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頁 製品コード 品　　　名　・　型　　　番
80 10-1701-40 ステンレス製作業台 / AT-4

80 10-1701-41 ステンレス製作業台 / AT-5

80 10-1701-42 ステンレス製作業台 / AT-6

80 10-1701-43 ステンレス製作業台 / AT-7

80 10-1701-44 ステンレス製作業台 / AT-8

80 10-1701-45 ステンレス製作業台 / AT-9

80 10-1701-46 ステンレス製作業台 / AT-10

80 10-1701-47 ステンレス製作業台 / AT-11

80 10-1701-48 ステンレス製作業台 / AT-13

80 10-1701-49 ステンレス製作業台 / AT-14

86 10-1600-20 ステンレスワゴン / RW-8A

86 10-1600-21 ステンレスワゴン / RW-8B

86 10-1600-26～27 ステンレスワゴン　RW-3型

111 10-1400-01 エコ軽量開放棚5段（SUS304） / EA3-6125

111 10-1400-02 エコ軽量開放棚5段（SUS304） / EA3-6135

111 10-1400-03 エコ軽量開放棚5段（SUS304） / EA3-6225

111 10-1400-04 エコ軽量開放棚5段（SUS304） / EA3-6235

111 10-1400-05 エコ軽量開放棚5段（SUS304） / EA3-6325

111 10-1400-06 エコ軽量開放棚5段（SUS304） / EA3-6335

111 10-1400-07 エコ軽量開放棚5段（SUS304） / EA3-6425

111 10-1400-08 エコ軽量開放棚5段（SUS304） / EA3-6435

111 10-1400-10 エコ軽量開放棚5段（SUS430） / EA4-6125

111 10-1400-11 エコ軽量開放棚5段（SUS430） / EA4-6135

111 10-1400-12 エコ軽量開放棚5段（SUS430） / EA4-6225

111 10-1400-13 エコ軽量開放棚5段（SUS430） / EA4-6235

111 10-1400-14 エコ軽量開放棚5段（SUS430） / EA4-6325

111 10-1400-15 エコ軽量開放棚5段（SUS430） / EA4-6335

111 10-1400-16 エコ軽量開放棚5段（SUS430） / EA4-6425

111 10-1400-17 エコ軽量開放棚5段（SUS430） / EA4-6435

111 10-1400-20 エコ軽量棚板(SUS304)　600×300mm / EA3-12

111 10-1400-21 エコ軽量棚板(SUS304)　600×450mm / EA3-13

111 10-1400-22 エコ軽量棚板(SUS304)　875×300mm / EA3-22

111 10-1400-23 エコ軽量棚板(SUS304)　875×450mm / EA3-23

111 10-1400-24 エコ軽量棚板(SUS304)　1200×300mm / EA3-32

111 10-1400-25 エコ軽量棚板(SUS304)　1200×450mm / EA3-33

111 10-1400-26 エコ軽量棚板(SUS304)　1500×300mm / EA3-42

111 10-1400-27 エコ軽量棚板(SUS304)　1500×450mm / EA3-43

111 10-1400-30 エコ軽量棚板(SUS430)　600×300mm / EA4-12

111 10-1400-31 エコ軽量棚板(SUS430)　600×450mm / EA4-13

111 10-1400-32 エコ軽量棚板(SUS430)　875×300mm / EA4-22

111 10-1400-33 エコ軽量棚板(SUS430)　875×450mm / EA4-23

111 10-1400-34 エコ軽量棚板(SUS430)　1200×300mm / EA4-32

111 10-1400-35 エコ軽量棚板(SUS430)　1200×450mm / EA4-33

111 10-1400-36 エコ軽量棚板(SUS430)　1500×300mm / EA4-42

111 10-1400-37 エコ軽量棚板(SUS430)　1500×450mm / EA4-43

111 10-1401-01 軽量開放棚5段（SUS304） / SA3-6225

111 10-1401-02 軽量開放棚5段（SUS304） / SA3-6235

111 10-1401-03 軽量開放棚5段（SUS304） / SA3-6245

111 10-1401-04 軽量開放棚5段（SUS304） / SA3-6325

111 10-1401-05 軽量開放棚5段（SUS304） / SA3-6335

111 10-1401-06 軽量開放棚5段（SUS304） / SA3-6345

111 10-1401-07 軽量開放棚5段（SUS304） / SA3-6425

111 10-1401-08 軽量開放棚5段（SUS304） / SA3-6435

111 10-1401-09 軽量開放棚5段（SUS304） / SA3-6445

111 10-1401-10 軽量開放棚5段（SUS304） / SA3-6525

111 10-1401-11 軽量開放棚5段（SUS304） / SA3-6535

111 10-1401-12 軽量開放棚5段（SUS304） / SA3-6545

111 10-1401-20 軽量開放棚5段（SUS430） / SA4-6225

111 10-1401-21 軽量開放棚5段（SUS430） / SA4-6235

111 10-1401-22 軽量開放棚5段（SUS430） / SA4-6245

111 10-1401-23 軽量開放棚5段（SUS430） / SA4-6325

111 10-1401-24 軽量開放棚5段（SUS430） / SA4-6335

⇒ ¥113,500

2020/1/1より価格改定： ¥93,900 ⇒ ¥100,600
2020/1/1より価格改定： ¥66,800 ⇒ ¥71,800
2020/1/1より価格改定： ¥96,800 ⇒ ¥103,900

