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頁 製品コード 品　　　名　・　型　　　番
170 12-0101-60 マグネットスターラー　C-mag　MS-4
170 12-0101-61 マグネットスターラー　C-mag　MS-7
170 12-0101-62 マグネットスターラー　C-mag　MS-10
192 12-0501-26 試験管ミキサー　ラボダンサー
193 12-0501-35 シェーカー　MS3ベーシック
193 12-0501-36 シェーカー　MS3デジタル
193 12-0501-37,38 ボルテックスミキサー　Vortex Genius 3
193 12-0501-40 ボルテックスミキサー　アクセサリー　VG3.1
193 12-0501-41 ボルテックスミキサー　アクセサリー　VG3.2
193 12-0501-42 ボルテックスミキサー　アクセサリー　VG3.3
193 12-0501-43 ボルテックスミキサー　アクセサリー　VG3.31
193 12-0501-44 ボルテックスミキサー　アクセサリー　VG3.32
193 12-0501-45 ボルテックスミキサー　アクセサリー　VG3.33
193 12-0501-46 ボルテックスミキサー　アクセサリー　VG3.34
193 12-0501-47 ボルテックスミキサー　アクセサリー　VG3.35
193 12-0501-48 ボルテックスミキサー　アクセサリー　VG3.36
193 12-0501-49 ボルテックスミキサー　アクセサリー　VG3.37
194 12-0402-56 デジタルマイクロプレートシェーカー　MTS2/4
194 12-0405-40 シェーカー　KS130ベーシック
194 12-0405-41 シェーカー　KS130コントロール
194 12-0405-42 汎用アタッチメント　AS130.1
194 12-0405-43 固定クリップサポート　AS130.2
194 12-0405-44 シャーレー用アタッチメント　AS130.3
194 12-0405-45 試験管アタッチメント　AS130.4
194 12-0405-46 25ml固定用クリップ　AS2.1
194 12-0405-47 50ml固定用クリップ　AS2.2
194 12-0405-48 100ml固定用クリップ　AS2.3
194 12-0405-49 200/250ml固定用クリップ　AS2.4
194 12-0405-50 500ml固定用クリップ　AS2.5
204 12-0623-01 ホモジナイザー　T-10ベーシック
204 12-0623-02 シャフトジェネレータ　S10N-5G
204 12-0623-03 シャフトジェネレータ　S10N-8G
204 12-0623-04 シャフトジェネレータ　S10N-10G
204 12-0623-05 シャフトジェネレータ　S10D-7G-KS-65
204 12-0623-06 シャフトジェネレータ　S10D-7G-KS-110
204 12-0623-07 ホモジナイザー用　R104スタンド
204 12-0623-08 ボスヘッドクランプ　H44
204 12-0623-09 クランプ　R200
204 12-0623-20 ウルトラタラックス　T18デジタル
204 12-0623-21 ウルトラタラックス　T25デジタル
204 12-0623-22 シャフトジェネレータ　S18N-10G
204 12-0623-23 シャフトジェネレータ　S18N-19G
204 12-0623-24 シャフトジェネレータ　S25N-8G
204 12-0623-25 シャフトジェネレータ　S25N-10G
204 12-0623-26 シャフトジェネレータ　S25NK-19G
204 12-0623-27 シャフトジェネレータ　S25N-25G
204 12-0623-28 シャフトジェネレータ　S25N-25F
204 12-0623-29 シャフトジェネレータ　S18D-10G-KS　（10本入）
204 12-0623-30 シャフトジェネレータ　S18D-14G-KS　（10本入）
204 12-0623-31 シャフトジェネレータ　S25D-10G-KS　（10本入）
204 12-0623-32 シャフトジェネレータ　S25D-14G-KS　（10本入）
204 12-0302-74 ボスヘッドクランプ　R182
204 12-0302-76 容器押さえ　RH3
204 12-0302-77 プレートスタンド　R1827
209 12-1280-01 万能粉砕機　M20
209 12-1280-02 ステンレス製カッター　M21
209 12-1280-03 タングステンカーバイドカッター　M22
209 12-1280-04 星型カッター　M23
228 12-0302-31 メカニカル制御撹拌機　RW20デジタル
228 12-0302-32 メカニカル制御撹拌機　RW28ベーシック
229 12-0302-20 電子制御撹拌機　RW11ベーシック
229 12-0302-22 パドル撹拌羽根　R1001
229 12-0302-23 スクリュー撹拌羽根　R1002
229 12-0302-25 電子制御撹拌機　RW16ベーシック
229 12-0302-70 撹拌4枚羽根φ 50mm　R1342

