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頁 製品コード 品　　　名　・　型　　　番
48 36-3006-10 ステンレス壁面収納庫　両開型　SS-18H
48 36-3006-11 ステンレス壁面収納庫　両開型　SS-09H
48 36-3006-12 ステンレス壁面収納庫　引戸型　SS-09S
48 36-3006-13 ステンレス壁面収納庫　オープン型　SS-09K
48 36-3006-14 ステンレス壁面収納庫　ガラス引戸型　SS-09G
48 36-3006-15 ステンレス壁面収納庫用ベース　SS-B1
48 36-3006-16 ステンレス壁面収納庫用棚板　SS-DSB
48 36-3006-17 ステンレス壁面収納庫用パンチング棚板　SS-DSW
53 10-1342-01 塩ビ製薬品庫　CY-200
53 10-1342-03 塩ビ製薬品庫　EY-50
53 10-1342-04 塩ビ製薬品庫　EY-100
54 10-1342-10 塩ビ製薬品庫　TY-600セット
54 10-1342-11 塩ビ製薬品庫　TY-600S （上段）
54 10-1342-12 塩ビ製薬品庫　TY-600B （下段）
54 10-1342-30 塩ビ製薬品庫　TY-700S

90 10-2003-40 アルミ合金製薄型踏台　UF-2

90 10-2003-41 アルミ合金製薄型踏台　UF-3

119 12-3303-10 サーモカットD　0.5L　/　D-500
119 12-3303-11 サーモカットD　1.0L　/　D-1000
119 12-3303-12 サーモカットD　1.0L　/　D-1000W
119 12-3303-13 サーモカットD　2.0L　/　D-2000
119 12-3303-14 サーモカットD　3.0L　/　D-3000
119 12-3303-15 サーモカットD　6.0L　/　D-6000
127 12-3120-56 スリム型薬用保冷庫　FMS-173GS
127 12-3120-57 スリム型薬用保冷庫　FMS-303GS
228 12-0302-30 電子制御攪拌機　EUROSTARデジタル

267 12-2410-10～14 ピペット滅菌缶

286 24-0501-01 テフロン®PFA細口洗浄瓶　100ml　/　No.19401
286 24-0501-04 テフロン®PFA細口洗浄瓶　1000ml　/　No.19404
286 24-0501-10 テフロン®PFA広口洗浄瓶　100ml　/　No.19601
286 24-0501-13 テフロン®PFA広口洗浄瓶　1000ml　/　No.19604
300 12-5750-20 デシケーター　TW-15
300 12-5751-20 デシケーター　TB-9W
301 12-5750-10 デシケーター　TG-10
301 12-5751-10 デシケーター　TB-9
301 12-5751-30 デシケーター　TB-8
303 12-5751-40 デシケーター　TB-7
303 12-5751-50 デシケーター　TB-6
306 12-5765-11 真空デシケーター　V-1
306 12-5765-12 真空デシケーター　V-2
306 12-5765-13 真空デシケーター　V-3
306 12-5765-14 真空デシケーター　V-4
307 12-5765-15 真空デシケーター　V-5
307 12-5765-16 真空デシケーター　V-6
307 12-5765-17 真空デシケーター　V-45
307 12-5765-20 円筒型デシケーター　MV-20
307 12-5765-21 円筒型デシケーター　MV-30
352 14-5100-10,11 無線接点伝送器　MD1000
483 20-3411-10 ギルソンピペットマン　P-2
483 20-3411-11 ギルソンピペットマン　P-10
483 20-3411-14 ギルソンピペットマン　P-200
502 20-4804-80,81 アルミニウムチューブラック
502 20-4804-85 アルミニウムチューブラック（ギザ穴）　/　No.8525-48
599 20-6203-03 マースピンセット　GGタイプ　/　E01304
653 30-1002-18 クリーンルームチェアー　CL-600
653 30-1002-19 クリーンルームチェアー　CL-650
653 30-1002-20 クリーンルームチェアー　CL-400
653 30-1002-21 クリーンルームチェアー　CL-450
653 30-1002-22 クリーンルームチェアー　CL-200
653 30-1002-23 クリーンルームチェアー　CL-250
782 22-5013-10 ボーダーラベル　赤-小
789 22-5291-05 防振ゴム板　厚さ12mm　500×500　

廃番　※後継機種はお問合わせ下さい。

廃番

廃番　※後継機種はお問い合わせ下さい。

廃番

表記変更： 　　　　　 ⇒

廃番

容量範囲訂正：　0.1～2.0μ L　⇒　0.2～2.0μ L
容量範囲訂正：　0.5～10μ L　⇒　1～10μ L
容量範囲訂正：　30～200μ L　⇒　50～200μ L