2020/1/1より価格改定： ¥125,500 ⇒ ¥134,300

2020/1/1より価格改定： ¥110,000 ⇒ ¥118,400
2020/1/1より価格改定： ¥94,500 ⇒ ¥101,400
2020/1/1より価格改定： ¥110,300 ⇒ ¥118,300

¥128,000 ¥137,400

2020/1/1より価格改定： ¥79,000 ⇒ ¥84,200

2020/1/1より価格改定： ¥10,500 ⇒ ¥11,200
2020/1/1より価格改定： ¥9,900 ⇒ ¥10,500
2020/1/1より価格改定： ¥12,500 ⇒ ¥13,300

2020/1/1より価格改定：

2020/1/1より価格改定：

¥106,200

¥60,000 ⇒ ¥64,900

¥54,000 ⇒ ¥58,200
2020/1/1より価格改定： ¥80,600 ⇒ ¥86,600

2020/1/1より価格改定： ⇒

■テラオカ総合カタログ№1100　改正表　44

変　更　箇　所

2020/1/1より価格改定： ¥77,800 ⇒ ¥83,600
2020/1/1より価格改定：

2020/1/1より価格改定： ¥143,300 ⇒ ¥155,400
2020/1/1より価格改定： ¥157,700 ⇒

2020/1/1より価格改定： ¥97,200 ⇒ ¥109,300
2020/1/1より価格改定： ¥122,300 ⇒ ¥134,900
2020/1/1より価格改定： ¥143,000 ⇒ ¥158,700

2020/1/1より価格改定： ¥73,000 ⇒ ¥82,300
2020/1/1より価格改定： ¥85,200 ⇒ ¥96,900
2020/1/1より価格改定： ¥102,400 ⇒ ¥115,500
2020/1/1より価格改定： ¥120,000 ⇒ ¥137,500
2020/1/1より価格改定： ¥80,500 ⇒ ¥90,200

2020/1/1より価格改定： ¥58,300 ⇒ ¥62,200
2020/1/1より価格改定： ¥66,700 ⇒ ¥71,200

2020/1/1より価格改定： ¥94,800 ⇒ ¥100,500
2020/1/1より価格改定： ¥45,300 ⇒ ¥48,200

¥182,700
2020/1/1より価格改定： ¥61,100 ⇒ ¥65,200

高さ変更：　775　⇒　800

2020/1/1より価格改定： ¥64,700 ⇒ ¥69,100
2020/1/1より価格改定： ¥83,000 ⇒ ¥88,400
2020/1/1より価格改定：

2020/1/1より価格改定： ¥66,000 ⇒ ¥72,000

2020/1/1より価格改定： ¥54,500 ⇒ ¥57,900

2020/1/1より価格改定： ¥54,000 ⇒ ¥58,200

2020/1/1より価格改定： ¥61,200 ⇒ ¥65,400

2020/1/1より価格改定： ¥48,400 ⇒ ¥52,100
2020/1/1より価格改定：

2020/1/1より価格改定： ¥167,000 ⇒ ¥177,500
2020/1/1より価格改定： ¥48,500 ⇒ ¥52,100
2020/1/1より価格改定： ¥55,400 ⇒ ¥59,700

2020/1/1より価格改定： ¥68,700 ⇒ ¥73,900

¥8,200 ⇒ ¥8,900
2020/1/1より価格改定： ¥11,900 ⇒ ¥12,700
2020/1/1より価格改定： ¥11,300 ⇒ ¥12,000

2020/1/1より価格改定： ¥66,300 ⇒ ¥70,400

2020/1/1より価格改定： ¥8,700 ⇒ ¥9,300

¥79,800 ⇒ ¥84,900

2020/1/1より価格改定： ¥51,000 ⇒ ¥55,100

2020/1/1より価格改定： ¥6,300 ⇒ ¥6,600
2020/1/1より価格改定： ¥7,500 ⇒ ¥8,100
2020/1/1より価格改定： ¥7,000 ⇒ ¥7,500

2020/1/1より価格改定： ¥69,000 ⇒ ¥73,800

¥55,500 ⇒ ¥59,700

2020/1/1より価格改定：

2020/1/1より価格改定： ¥7,500 ⇒ ¥8,100

2020/1/1より価格改定： ¥14,200 ⇒ ¥15,100
2020/1/1より価格改定： ¥5,800 ⇒ ¥6,100
2020/1/1より価格改定： ¥6,900 ⇒ ¥7,500
2020/1/1より価格改定： ¥6,400 ⇒ ¥6,900
2020/1/1より価格改定： ¥7,800 ⇒ ¥8,400
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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　44

