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頁 製品コード 品　　　名　・　型　　　番

147 12-6101-15 スターラー型恒温水槽　SW-500NT

172 12-0110-04 マグネチックスターラー　SW-G1000
180 12-0150-20 デジタルホットプレート　PC-400D
180 12-0150-21 デジタルホットプレート　PC-600D
180 12-0150-22 デジタルスターラー　PC-410D
180 12-0150-23 デジタルスターラー　PC-610D
180 12-0150-24 デジタルホットプレートスターラー　PC-420D
180 12-0150-25 デジタルホットプレートスターラー　PC-620D
198 12-1201-10 硝子乳鉢（棒付き）　φ 75mm　/　No.851231
198 12-1201-11 硝子乳鉢（棒付き）　φ 90mm　/　No.851232
198 12-1201-12 硝子乳鉢（棒付き）　φ 105mm　/　No.851233
198 12-1201-13 硝子乳鉢（棒付き）　φ 120mm　/　No.851234
198 12-1201-14 硝子乳鉢（棒付き）　φ 150mm　/　No.851235
199 12-0606-22 ガラスマイクロホモジナイザー　イボなし　5mL
199 12-0606-23 ガラスマイクロホモジナイザー　イボなし　10mL
199 12-0606-24 ガラスマイクロホモジナイザー　イボなし　20mL
199 12-0606-25 ガラスマイクロホモジナイザー　イボなし　30mL
199 12-0606-26 ガラスマイクロホモジナイザー　イボなし　50mL
199 12-0606-32 ガラスマイクロホモジナイザー　イボ付き　5mL
199 12-0606-33 ガラスマイクロホモジナイザー　イボ付き　10mL
199 12-0606-34 ガラスマイクロホモジナイザー　イボ付き　20mL
199 12-0606-35 ガラスマイクロホモジナイザー　イボ付き　30mL
199 12-0606-36 ガラスマイクロホモジナイザー　イボ付き　50mL
238 12-8000-01 オールテフロン真空ポンプ　N810.3FT.18
238 12-8000-02 オールテフロン真空ポンプ　N820.3FT.18
238 12-8000-03 オールテフロン真空ポンプ　N840.3FT.18
238 12-8000-04 オールテフロン真空ポンプ　N810FT.18
238 12-8000-05 オールテフロン真空ポンプ　N820FT.18
238 12-8000-06 オールテフロン真空ポンプ　N840FT.18
238 12-8000-07 オールテフロン真空ポンプ　N840.1.2FT.18
238 12-8000-08 オールテフロン真空ポンプ　N842.3FT.18
238 12-8000-10 オールテフロン真空ポンプ　N840.3FT.40.18
238 12-8000-15 ミニ真空ポンプ（シングルヘッド）　N86KN.18
238 12-8000-16 ミニ真空ポンプ（シングルヘッド）　N86KT.18

278 12-7004-38,39 極小パーツ用洗浄カゴ

334 14-1516-10 ワークルーペ　クリップタイプ　No.1646212
334 14-1516-11 ワークルーペ　フレームタイプ　No.1644512
334 14-1516-20～25 ワークルーペ用交換レンズ
335 14-1513-30 メディプラン　エルゴ　4.5倍　No.266850
335 14-1513-31 メディプラン　エルゴ　3.8倍　No.266860
335 14-1513-32 メディプラン　エルゴ　2.9倍　No.266875
335 14-1513-33 メディプラン　エルゴ　2.7倍　No.2668950
337 14-1519-30,31 スーパーライト付デスクリーダー
337 14-1550-12 ライトルーペ（スケール付き）　No.1550-74
411 14-4121-10 ハーバード型比重瓶