廃番

廃番

価格改定： ¥53,000 ⇒ ¥66,200
価格改定： ¥216,000 ⇒ ¥270,000

価格改定： ¥15,000 ⇒ ¥18,800

価格改定： ¥5,200 ⇒ ¥6,500

価格改定： ¥11,000 ⇒ ¥13,800
価格改定： ¥10,500 ⇒ ¥13,200

価格改定： ¥18,000 ⇒ ¥22,500
価格改定： ¥4,900 ⇒ ¥6,400

価格改定： ¥18,000 ⇒ ¥22,500
価格改定： ¥18,000 ⇒ ¥22,500

価格改定： ¥119,000 ⇒ ¥148,000
価格改定： ¥18,000 ⇒ ¥22,500

価格改定： ¥110,000 ⇒ ¥137,000
価格改定： ¥119,000 ⇒ ¥148,000

価格改定： ¥99,000 ⇒ ¥123,000
価格改定： ¥89,000 ⇒ ¥111,000

価格改定： ¥99,000 ⇒ ¥123,000

価格改定： ¥99,000 ⇒ ¥123,000

価格改定： ¥99,000 ⇒ ¥123,000
価格改定： ¥99,000 ⇒ ¥123,000

価格改定： ¥2,600 ⇒ ¥3,400
価格改定： ¥2,600 ⇒ ¥3,400

価格改定： ¥1,300 ⇒ ¥1,700
¥1,700

価格改定： ¥5,100 ⇒ ¥6,600
価格改定： ¥2,700 ⇒ ¥3,500

価格改定： ¥1,800 ⇒ ¥2,400
価格改定： ¥1,900 ⇒ ¥2,500

価格改定： ¥27,000 ⇒ ¥34,800
価格改定： ¥900 ⇒ ¥1,200

価格改定： ¥7,600 ⇒ ¥9,900
価格改定： ¥16,000 ⇒ ¥21,600

価格改定： ¥16,000 ⇒ ¥21,600
価格改定： ¥8,000 ⇒ ¥10,000

価格改定： ¥79,000 ⇒ ¥101,900
価格改定： ¥114,000 ⇒ ¥147,000

価格改定： ¥2,200 ⇒ ¥2,900
価格改定： ¥127,000 ⇒ ¥163,000

価格改定： ¥30,000 ⇒ ¥37,500

価格改定： ¥2,100 ⇒ ¥2,800

価格改定： ¥447,000 ⇒ ¥558,000
価格改定： ¥9,000 ⇒ ¥11,300

価格改定： ¥12,000 ⇒ ¥15,500
価格改定： ¥28,500 ⇒ ¥36,700

価格改定： ¥140,000 ⇒ ¥179,000
価格改定： ¥99,000 ⇒ ¥123,000

価格改定： ¥3,200 ⇒ ¥4,000
価格改定： ¥99,000 ⇒ ¥129,000

価格改定： ¥15,000 ⇒ ¥19,400
価格改定： ¥2,600 ⇒ ¥3,400

価格改定： ¥30,000 ⇒ ¥38,700
価格改定： ¥33,800 ⇒ ¥43,600

価格改定： ¥1,300 ⇒ ¥1,700

価格改定： ¥99,000 ⇒ ¥123,000

価格改定： ¥2,600 ⇒ ¥3,400
価格改定： ¥2,600 ⇒ ¥3,400

価格改定： ¥41,200 ⇒ ¥53,500

価格改定： ¥2,600 ⇒ ¥3,400

価格改定： ¥14,900 ⇒ ¥17,100
価格改定： ¥33,700 ⇒ ¥43,800

価格改定： ¥33,000 ⇒ ¥38,000
価格改定： ¥48,000 ⇒ ¥57,000

価格改定： ¥30,000 ⇒ ¥35,000

価格改定： ¥1,300

■テラオカ総合カタログ№1000　改正表　36

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№1000　改正表　36

変　更　箇　所
229 12-0302-71 撹拌4枚羽根φ 100mm　R1345
229 12-0302-72 撹拌3枚羽根φ 45mm　R1381
229 12-0302-73 溶解型撹拌羽根　R1300
229 12-0302-74 ボスヘッドクランプ　R182