変　更　箇　所
111 10-1401-25 軽量開放棚5段（SUS430） / SA4-6345

111 10-1401-26 軽量開放棚5段（SUS430） / SA4-6425

111 10-1401-27 軽量開放棚5段（SUS430） / SA4-6435

111 10-1401-28 軽量開放棚5段（SUS430） / SA4-6445

111 10-1401-29 軽量開放棚5段（SUS430） / SA4-6525

111 10-1401-30 軽量開放棚5段（SUS430） / SA4-6535

111 10-1401-31 軽量開放棚5段（SUS430） / SA4-6545

111 10-1401-40 軽量棚板(SUS304)　875×300mm / SA3-22

111 10-1401-41 軽量棚板(SUS304)　875×450mm / SA3-23

111 10-1401-42 軽量棚板(SUS304)　875×600mm / SA3-24

111 10-1401-43 軽量棚板(SUS304)　1200×300mm / SA3-32

111 10-1401-44 軽量棚板(SUS304)　1200×450mm / SA3-33

111 10-1401-45 軽量棚板(SUS304)　1200×600mm / SA3-34

111 10-1401-46 軽量棚板(SUS304)　1500×300mm / SA3-42

111 10-1401-47 軽量棚板(SUS304)　1500×450mm / SA3-43

111 10-1401-48 軽量棚板(SUS304)　1500×600mm / SA3-44

111 10-1401-49 軽量棚板(SUS304)　1800×300mm / SA3-52

111 10-1401-50 軽量棚板(SUS304)　1800×450mm / SA3-53

111 10-1401-51 軽量棚板(SUS304)　1800×600mm / SA3-54

111 10-1401-60 軽量棚板(SUS430)　875×300mm / SA4-22

111 10-1401-61 軽量棚板(SUS430)　875×450mm / SA4-23

111 10-1401-62 軽量棚板(SUS430)　875×600mm / SA4-24

111 10-1401-63 軽量棚板(SUS430)　1200×300mm / SA4-32

111 10-1401-64 軽量棚板(SUS430)　1200×450mm / SA4-33

111 10-1401-65 軽量棚板(SUS430)　1200×600mm / SA4-34

111 10-1401-66 軽量棚板(SUS430)　1500×300mm / SA4-42

111 10-1401-67 軽量棚板(SUS430)　1500×450mm / SA4-43

111 10-1401-68 軽量棚板(SUS430)　1500×600mm / SA4-44

111 10-1401-69 軽量棚板(SUS430)　1800×300mm / SA4-52

111 10-1401-70 軽量棚板(SUS430)　1800×450mm / SA4-53

111 10-1401-71 軽量棚板(SUS430)　1800×600mm / SA4-54

120 12-4314-10～13 シリコンベルトヒーター

120 12-4315-11～30 シリコンコードヒーター

120 12-4319-01～27 シリコンラバーヒーター角形

125 12-4301-20～22 A型水用投込みヒーター＆温度コントロールセット

125 12-4301-23～24 B型水用投込みヒーター＆温度コントロールセット

125 12-4301-25～27 A型油用投込みヒーター＆温度コントロールセット

125 12-4301-28～29 B型油用投込みヒーター＆温度コントロールセット

125 14-8002-10～12 デジタルファインサーモ

126 12-4303-10～12 投込みヒーター（水用） A型

126 12-4303-20 投込みヒーター（水用） B型 / SWB1106

126 12-4303-30～36 投込みヒーター（水用） B型

127 12-4302-10～12 投込みヒーター（水用） A型

127 12-4302-20 投込みヒーター（水用） B型 / BWA1106

127 12-4302-30～37 投込みヒーター（水用） B型

128 12-4302-40～42 投込みヒーター（油用） A型

128 12-4302-45～47 投込みヒーター（油用） B型

128 12-4303-40～42 投込みヒーター（油用） B型

129 12-4301-01～02 寸胴タンク用ヒーター

129 12-4301-05～07 バケツ用ヒーター　スタンダードタイプ

129 12-4301-08～14 ペール用ヒーター

133 12-6510-11～13 マートボール

178 12-1001-34(新規) ふるい振盪機（ロータップ型）　TKF-10防塵ボックス付

250 12-5751-60～61 デシケーター　TG型

257 12-5765-11 真空デシケーター / TV-1

257 12-5765-12 真空デシケーター / TV-2

257 12-5765-13 真空デシケーター / TV-3

257 12-5765-14 真空デシケーター / TV-4

258 12-5765-15 真空デシケーター / TV-5

258 12-5765-17 真空デシケーター / TV-45

309 14-3541-15～16 アスマン通風乾湿計

311 14-3402-01 標準黄管棒状温度計　0号 / 1150

2020/1/1より価格改定： ¥14,300 ⇒ ¥15,200
2020/1/1より価格改定： ¥16,900 ⇒ ¥18,100
2020/1/1より価格改定： ¥13,800 ⇒ ¥14,700

2020/1/1より価格改定： ¥144,800 ⇒ ¥153,800
2020/1/1より価格改定： ¥7,000 ⇒ ¥7,500
2020/1/1より価格改定： ¥8,700 ⇒ ¥9,300
2020/1/1より価格改定： ¥13,700 ⇒ ¥14,600

2020/1/1より価格改定： ¥92,000 ⇒ ¥99,000

2020/1/1より価格改定： ¥8,300 ⇒ ¥8,900

2020/1/1より価格改定： ¥78,900 ⇒ ¥84,800
2020/1/1より価格改定： ¥92,700 ⇒ ¥99,300
2020/1/1より価格改定： ¥108,000 ⇒ ¥115,800
2020/1/1より価格改定： ¥89,500 ⇒ ¥95,800
2020/1/1より価格改定： ¥106,000 ⇒ ¥113,800