411 14-4121-20～24 ゲーリュサック型比重瓶

411 14-4121-20 ゲーリュサック型比重瓶　5mL
411 14-4121-21 ゲーリュサック型比重瓶　10mL
411 14-4121-22 ゲーリュサック型比重瓶　25mL
462 20-4142-10 遠沈管（丸底）標準　50mL　/　8540CTF-50
462 20-4142-11 遠沈管（丸底）標準　100mL　/　8540CTF-100
462 20-4142-12 遠沈管（丸底）肉厚　50mL　/　8550CTF-50
462 20-4142-13 遠沈管（丸底）肉厚　100mL　/　8550CTF-100
462 20-4142-20 遠沈管（丸底）ネジ付　30mL　/　8422CTF-30
462 20-4142-21 遠沈管（丸底）ネジ付　50mL　/　8422CTF-50
462 20-4142-30 遠沈管（丸底）共栓付　10mL　/　8424CTF-10
462 20-4142-31 遠沈管（丸底）共栓付　50mL　/　8424CTF-50
462 20-4142-40 遠沈管（丸底目盛付）ネジ付　10mL　/　8482CTF-10
462 20-4142-41 遠沈管（丸底目盛付）ネジ付　50mL　/　8482CTF-50
462 20-4142-50 遠沈管（丸底目盛付）共栓付　10mL　/　8484CTF-10
462 20-4142-51 遠沈管（丸底目盛付）共栓付　50mL　/　8484CTF-50
462 20-4142-60 遠沈管（円錐）　10mL　/　8060CTF-10

価格改定： ¥67,000 ⇒ ¥77,000

価格改定：

型番変更：　SW-500NT　⇒　SW-500NTD
使用温度範囲変更　⇒　室温+5℃～70℃

2014/5/1 より価格改定： ￥5,600 ⇒ ￥6,500
2014/5/1 より表記変更：　　　　　　 ⇒

価格改定： ¥43,000

¥2,700 ⇒ ¥2,900

¥58,000 ⇒ ¥59,200

⇒ ¥67,400

価格改定： ¥46,000 ⇒ ¥51,000

価格改定： ¥345,000 ⇒ ¥383,000
¥42,000 ⇒ ¥47,000

価格改定： ¥409,000 ⇒ ¥454,000

価格改定： ¥276,000 ⇒
価格改定： ¥137,000 ⇒ ¥152,000

価格改定：

¥310,000 ⇒ ¥344,000

¥214,000
¥307,000

価格改定： ¥163,000 ⇒ ¥177,000
価格改定： ¥197,000 ⇒

廃番

価格改定： ¥160,000 ⇒ ¥178,000

価格改定：

■テラオカ総合カタログ№1000　改正表　39

変　更　箇　所

価格改定：

価格改定： ¥220,000 ⇒ ¥244,000

⇒ ¥12,100価格改定： ¥11,000

取扱中止

¥16,500 ⇒ ¥18,200
価格改定： ¥4,300 ⇒ ¥4,700
価格改定： ¥9,000 ⇒ ¥9,900
価格改定： ¥8,400 ⇒ ¥9,200

¥10,800

⇒ ¥16,500

価格改定： ¥11,000 ⇒ ¥12,100

価格改定：

価格改定： ¥15,000

価格改定： ¥9,800 ⇒

¥1,250

価格改定： ¥39,000 ⇒ ¥39,800

¥73,500

価格改定： ¥66,000
⇒ ¥43,900

価格改定： ¥72,000 ⇒
価格改定：

¥1,100 ⇒

¥1,300 ⇒ ¥1,400

価格改定： ¥91,000 ⇒ ¥92,900
価格改定：

¥2,200 ⇒ ¥2,500

価格改定： ¥1,200 ⇒ ¥1,300
価格改定：

¥3,500 ⇒ ¥3,600

価格改定： ¥1,500 ⇒ ¥1,800
価格改定：

価格改定： ¥6,000 ⇒ ¥7,200

¥2,800 ⇒ ¥3,100
価格改定：

価格改定： ¥3,300 ⇒ ¥3,700

価格改定： ¥4,050 ⇒ ¥4,800

価格改定： ¥3,100 ⇒ ¥3,600

価格改定： ¥4,000 ⇒ ¥4,200
価格改定： ¥4,900 ⇒ ¥5,200
価格改定： ¥7,800 ⇒ ¥8,600

価格改定： ¥27,000 ⇒ ¥28,400
価格改定： ¥12,000 ⇒ ¥13,000

価格改定： ¥1,450 ⇒ ¥1,750

価格改定： ¥1,600 ⇒ ¥1,800
価格改定： ¥8,500 ⇒ ¥9,000

価格改定： ¥1,500 ⇒ ¥1,750

価格改定： ¥15,400 ⇒ ¥16,200
価格改定： ¥9,500 ⇒ ¥10,000
価格改定： ¥17,100 ⇒ ¥18,000
価格改定： ¥10,600 ⇒ ¥12,100
価格改定： ¥13,500 ⇒ ¥15,700
価格改定： ¥61,500 ⇒ ¥65,000
価格改定： ¥25,900 ⇒ ¥27,200
価格改定： ¥27,000 ⇒ ¥31,500
価格改定： ¥17,000 ⇒ ¥19,200