229 12-0302-75 ボスヘッドクランプ　R271
229 12-0302-76 容器押さえ　RH3
229 12-0302-77 プレートスタンド　R1827
229 12-0302-78 H型スタンド　R2722
236 12-8601-50 アスピレーター　M型　M-20
236 12-8601-51 アスピレーター　SP型　SP-20
236 12-8601-52 アスピレーター　SP型　SP-30
236 12-8601-53 アスピレーター　SP型　SP-40
324 14-1591-25 テクノエンドスコープ　UK-35
324 14-1591-26 テクノエンドスコープ用コネクトコード　/　CC-230
324 14-1591-27 テクノエンドスコープ用バッテリーハンドル　/　BH-370
324 14-1591-28 テクノエンドスコープ用キャリングケース　/　C-522
324 14-1591-36 90度側視アダプタ　/　TE-415
423 14-3001-05 シルバーM型ノギス　自動ストップ付　THS-15
423 14-3001-06 シルバーM型ノギス　自動ストップ付　THS-20
423 14-3001-15 シルバー普及型ノギス　VC-10
423 14-3001-16 シルバー普及型ノギス　VC-15
423 14-3001-17 シルバー普及型ノギス　VC-20
423 14-3001-18 シルバー普及型ノギス　VC-30
423 14-3001-25 ダイヤルノギス　DVC-15Ⅱ
423 14-3001-26 ダイヤルノギス　DVC-20Ⅱ
423 14-3001-27 ダイヤルノギス　DVC-30Ⅱ

471 20-3464-10
オールプラスチックディスポシリンジ（ルアーチップ）
1ml　/　H4010-LT

471 20-3464-11
オールプラスチックディスポシリンジ（ルアーチップ）
2ml　/　H4020-LT

471 20-3464-12
オールプラスチックディスポシリンジ（ルアーチップ）
5ml　/　H4050-LT

471 20-3464-13
オールプラスチックディスポシリンジ（ルアーチップ）
10ml　/　H4100-LT

471 20-3464-14
オールプラスチックディスポシリンジ（ルアーチップ）
20ml　/　H4200-LT

471 20-3464-15
オールプラスチックディスポシリンジ（ルアーチップ）
30ml　/　H4830-LT

471 20-3464-16
オールプラスチックディスポシリンジ（ルアーチップ）
50ml　/　H4850-LT

471 20-3464-20
オールプラスチックディスポシリンジ（ルアーロック）
2ml　/　H4020-LL

471 20-3464-21
オールプラスチックディスポシリンジ（ルアーロック）
5ml　/　H4050-LL

471 20-3464-22
オールプラスチックディスポシリンジ（ルアーロック）
10ml　/　H4100-LL

471 20-3464-23
オールプラスチックディスポシリンジ（ルアーロック）
20ml　/　H4200-LL

519 20-4010-01 丸底フラスコ（ガラス製）50ml　/　4280FK50
519 20-4011-01 平底フラスコ（ガラス製）50ml　/　4060FK50
519 20-4011-02 平底フラスコ（ガラス製）100ml　/　4060FK100
521 20-4220-08 ビーカー（ガラス製） 500ml　/　1000BK500
540 20-5220-25 ステンレスロートB　/　RB-20

579 22-1003-30～32 電子着火式ブンゼンバーナー　フェーゴ

579 22-1003-31,32 電子着火式ブンゼンバーナー　フェーゴ

579 22-1003-30 電子着火式ブンゼンバーナー　フェーゴSCSベーシック
579 22-1003-31 電子着火式ブンゼンバーナー　フェーゴSCS
579 22-1003-32 電子着火式ブンゼンバーナー　フェーゴSCSプロ