価格都度御見積

価格都度御見積

価格都度御見積

価格都度御見積

価格都度御見積

価格改定： ¥36,000 ⇒ ¥42,300

廃番

廃番

表示訂正：　　　　　　　 ⇒

￥1,087,000　※仕様詳細はお問合せ下さい

価格都度御見積

価格都度御見積

価格都度御見積

価格都度御見積

価格都度御見積

価格都度御見積

価格都度御見積

価格都度御見積

価格都度御見積

価格都度御見積

価格都度御見積

価格都度御見積

価格都度御見積

価格都度御見積

価格都度御見積

価格都度御見積

¥17,000 ⇒ ¥18,100
2020/1/1より価格改定： ¥20,500 ⇒ ¥21,900
2020/1/1より価格改定： ¥16,100 ⇒ ¥17,200

2020/1/1より価格改定： ¥6,400 ⇒ ¥6,900

¥13,100

2020/1/1より価格改定： ¥25,700 ⇒ ¥27,200

2020/1/1より価格改定： ¥12,500 ⇒ ¥13,400
2020/1/1より価格改定： ¥15,300 ⇒ ¥16,300
2020/1/1より価格改定： ¥18,300 ⇒ ¥19,600

2020/1/1より価格改定： ¥12,800 ⇒ ¥13,700
2020/1/1より価格改定： ¥15,100 ⇒ ¥16,200

2020/1/1より価格改定： ¥7,500 ⇒ ¥8,100

2020/1/1より価格改定： ¥20,000 ⇒ ¥21,300
2020/1/1より価格改定： ¥28,400 ⇒ ¥29,900

2020/1/1より価格改定： ¥14,600 ⇒ ¥15,600
2020/1/1より価格改定： ¥17,900 ⇒ ¥19,200

¥7,800 ⇒ ¥8,400
2020/1/1より価格改定： ¥12,500 ⇒

2020/1/1より価格改定：

2020/1/1より価格改定：

2019/10/1より価格改定： ¥90,000 ⇒ ¥97,000
2019/10/1より価格改定： ¥178,000 ⇒ ¥187,000
2019/10/1より価格改定： ¥229,000 ⇒ ¥240,000

2019/10/1より価格改定： ¥131,000 ⇒ ¥138,000
2019/10/1より価格改定： ¥480,000 ⇒ ¥491,000

12505 02505
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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　44

