　呼称φ100 （5ｍ）

749 22-4350-25 P型フレキホース　P-Ⅱ　クリーム　呼称φ125 （5ｍ）

749 22-4350-26 P型フレキホース　P-Ⅱ　クリーム　呼称φ150 （5ｍ）

749 22-4350-27 P型フレキホース　P-Ⅱ　クリーム　呼称φ200 （5ｍ）

749 22-4350-28 P型フレキホース　P-Ⅱ　クリーム　呼称φ250 （5ｍ）

749 22-4350-29 P型フレキホース　P-Ⅱ　クリーム　呼称φ300 （5ｍ）

749 22-4351-01 P型フレキホース　P-Ⅰ　茶　呼称φ38　カフス

749 22-4351-02 P型フレキホース　P-Ⅰ　茶　呼称φ50　カフス

749 22-4351-03 P型フレキホース　P-Ⅰ　茶　呼称φ65　カフス

749 22-4351-04 P型フレキホース　P-Ⅰ　茶　呼称φ75　カフス

749 22-4351-05 P型フレキホース　P-Ⅰ　茶　呼称φ100　カフス

749 22-4351-06 P型フレキホース　P-Ⅰ　茶　呼称φ125　カフス

749 22-4351-07 P型フレキホース　P-Ⅰ　茶　呼称φ150　カフス

749 22-4351-08 P型フレキホース　P-Ⅰ　茶　呼称φ200　カフス

749 22-4351-09 P型フレキホース　P-Ⅰ　茶　呼称φ250　カフス

749 22-4351-10 P型フレキホース　P-Ⅰ　茶　呼称φ300　カフス

751 22-4409-01 ワンタッチ結束バンド　70mm　（1000個）

751 22-4409-02 ワンタッチ結束バンド　90mm　（1000個）

751 22-4409-03 ワンタッチ結束バンド　100mm　（1000個）

751 22-4409-04 ワンタッチ結束バンド　125mm　（100個）

751 22-4409-05 ワンタッチ結束バンド　150mm　（100個）

751 22-4409-06 ワンタッチ結束バンド　175mm　（100個）

751 22-4409-07 ワンタッチ結束バンド　190mm　（100個）

751 22-4409-08 ワンタッチ結束バンド　250mm　（100個）

751 22-4409-09 ワンタッチ結束バンド　300mm　（100個）

751 22-4409-10 ワンタッチ結束バンド　350mm　（100個）

751 22-4409-11 ワンタッチ結束バンド　450mm　（50個）

751 22-4409-12 ワンタッチ結束バンド　550mm　（50個）

752 22-4472-10 ワイヤーバンド　スチール製　No.6 （10個入）

752 22-4472-11 ワイヤーバンド　スチール製　No.8 （10個入）

752 22-4472-12 ワイヤーバンド　スチール製　No.10 （10個入）

752 22-4472-13 ワイヤーバンド　スチール製　No.12 （10個入）

752 22-4472-14 ワイヤーバンド　スチール製　No.14 （10個入）

752 22-4472-15 ワイヤーバンド　スチール製　No.16 （10個入）

752 22-4472-16 ワイヤーバンド　スチール製　No.18 （10個入）

752 22-4472-17 ワイヤーバンド　スチール製　No.20 （10個入）

752 22-4472-18 ワイヤーバンド　スチール製　No.22 （10個入）

752 22-4472-19 ワイヤーバンド　スチール製　No.24 （10個入）

752 22-4472-20 ワイヤーバンド　スチール製　No.26 （10個入）

752 22-4472-21 ワイヤーバンド　スチール製　No.28 （10個入）

752 22-4472-22 ワイヤーバンド　スチール製　No.30 （10個入）

752 22-4472-23 ワイヤーバンド　スチール製　No.32 （10個入）

752 22-4472-24 ワイヤーバンド　スチール製　No.34 （10個入）

752 22-4472-25 ワイヤーバンド　スチール製　No.36 （10個入）

752 22-4472-26 ワイヤーバンド　スチール製　No.38 （10個入）

752 22-4472-27 ワイヤーバンド　スチール製　No.40 （10個入）

752 22-4472-28 ワイヤーバンド　スチール製　No.42 （10個入）

752 22-4472-29 ワイヤーバンド　スチール製　No.44 （10個入）

752 22-4472-30 ワイヤーバンド　スチール製　No.46 （10個入）

752 22-4472-31 ワイヤーバンド　スチール製　No.48 （10個入）

752 22-4472-32 ワイヤーバンド　スチール製　No.50 （10個入）

752 22-4472-33 ワイヤーバンド　スチール製　No.53 （10個入）

752 22-4472-34 ワイヤーバンド　スチール製　No.55 （10個入）

752 22-4472-35 ワイヤーバンド　スチール製　No.58 （10個入）

752 22-4472-36 ワイヤーバンド　スチール製　No.60 （10個入）

⇒ ¥780

価格改定： ¥520 ⇒ ¥780

⇒ ¥740

価格改定： ¥740 ⇒ ¥900

価格改定： ¥740 ⇒ ¥900

⇒ ¥1,220

価格改定： ¥520 ⇒ ¥780

価格改定： ¥520 ⇒ ¥780

価格改定： ¥520

価格改定： ¥840 ⇒ ¥1,200

価格改定： ¥840 ⇒ ¥1,200

⇒ ¥6,400

価格改定： ¥4,950 ⇒ ¥5,700

価格改定： ¥2,900 ⇒ ¥3,400

価格改定： ¥2,100 ⇒ ¥2,300

価格改定： ¥610 ⇒ ¥680