メーカー在庫限りで一時販売中止
メーカー在庫限りで一時販売中止

メーカー在庫限りで一時販売中止

⇒ ¥263,000
価格改定： ¥293,000 ⇒

価格改定：

価格改定： ¥130,000 ⇒ ¥143,000

¥74,000

価格改定： ¥64,000 ⇒
価格改定：

価格改定： ¥35,000 ⇒ ¥38,000
価格改定： ¥40,000 ⇒ ¥43,000

廃番

⇒ ¥11,200

⇒ ¥79,200

¥10,200

価格改定：

価格改定： ¥55,000 ⇒ ¥58,000

価格改定： ¥31,000 ⇒ ¥33,600

価格改定： ¥114,000 ⇒

価格改定： ¥400,000
¥62,000 ⇒ ¥71,500

価格改定：

⇒ ¥480,000

¥130,000
¥132,400

¥198,000 ⇒ ¥229,000
¥178,000¥155,000

¥314,000

型番変更：　UF-3　⇒　UF-3A
保管収納寸法変更　⇒　430×55×1110mm

価格改定：

価格改定： ¥68,000

価格改定： ⇒

■テラオカ総合カタログ№1000　改正表　35

変　更　箇　所

¥70,000
¥68,000

¥245,000

⇒ ¥74,000

在庫限りでモデルチェンジ　⇒　D-501　￥5,900

価格改定：

⇒

在庫限りでモデルチェンジ　⇒　D-2001　￥18,000

在庫限りでモデルチェンジ　⇒　D-1001　￥11,700
在庫限りでモデルチェンジ　⇒　D-1001W　￥13,000

在庫限りでモデルチェンジ　⇒　D-3001　￥36,000
在庫限りでモデルチェンジ　⇒　D-6001　￥47,000

¥78,000 ⇒ ¥90,000

価格改定： ¥55,000 ⇒ ¥57,300

価格改定： ¥230,000 ⇒

メーカー在庫限りで一時販売中止

型番変更：　UF-2　⇒　UF-2A
保管収納寸法変更　⇒　430×55×800mm

¥240,000

価格改定： ¥138,000 ⇒ ¥147,000

価格改定： ¥110,000 ⇒

価格改定： ¥165,000 ⇒ ¥169,000
¥120,000

価格改定： ¥73,000 ⇒ ¥82,000
価格改定： ¥54,000 ⇒ ¥63,600
価格改定： ¥55,000 ⇒ ¥60,000

¥115,000 ⇒

価格改定：

価格改定： ¥270,800 ⇒ ¥306,000
価格改定： ¥151,600 ⇒ ¥171,300

価格改定： ¥111,600 ⇒ ¥126,100

価格改定： ¥139,200 ⇒ ¥157,300

価格改定： ¥151,600 ⇒ ¥171,300
価格改定： ¥26,500 ⇒ ¥29,900
価格改定： ¥14,400 ⇒ ¥16,300
価格改定： ¥19,600 ⇒ ¥22,100

価格改定： ¥82,900 ⇒ ¥90,900

価格改定： ¥72,200

価格改定： ¥61,300 ⇒ ¥67,200
価格改定： ¥69,600 ⇒ ¥76,400
価格改定： ¥49,000 ⇒ ¥53,800
価格改定： ¥56,800 ⇒ ¥62,300
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2/2

頁 製品コード 品　　　名　・　型　　　番

■テラオカ総合カタログ№1000　改正表　35

変　更　箇　所
789 22-5291-09 防振ゴム板　厚さ20mm　500×500　
790 12-7202-10～61 コンパクトフィルターホルダー
798 22-3061-65～68 クイック脱着コネクター