変　更　箇　所
311 14-3402-02 標準黄管棒状温度計　1号 / 1151

311 14-3402-03 標準黄管棒状温度計　2号 / 1152

311 14-3402-04 標準黄管棒状温度計　3号 / 1153

311 14-3402-05 標準黄管棒状温度計　4号 / 1154

311 14-3402-06 標準黄管棒状温度計　5号 / 1155

311 14-3402-07 標準黄管棒状温度計　6号 / 1156

311 14-3402-08 標準黄管棒状温度計　7号 / 1157

311 14-3402-09 標準黄管棒状温度計　8号 / 1158

311 14-3402-40 JCSS 二重管温度計　0号 / JCSS1140NK

311 14-3402-41 JCSS 二重管温度計　1号 / JCSS1141NK

311 14-3402-42 JCSS 二重管温度計　2号 / JCSS1142NK

311 14-3402-43 JCSS 二重管温度計　3号 / JCSS1143NK

311 14-3402-44 JCSS 二重管温度計　4号 / JCSS1144NK

311 14-3402-45 JCSS 二重管温度計　5号 / JCSS1145NK

311 14-3402-50 JCSS 棒状温度計　0号 / JCSS1150NK

311 14-3402-51 JCSS 棒状温度計　1号 / JCSS1151NK

311 14-3402-52 JCSS 棒状温度計　2号 / JCSS1152NK

311 14-3402-53 JCSS 棒状温度計　3号 / JCSS1153NK

311 14-3402-54 JCSS 棒状温度計　4号 / JCSS1154NK

311 14-3402-55 JCSS 棒状温度計　5号 / JCSS1155NK

311 14-3402-60 JCSS 温度計　0号 / JCSS-0NK

311 14-3402-61 JCSS 温度計　1号 / JCSS-1NK

311 14-3402-62 JCSS 温度計　2号 / JCSS-2NK

311 14-3402-63 JCSS 温度計　3号 / JCSS-3NK

311 14-3402-64 JCSS 温度計　4号 / JCSS-4NK

311 14-3402-65 JCSS 温度計　5号 / JCSS-5NK

312 14-3402-30 留点温度計　No.3301

312 14-3402-31 留点温度計　No.3302

312 14-3402-32 留点温度計　No.3303

312 14-3402-33 留点温度計　No.3304

312 14-3402-34 留点温度計　No.3305

312 14-3402-35 留点温度計　No.3306

312 14-3402-36 留点温度計　No.3307

313 14-3403-01 アルコール棒状温度計（-80～50℃）

313 14-3403-08 アルコール棒状温度計（-30～105℃）

313 14-3404-01 黄管精密棒状水銀温度計（0～50℃）・1/2

313 14-3404-02 黄管精密棒状水銀温度計（-20～50℃）・1/2

313 14-3404-03 黄管精密棒状水銀温度計（0～50℃）・1/5

313 14-3404-04 黄管精密棒状水銀温度計（-20～50℃）・1/5

313 14-3404-05 黄管精密棒状水銀温度計（0～50℃）・1/10

313 14-3404-06 黄管精密棒状水銀温度計（-20～50℃）・1/10

313 14-3404-07 黄管精密棒状水銀温度計（0～100℃）・1/5

313 14-3404-08 黄管精密棒状水銀温度計（0～100℃）・1/10

313 14-3405-11 水銀棒状温度計（0～100℃）

313 14-3405-14 水銀棒状温度計（0～200℃）

313 14-3405-15 水銀棒状温度計（0～300℃）

313 14-3405-16 水銀棒状温度計（0～360℃）

313 14-3405-17 水銀棒状温度計（0～400℃）

313 14-3405-20 水銀棒状温度計（-20～50℃）

321 14-8001-10～15 ロバートショウサーモスタット　EAシリーズ

321 14-8001-20～21 ロバートショウサーモスタット　D33シリーズ

321 14-8001-30～35 ロバートショウサーモスタット　Bシリーズ

324 12-4333-01～33 汎用熱電対Kタイプ

355 14-3332-60～63 JCSS書類付電子天びんEKシリーズ

369 14-4161-01～20 小型標準比重計　検定証印付

369 14-4161-30～37 大型標準比重計　検定証印付

369 14-4161-41 軽液用比重計

369 14-4161-42 塩ボーメ

417 14-4603-20 ゴム硬度計（アナログ） / GS-719N

417 14-4603-21 ゴム硬度計（アナログ） / GS-719G

417 14-4603-22 ゴム硬度計（アナログ） / GS-719R

価格改定： ¥3,400 ⇒ ¥5,800

廃番

表示訂正：　　　　　　　 ⇒

価格改定： ¥3,000 ⇒ ¥4,700

価格改定： ¥2,400 ⇒ ¥3,100

価格改定： ¥2,300 ⇒ ¥2,700

価格改定： ¥2,600 ⇒ ¥3,800

価格改定：

価格改定： ¥7,900 ⇒ ¥14,400

価格改定： ¥12,700 ⇒ ¥19,500

価格改定： ¥1,900 ⇒ ¥3,000

¥3,300 ⇒ ¥3,600

価格改定： ¥5,450 ⇒ ¥8,400

価格改定： ¥6,300 ⇒ ¥9,400

価格改定： ¥7,500 ⇒ ¥14,000

価格改定： ¥9,000 ⇒ ¥14,400

価格改定： ¥3,200 ⇒ ¥3,900

価格改定： ¥700 ⇒ ¥720

価格改定： ¥3,150 ⇒ ¥5,700

価格改定： ¥3,750 ⇒ ¥6,200

価格改定： ¥5,300 ⇒ ¥6,300

価格改定： ¥6,600 ⇒ ¥13,100

価格改定： ¥9,000 ⇒ ¥18,000

価格改定： ¥10,500 ⇒ ¥21,000

価格改定： ¥170,000 ⇒ ¥262,200

価格改定： ¥3,600 ⇒ ¥4,300

価格改定： ¥3,200 ⇒ ¥4,000

価格改定： ¥4,300 ⇒ ¥5,000

価格改定： ¥98,000 ⇒ ¥176,000

価格改定： ¥112,000 ⇒ ¥188,300

価格改定： ¥134,000 ⇒ ¥206,800

価格改定： ¥150,000 ⇒ ¥224,000

¥33,800 ⇒ ¥37,300

¥44,500 ⇒ ¥50,900

価格改定： ¥37,800 ⇒ ¥43,200

価格改定：

価格改定： ¥198,000 ⇒ ¥295,400

価格改定： ¥184,500 ⇒ ¥215,100

価格改定： ¥68,000 ⇒ ¥77,800

¥63,800

¥77,800

価格改定： ¥56,000 ⇒ ¥64,000

¥68,000 ⇒

価格改定： ¥18,000 ⇒ ¥21,600

価格改定： ¥23,500 ⇒ ¥27,000

価格改定： ¥30,000 ⇒ ¥34,200

価格改定： ¥37,000 ⇒ ¥43,200

価格改定： ¥11,500 ⇒ ¥13,500

価格改定： ¥13,500 ⇒ ¥15,300

価格改定： ¥15,000 ⇒ ¥18,000

¥46,300

価格改定： ¥43,500 ⇒ ¥49,800

価格改定： ¥27,500 ⇒ ¥31,500

価格改定： ¥30,000 ⇒ ¥34,300

価格改定：

価格改定：

価格改定： ¥49,800 ⇒ ¥57,000

価格改定： ¥55,800 ⇒

価格改定： ¥40,500 ⇒

輸送費マーク追記（別途送料要）
表記変更： (最小目盛)　0.001　⇒　0.002

輸送費マーク追記（別途送料要）

価格改定： ¥42,000 ⇒ ¥46,200

価格改定： ¥53,000 ⇒ ¥58,300

価格改定： ¥48,000 ⇒ ¥52,800

価格都度御見積

価格都度御見積

価格都度御見積

価格都度御見積
02005 02505
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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　44