価格改定： ¥550 ⇒ ¥620

価格改定： ¥1,400 ⇒ ¥1,500

価格改定： ¥1,100 ⇒ ¥1,200

価格改定： ¥310 ⇒ ¥350

価格改定： ¥300 ⇒ ¥330

価格改定： ¥46,600 ⇒ ¥51,350

価格改定： ¥34,750 ⇒ ¥38,350

価格改定： ¥380 ⇒ ¥500

価格改定： ¥380 ⇒ ¥500

価格改定： ¥380 ⇒ ¥500

価格改定： ¥380 ⇒ ¥500

価格改定： ¥5,500

価格改定： ¥740 ⇒ ¥900

価格改定： ¥740 ⇒ ¥900

価格改定： ¥480 ⇒ ¥740

価格改定： ¥480 ⇒ ¥720

価格改定： ¥480 ⇒ ¥740

価格改定： ¥520 ⇒ ¥780

¥480

⇒ ¥720

⇒ ¥640

価格改定： ¥440 ⇒ ¥640

価格改定： ¥840 ⇒ ¥1,180

価格改定： ¥740 ⇒ ¥1,040

価格改定： ¥840

¥30,200 ⇒ ¥33,300

価格改定： ¥740 ⇒ ¥900

価格改定： ¥440 ⇒ ¥640

価格改定： ¥440

価格改定：

価格改定： ¥480

価格改定： ¥5,500 ⇒

¥680

価格改定： ¥1,000 ⇒ ¥1,150

¥3,600

¥570

価格改定：

価格改定： ¥10,400 ⇒ ¥11,450

¥8,750 ⇒ ¥9,650

価格改定： ¥9,650 ⇒ ¥10,650

価格改定：

価格改定： ¥46,600 ⇒ ¥51,350

価格改定： ¥34,750 ⇒ ¥38,350

価格改定： ¥30,200 ⇒ ¥33,300

価格改定： ¥15,600 ⇒ ¥17,200

価格改定： ¥22,500 ⇒ ¥24,750

価格改定： ¥5,300 ⇒ ¥5,850

価格改定： ¥6,150 ⇒ ¥6,800

¥3,000

価格改定： ¥5,100 ⇒ ¥5,800

⇒

価格改定： ¥570 ⇒ ¥680

価格改定：

価格改定： ¥1,000 ⇒ ¥1,200

価格改定： ¥2,000 ⇒ ¥2,300

価格改定： ¥2,600 ⇒

¥6,300

価格改定： ¥8,200 ⇒ ¥9,500

価格改定： ¥2,800 ⇒ ¥3,200

価格改定： ¥2,800 ⇒ ¥3,200

価格改定： ¥3,100 ⇒
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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　43

変　更　箇　所
774 22-5243-02 シリコーンゴムスポンジシート　厚さ2mm

774 22-5243-03 シリコーンゴムスポンジシート　厚さ3mm

774 22-5243-04 シリコーンゴムスポンジシート　厚さ4mm

774 22-5243-05 シリコーンゴムスポンジシート　厚さ5mm

774 22-5243-06 シリコーンゴムスポンジシート　厚さ6mm

774 22-5243-07 シリコーンゴムスポンジシート　厚さ8mm

774 22-5243-08 シリコーンゴムスポンジシート　厚さ10mm

774 22-5243-09 シリコーンゴムスポンジシート　厚さ20mm

797 24-0603-10 ボクセル　No.23

797 24-0603-11 ボクセル　No.32

797 24-0603-12 ボクセル　No.33

797 24-0603-14 ボクセル　No.98

797 24-0603-16 ボクセル　No.148

797 24-0603-17 ボクセル　No.149

797 24-0603-18 ボクセル　No.225

797 24-0603-20 ボクセル　No.438

797 24-0603-21 ボクセル　No.467

797 24-0603-22 ボクセル　No.651

797 24-0603-23 ボクセル　No.554

797 24-0603-24 ボクセル　No.1180

797 24-0603-25 ボクセル　No.12127

871 22-6003-13 高真空グリース　トーレHVG　50g

886 30-0701-62 ワイプオールX60テリーワイプ

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： ¥2,130 ⇒ ¥2,610

価格改定： ¥2,570 ⇒ ¥3,260

価格改定： ¥2,880 ⇒ ¥3,590

外観変更

価格改定： ¥20,000 ⇒ ¥24,000

価格改定： ¥16,000 ⇒ ¥19,200

価格改定： ¥12,000 ⇒ ¥14,400

価格改定： ¥10,000 ⇒ ¥12,000

価格改定： ¥8,000 ⇒ ¥9,600

価格改定： ¥6,000 ⇒ ¥7,200

価格改定： ¥5,000 ⇒

価格改定： ¥40,000 ⇒ ¥48,000

¥6,000

取扱中止

　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　６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。

価格改定： ¥3,290 ⇒ ¥3,910

価格改定： ¥1,830 ⇒ ¥2,280

価格改定： ¥1,930 ⇒ ¥2,500

価格改定： ¥1,990 ⇒ ¥2,500

価格改定： ¥2,620 ⇒ ¥3,260

価格改定： ¥4,080 ⇒ ¥4,890

価格改定： ¥450 ⇒ ¥600

価格改定： ¥2,620 ⇒ ¥3,260

価格改定： ¥2,880 ⇒ ¥3,590

価格改定： ¥3,480 ⇒ ¥4,130