799 22-3061-40～42 ミニコネクターI型　（100個入）

799 22-3061-45～47 ミニコネクターL型　（100個入）

799 22-3061-50～52 ミニコネクターT型　（100個入）

799 22-3061-55～57 ミニコネクターY型　（100個入）

839 22-4334-02 6ナイロンチューブ　φ 2×φ 4mm　（ｍ）
839 22-4334-03 6ナイロンチューブ　φ 3×φ 5mm　（ｍ）
839 22-4334-04 6ナイロンチューブ　φ 4×φ 6mm　（ｍ）
839 22-4334-06 6ナイロンチューブ　φ 6×φ 8mm　（ｍ）
839 22-4334-07 6ナイロンチューブ　φ 8×φ 10mm　（ｍ）
839 22-4334-09 6ナイロンチューブ　φ 10×φ 12mm　（ｍ）
840 22-4331-22 軟質ポリエチレン管　φ 16×φ 21mm
844 22-4360-26 合成ゴム熱収縮チューブNPEタイプ　No.14-1　（5ｍ）
844 22-4360-27 合成ゴム熱収縮チューブNPEタイプ　No.14-2　（5ｍ）
844 22-4360-28 合成ゴム熱収縮チューブNPEタイプ　No.15-1　（5ｍ）
844 22-4360-29 合成ゴム熱収縮チューブNPEタイプ　No.15-2　（5ｍ）
933 36-3007-05,06 バリアスウォールVG型　ガラス両開型
933 36-3007-07 バリアスウォールVG型　引出し型　VGR-207D
933 36-3007-12 バリアスウォールVG型　ケンドン引出し型　VGB-311R
950 22-6010-01 ネオバック（真空ポンプオイル）　MR-100　1L
950 22-6010-02 ネオバック（真空ポンプオイル）　MR-100　4L
950 22-6010-03 ネオバック（真空ポンプオイル）　MR-100　18L
950 22-6011-01 ネオバック（真空ポンプオイル）　MR-200　1L
950 22-6011-02 ネオバック（真空ポンプオイル）　MR-200　4L
950 22-6011-03 ネオバック（真空ポンプオイル）　MR-200　18L
951 22-6012-13 シリコーンオイル　KF50　100CS　1kg
951 22-6012-41 シリコーン消泡剤　KM73　1kg
952 22-6003-11 高真空グリース　ハイバックG　1kg
952 22-6003-34 シリコーングリース　KS64　1kg
952 22-6003-37 シリコーングリース　G746　200ｇ

952 22-6003-38,39 シリコーングリース　SH-111/ストップコックグリース

953 22-6004-10 ダイフロングリース　50ｇ
954 34-0111-23 ニューTFEコート
955 22-6002-03 シリコーン2液型RTV　KE-1052A　1kg
955 22-6002-04 シリコーン2液型RTV　KE-1052B　1kg
955 22-6002-07 シリコーン2液型RTV　KE-1223　1kg
955 22-6002-08 シリコーン2液型RTV　TSE-350RTV　1kg
958 34-0111-60 アラルダイトカートリッジ接着剤　No.2011
958 34-0111-61 アラルダイトカートリッジ接着剤　No.2012
958 34-0111-62 アラルダイトカートリッジ接着剤　No.2014-1
959 34-0202-60 ツールユニット90型　TU-90
959 34-0202-63 ツールユニット90型　TP-90

最新版の改正表は

次のところよりご確認下さい。

URL　　http://www.teraoka-jp.com/revision.html

廃番

廃番

廃番

価格改定： ¥3,000 ⇒ ¥3,700

価格改定： ¥2,600 ⇒ ¥3,100

価格改定： ¥2,600 ⇒ ¥3,100

価格改定： ¥19,300 ⇒ ¥21,800
価格改定： ¥12,500 ⇒ ¥12,800

価格改定： ¥3,600 ⇒ ¥4,800
価格改定： ¥19,300 ⇒ ¥21,800

価格改定： ¥25,000 ⇒ ¥29,000
価格改定： ¥17,800 ⇒ ¥21,600

¥28,500 ⇒ ¥32,300

価格改定： ¥2,100 ⇒ ¥2,500

価格改定：

価格改定： ¥26,500 ⇒ ¥30,200

¥4,700 ⇒ ¥5,200

価格改定：

価格改定： ¥18,500 ⇒ ¥21,100
価格改定： ¥22,500 ⇒ ¥25,000

価格改定： ¥240 ⇒ ¥260
価格改定： ¥300 ⇒ ¥320

価格改定： ¥135 ⇒ ¥140
価格改定： ¥200 ⇒ ¥220

価格改定： ¥85 ⇒ ¥90
価格改定： ¥115 ⇒ ¥125

価格改定： ¥16,500 ⇒ ¥16,900

価格改定： ¥4,450 ⇒ ¥5,400

別途送料\1,000-申し受けます。

価格改定： ¥6,500 ⇒ ¥7,700

価格改定：

入数変更：　100個（袋）　⇒　10個（袋）
価格訂正：　￥3,200　⇒　￥500

寸法・使用最高温度・使用圧力範囲の各項目の数値削除

入数変更：　100個（袋）　⇒　10個（袋）
価格訂正：　￥3,400　⇒　￥550

入数変更：　100個（袋）　⇒　10個（袋）
価格訂正：　￥3,600　⇒　￥570

入数変更：　100個（袋）　⇒　10個（袋）
価格訂正：　￥3,900　⇒　￥600

外径訂正：　21　⇒　21.5

別途送料\1,500-申し受けます。

2013年12月をもって廃番
代替品： P.952　22-6003-13　トーレHVG

　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

　　　　　　２０１３ 年　　１２ 月  　２５ 日発行

株式会社テラオカ
　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№1000』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。

　申し上げます。

¥2,300
¥6,000

価格改定： ¥17,600 ⇒ ¥18,700

価格改定： ¥5,600 ⇒

価格改定： ¥2,300 ⇒ ¥2,400
価格改定： ¥5,600 ⇒ ¥6,000
価格改定： ¥17,600 ⇒ ¥18,700

⇒ ¥2,400

廃番
廃番