変　更　箇　所
417 14-4603-23 ゴム硬度計（アナログ） / GS-720N

417 14-4603-24 ゴム硬度計（アナログ） / GS-720G

417 14-4603-25 ゴム硬度計（アナログ） / GS-720R

417 14-4603-26 ゴム硬度計（アナログ） / GS-721N

417 14-4603-27 ゴム硬度計（アナログ） / GS-721G

417 14-4603-28 ゴム硬度計（アナログ） / GS-719P

417 14-4603-29 ゴム硬度計（デジタル） / GSD-719K

417 14-4603-30 ゴム硬度計（デジタル） / GSD-720K

417 14-4603-31 ゴム硬度計（デジタル） / GSD-721K

417 14-4603-32 ゴム硬度計（デジタル） / GSD-719K-R

417 14-4603-33 ゴム硬度計（デジタル） / GSD-720K-R

417 14-4603-42 手動タイプデュロメータスタンド用1kg分銅 / ZY-079

417 14-4603-43 手動タイプデュロメータスタンド用4kg分銅 / ZY-128

417 14-4603-50 デュロメータテスタ / GS-607

417 14-4603-51 デュロメータテスタ / GS-607A

417 14-4603-52 デュロメータテスタ / GS-607B

417 14-4603-53 デュロメータテスタ / GS-607C

418 14-3021-20 ダイヤルシックネスゲージ / SM-112

418 14-3021-21 ダイヤルシックネスゲージ / SM-528

418 14-3021-22 ダイヤルシックネスゲージ / SM-114

419 14-3002-50 内側ダイヤルキャリパゲージ / IM-880

419 14-3002-51 内側ダイヤルキャリパゲージ / IM-881

419 14-3002-52 内側ダイヤルキャリパゲージ / IM-882

419 14-3002-53 内側ダイヤルキャリパゲージ / IM-880B

419 14-3002-54 内側ダイヤルキャリパゲージ / IM-881B

419 14-3002-55 内側ダイヤルキャリパゲージ / IM-882B

419 14-3002-60 ダイヤルテンションゲージ　標準型 / DTN-5

419 14-3002-61 ダイヤルテンションゲージ　標準型 / DTN-10

419 14-3002-62 ダイヤルテンションゲージ　標準型 / DTN-30

419 14-3002-63 ダイヤルテンションゲージ　標準型 / DTN-50

419 14-3002-64 ダイヤルテンションゲージ　標準型 / DTN-100

419 14-3002-65 ダイヤルテンションゲージ　標準型 / DTN-150

419 14-3002-66 ダイヤルテンションゲージ　標準型 / DTN-300

419 14-3002-67 ダイヤルテンションゲージ　標準型 / DTN-500

419 14-3002-68 ダイヤルテンションゲージ　置針型 / DTN-10G

419 14-3002-69 ダイヤルテンションゲージ　置針型 / DTN-30G

419 14-3002-70 ダイヤルテンションゲージ　置針型 / DTN-50G

419 14-3002-71 ダイヤルテンションゲージ　置針型 / DTN-100G

419 14-3002-72 ダイヤルテンションゲージ　置針型 / DTN-150G

419 14-3002-73 ダイヤルテンションゲージ　置針型 / DTN-300G

419 14-3002-74 ダイヤルテンションゲージ　置針型 / DTN-500G

419 14-3002-80 プッシュプルテンションゲージ / PPN-705-3

419 14-3002-81 プッシュプルテンションゲージ / PPN-705-5

419 14-3002-82 プッシュプルテンションゲージ / PPN-705-10

419 14-3002-83 プッシュプルテンションゲージ / PPN-705-20

436 19-0101-01～02 テーブルトップ遠心機　2420/2410

436 19-0101-03 テーブルトップ冷却遠心機　2800

438 19-0101-10 プレート専用遠心機　PlateSpinⅡ

438 19-0101-11 インバータ・ヘマトクリット遠心機　No.3220

438 19-0101-13 HT/15ロータ

439 19-0101-16～20 マイクロミニ遠心機　1-14

439 19-0101-21 マイクロ遠心機　1-16

452 20-3462-10～19 ガラス注射筒（ルアー先）　一般用

452 20-3462-20～29 ガラス注射筒（ロック先）　一般用