692 16-3301-26 延長採取管　5ｍ　/　No.350A

692 16-3301-27 延長採取管　10ｍ　/　No.350A-10

価格改定： ¥9,400 ⇒ ¥10,400

価格改定： ¥4,200 ⇒ ¥5,000
価格改定： ¥7,600 ⇒ ¥9,200

価格改定： ¥18,000 ⇒ ¥19,800

価格改定： ¥2,900 ⇒ ¥3,500

価格改定： ¥12,000 ⇒ ¥13,400

価格改定： ¥7,300 ⇒ ¥9,000
価格改定： ¥1,800 ⇒ ¥2,300

価格改定： ¥19,600 ⇒ ¥22,000
価格改定： ¥5,200 ⇒ ¥6,300

¥12,800 ⇒ ¥14,000
価格改定： ¥24,000 ⇒ ¥26,600

価格改定：

一般医療機器クラスⅠに変更
型番変更：　H4830-LT　⇒　S4830-LT

一般医療機器クラスⅠに変更
型番変更：　H4850-LT　⇒　S4850-LT

ゴム栓変更：　No.2　⇒　No.3

価格改定： ¥11,000 ⇒ ¥13,800

一般医療機器クラスⅠに変更
型番変更：　H4200-LT　⇒　S4200-LT

価格改定： ¥22,300 ⇒

価格改定： ¥72,000 ⇒ ¥86,400

価格改定： ¥28,500 ⇒ ¥36,700

価格改定： ¥4,900 ⇒ ¥6,400

価格改定： ¥12,000 ⇒ ¥15,500

価格改定： ¥26,300 ⇒ ¥32,800
¥27,900

価格改定： ¥13,500 ⇒ ¥16,900

価格改定： ¥343,000 ⇒ ¥382,000

電源変更：　AC100～240V　50/60Hz　DC9V　1A
　⇒　AC100～240V　50/60Hz　（ACｱﾀﾞﾌﾟﾀｰ使用）

一般医療機器クラスⅠに変更
型番変更：　H4020-LT　⇒　S4020-LT

⇒ ¥58,000

型番変更：　No.350A　⇒　No.351A-5
価格改定：　￥4,500　⇒　￥7,500

型番変更：　No.350A-10　⇒　No.351A-10
価格改定：　￥5,500　⇒　￥8,500

一般医療機器クラスⅠに変更
型番変更：　H4010-LT　⇒　S4010-LT

価格改定： ¥10,000 ⇒

一般医療機器クラスⅠに変更
型番変更：　H4050-LT　⇒　S4050-LT

¥11,000

⇒ ¥98,000

⇒ ¥104,000

価格改定： ¥45,000 ⇒ ¥48,000
価格改定： ¥54,800

価格改定： ¥93,500

価格改定： ¥60,500 ⇒ ¥68,000
価格改定： ¥83,400

連続燃焼時間変更：　1秒～120分（調節可能）
　　　　　　　　　　　⇒　1分～120分（調節可能）

価格改定： ¥108,000 ⇒ ¥119,000

価格改定： ¥78,000 ⇒ ¥87,000

一般医療機器クラスⅠに変更
型番変更：　H4100-LT　⇒　S4100-LT

一般医療機器クラスⅠに変更
型番変更：　H4020-LL　⇒　S4020-LL

一般医療機器クラスⅠに変更
型番変更：　H4050-LL　⇒　S4050-LL

一般医療機器クラスⅠに変更
型番変更：　H4100-LL　⇒　S4100-LL

一般医療機器クラスⅠに変更
型番変更：　H4200-LL　⇒　S4200-LL

ゴム栓変更：　No.2　⇒　No.3
ゴム栓変更：　No.2　⇒　No.3

寸法変更：　(胴外径×高さ)　90×120 ⇒ 90×125
寸法訂正：　（上径）　200　⇒　210
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頁 製品コード 品　　　名　・　型　　　番

■テラオカ総合カタログ№1000　改正表　36

変　更　箇　所
692 16-3301-28 延長採取管ガードゴム　No.357
706 14-4401-01 ポケットライン差圧計　testo510

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/user_data/revision.php　申し上げます。

　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

　　　　　　２０１４ 年　　１ 月  　２８ 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。

型番変更：　No.357　⇒　No.358
⇒ ¥33,000価格改定： ¥31,000