452 20-3462-40～41 ガラス注射筒（ルアー先）　ツベルクリン用

452 20-3462-42～43 ガラス注射筒（ロック先）　ツベルクリン用

454 20-3464-24 ｵｰﾙﾌﾟﾗｽﾁｯｸ ﾃﾞｨｽﾎﾟｼﾘﾝｼﾞ　ﾙｱｰﾛｯｸ型　30mL / S4830-LL

454 20-3464-25 ｵｰﾙﾌﾟﾗｽﾁｯｸ ﾃﾞｨｽﾎﾟｼﾘﾝｼﾞ　ﾙｱｰﾛｯｸ型　50mL / S4850-LL

483 20-3190-40 箱型ピペット立て

493 16-0905-90 セルホルダー / TCB-10

取扱中止

取扱中止

取扱中止

ブランド名変更
型番変更：　S4830-LL　⇒　HJ4830-LL

価格改定： ¥7,920 ⇒ ¥8,700

価格改定： ¥7,920 ⇒ ¥8,700

価格改定： ¥7,920 ⇒ ¥8,700

価格改定： ¥7,920 ⇒ ¥8,700

価格改定： ¥7,920 ⇒ ¥8,700

価格改定： ¥8,750 ⇒ ¥9,600

価格改定： ¥25,000 ⇒ ¥27,500

価格改定： ¥23,650 ⇒ ¥26,000

価格改定： ¥23,650 ⇒ ¥26,000

価格改定： ¥23,650 ⇒ ¥26,000

価格改定： ¥10,250 ⇒ ¥11,300

価格改定： ¥10,250 ⇒ ¥11,300

価格改定： ¥13,840 ⇒ ¥15,200

価格改定： ¥10,250 ⇒ ¥11,300

価格改定： ¥10,840 ⇒ ¥11,900

価格改定： ¥11,670 ⇒ ¥12,800

価格改定： ¥10,250 ⇒ ¥11,300

価格改定： ¥10,250 ⇒ ¥11,300

⇒ ¥31,800

価格改定： ¥31,400 ⇒ ¥34,500

価格改定： ¥31,400 ⇒ ¥34,500

価格改定： ¥11,670 ⇒ ¥12,800

価格改定： ¥34,900 ⇒ ¥38,400

廃番　※後継品はお問い合わせ下さい。

廃番　※代替品はお問い合わせ下さい。

価格改定：

価格改定： ¥65,000 ⇒ ¥71,500

価格改定： ¥38,000 ⇒ ¥41,300

価格改定： ¥78,330 ⇒ ¥86,200

価格改定： ¥78,330 ⇒ ¥86,200

価格改定：

¥9,000 ⇒ ¥9,900

価格改定： ¥11,200 ⇒ ¥12,300

¥134,400

価格改定： ¥12,200 ⇒ ¥13,420

廃番　※代替品はお問い合わせ下さい。

価格改定： ¥28,900 ⇒ ¥31,800

¥8,000 ⇒ ¥8,800

価格改定： ¥78,330 ⇒ ¥86,200

価格改定：

価格改定：

価格改定： ¥42,000 ⇒ ¥46,200

¥43,000 ⇒ ¥47,300

価格改定： ¥113,800 ⇒ ¥125,200

価格改定：

¥122,200 ⇒

¥218,000 ⇒ ¥250,000

価格改定：

価格改定： ¥53,000 ⇒ ¥58,300

価格改定： ¥48,000 ⇒ ¥52,800

価格改定： ¥114,500 ⇒ ¥126,000

¥32,400 ⇒ ¥35,600

価格改定： ¥28,900

価格改定： ¥46,000 ⇒ ¥50,600

価格改定： ¥52,000 ⇒ ¥57,200

価格改定： ¥114,500 ⇒ ¥126,000

廃番

廃番

価格改定：

取扱中止

取扱中止

取扱中止

ブランド名変更
型番変更：　S4850-LL　⇒　HJ4850-LL

¥122,900

¥65,000

⇒ ¥135,200

価格改定：

⇒ ¥75,000
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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　44

変　更　箇　所
493 20-0390-11 シャーレラック　SCL-1型

493 20-0390-12 シャーレラック　SCL-2型

503 20-3021-30 アクリル大型メスシリンダー　No.1077

503 20-3021-31 アクリル大型メスシリンダー　No.1078

503 20-3021-32 アクリル大型メスシリンダー　No.1079

556 22-1030-10～22 シュアプラジェット

579 20-6410-02 ディスポセーフスパチュラ / SS-SPW025

583 20-6212-02 フッ素樹脂ETFEテフゼルピンセット / No.028001

583 20-6212-03 フッ素樹脂ETFEテフゼルピンセット / No.028002

583 20-6212-04～05 フッ素樹脂（PCTFE）ピンセット

629 10-0301-10 ドラフトチャンバー / TY-2(本体)

629 10-0301-11 ドラフトチャンバーTY-2専用カート

629 10-0301-30 ドラフトチャンバー / TY-4

629 10-0301-31 ドラフトチャンバーTY-4専用カート

636 10-7201-32 簡易無菌ケース / M-G

636 10-7201-33 簡易無菌ケース / M-S

745 22-4335-07 排気用真空ゴム管　内径6×外径23mm

745 22-4335-13 排気用真空ゴム管　内径9×外径27mm

745 22-4335-17 排気用真空ゴム管　内径15×外径41mm

745 22-4335-19 排気用真空ゴム管　内径18×外径50mm

745 22-4335-21 排気用真空ゴム管　内径25×外径60mm

752 22-4471-01 ステンレスバンド　MAH-4

752 22-4471-02 ステンレスバンド　MAH-6

752 22-4471-03 ステンレスバンド　HAS-8

752 22-4471-04 ステンレスバンド　HAS-10

752 22-4471-05 ステンレスバンド　HAS-12

752 22-4471-06 ステンレスバンド　HAS-16

752 22-4471-07 ステンレスバンド　HAS-20

752 22-4471-08 ステンレスバンド　HAS-24

752 22-4471-09 ステンレスバンド　HAS-28

752 22-4471-10 ステンレスバンド　HAS-32

752 22-4471-11 ステンレスバンド　HAS-36

752 22-4471-12 ステンレスバンド　HAS-40

752 22-4471-13 ステンレスバンド　HAS-44

752 22-4471-14 ステンレスバンド　HAS-48

752 22-4471-15 ステンレスバンド　HAS-56

752 22-4471-16 ステンレスバンド　HAS-60

752 22-4471-17 ステンレスバンド　HAS-64

752 22-4471-18 ステンレスバンド　HAS-72

752 22-4471-19 ステンレスバンド　HAS-84

752 22-4471-20 ステンレスバンド　HAS-88

752 22-4471-21 ステンレスバンド　HAS-96

752 22-4471-22 ステンレスバンド　HAS-104

752 22-4471-23 ステンレスバンド　HAS-128

752 22-4471-24 ステンレスバンド　HAS-152

752 22-4471-25 ステンレスバンド　HAS-188

771 22-5205-40 ポリエステルフィルム / 25

771 22-5205-41 ポリエステルフィルム / 38

771 22-5205-42 ポリエステルフィルム / 50

771 22-5205-43 ポリエステルフィルム / 75

771 22-5205-44 ポリエステルフィルム / 100

771 22-5205-45 ポリエステルフィルム / 125

771 22-5205-46 ポリエステルフィルム / 188

771 22-5205-47 ポリエステルフィルム / 250

771 22-5205-48 ポリエステルフィルム / 350

786 24-2001-20～23 アルミホイルカップ蓋

843 24-0130-10～13 ポリ細口瓶　JS

843 24-0130-10 ポリ細口瓶　100mL / JS-100

価格改定： ¥640 ⇒

価格改定： ¥560 ⇒ ¥617

価格改定： ¥580 ⇒ ¥637

価格改定： ¥600 ⇒ ¥661

価格改定： ¥1,240 ⇒ ¥1,382

価格改定： ¥1,000 ⇒ ¥1,100

価格改定： ¥620 ⇒ ¥682

¥702

価格改定： ¥480 ⇒ ¥540

¥500

価格改定： ¥460 ⇒

価格改定： ¥1,400 ⇒ ¥1,600

価格改定： ¥1,080 ⇒ ¥1,218

⇒ ¥400

価格改定：

価格改定： ¥500 ⇒ ¥551

価格改定： ¥520 ⇒ ¥572

価格改定： ¥540 ⇒ ¥595

⇒ ¥460

価格改定： ¥420 ⇒ ¥480

価格改定： ¥440 ⇒

¥520

⇒ ¥400

¥340 ⇒ ¥380

価格改定： ¥340 ⇒ ¥380

価格改定： ¥360

価格改定： ¥420 ⇒ ¥460

価格改定： ¥420

廃番

廃番

廃番

廃番

廃番

廃番

在庫限りで廃番

2019/10/1より価格改定： ￥132,000 ⇒ ￥142,000
仕様変更： (付属品) 蛍光灯10W　⇒　LED照明

¥16,200

価格改定： ¥16,500 ⇒ ¥17,400

価格改定： ¥30,000

廃番

取扱中止

ケース販売に変更
表記削除　⇒　●1個より販売しております。

価格改定： ¥15,750 ¥17,400

価格改定： ¥13,200 ⇒ ¥14,500

価格改定： ¥13,200

⇒ ¥31,500

価格改定： ¥16,800 ⇒ ¥18,500

価格改定： ¥24,150 ⇒ ¥26,600

価格改定： ¥16,800 ⇒ ¥18,500

¥14,500

価格改定： ¥16,800

価格改定： ¥15,400 ⇒

価格改定： ¥2,600 ⇒ ¥2,900

価格改定： ¥2,700 ⇒ ¥3,000

価格改定： ¥15,750 ⇒ ¥17,400

¥380 ⇒ ¥420

価格改定： ¥380 ⇒ ¥420

価格改定： ¥400 ⇒ ¥440

⇒ ¥26,600

¥360

⇒

価格改定：

廃番

価格都度御見積

材質変更： 鋼板製角パイプ ⇒ 塩ビ角パイプ
価格改定：　￥37,000　⇒　￥55,600
外寸変更　⇒　W820×D500×H800mm

廃番

廃番

⇒ ¥18,500

価格改定： ¥20,500 ⇒ ¥22,600

価格改定：

⇒

価格改定： ¥70

¥42,000 ⇒ ¥50,000
2019/10/1より価格改定： ¥22,000 ⇒ ¥32,000

2019/10/1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　44

変　更　箇　所
843 24-0130-11 ポリ細口瓶　250mL / JS-250

843 24-0130-12 ポリ細口瓶　500mL / JS-500

843 24-0130-13 ポリ細口瓶　1000mL / JS-1000

最新版の改正表は

次のところよりご確認下さい。

¥190 ⇒ ¥9,880

　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　８月  　２６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。

¥13,300

価格改定：

¥90 ⇒ ¥16,200価格改定：

価格改定： ¥140 ⇒