表記変更：　　　　　　 ⇒

価格改定： ¥67,500 ⇒ ¥71,000

02005 02505 

12005 12505 
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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　39

変　更　箇　所
462 20-4142-61 遠沈管（円錐）　13mL　/　8060CTF-15
462 20-4142-70 遠沈管（円錐）ネジ付　10mL　/　8062CTF-10
462 20-4142-71 遠沈管（円錐）ネジ付　30mL　/　8062CTF-30
462 20-4142-72 遠沈管（円錐）ネジ付　40mL　/　8062CTF-40
462 20-4142-80 遠沈管（円錐）共栓付　10mL　/　8064CTF-10
462 20-4142-81 遠沈管（円錐目盛付）　10mL　/　8080CTF-10
462 20-4142-82 遠沈管（円錐目盛付）ネジ付　10mL　/　8082CTF-10
462 20-4142-83 遠沈管（円錐目盛付）共栓付　10mL　/　8084CTF-10
462 20-4301-10 遠沈管用キャップ　9998CAP415-13
462 20-4301-11 遠沈管用キャップ　9998CAP415-15
462 20-4301-12 遠沈管用キャップ　9998CAP415-18
462 20-4301-13 遠沈管用キャップ　9998CAP410-24
462 20-4301-14 遠沈管用キャップ　9998CAP410-28
465 20-0790-30～32 イノキュレーティングループ/ニードル
466 20-0320-29 ペトリシャーレ　焼口　No.821690
483 20-3411-12 ピペットマン　P-20
483 20-3411-13 ピペットマン　P-100
483 20-3411-14 ピペットマン　P-200
483 20-3411-15 ピペットマン　P-1000
483 20-3411-20 ディストリマン
483 20-3502-50～52 ディストリチップ　（50本入）
483 20-3502-53～55 ディストリチップ　滅菌済　（50本入）
483 20-3502-60 ダイヤモンドチップD10T Tipack (96×10ボックス)
483 20-3502-61 ダイヤモンドチップD200T Tipack (96×10ボックス)
483 20-3502-62 ダイヤモンドチップD300T Tipack (96×10ボックス)
483 20-3502-63 ダイヤモンドチップD1000T Tipack (96×10ボックス)
483 20-3502-64 ダイヤモンドチップD1200T Tipack (96×10ボックス)
483 20-3502-65 ダイヤモンドチップD5000T Tipack (50×12ボックス)
483 20-3502-66 ダイヤモンドチップD10mL T Tipack (30×8ボックス)
483 20-3502-84 ダイヤモンドチップD1200 (200×5袋)
504 20-4804-62 ヒンジつきボックス　ナチュラル　No.42034　（5個入）
504 20-4804-63 ヒンジつきボックス　5色セット　No.42035
504 20-4804-64 ベストボックス用ラック　No.42046
504 20-4804-65 ベストボックス用ラック　No.42047
504 20-4804-66 ベストボックス用ラック　No.42048
508 20-3107-15 パスツールピペット　綿栓入　7×146mm / CS-PAS-54P

508 20-3107-16 パスツールピペット　綿栓入　7×229mm / CS-PAS-93P

509 20-3476-50,51 ニューハンドラップ
519 20-4010-01 丸底フラスコ　50mL　/　4280FK50
524 20-4301-10 キャップ　9998CAP415-13
524 20-4301-11 キャップ　9998CAP415-15
524 20-4301-12 キャップ　9998CAP415-18
524 20-4301-13 キャップ　9998CAP410-24
524 20-4301-14 キャップ　9998CAP410-28
525 20-4103-10 ディスポーザブル試験管　9830-1007
525 20-4103-11 ディスポーザブル試験管　9831-1207
525 20-4103-12 ディスポーザブル試験管　9832-1310
525 20-4103-13 ディスポーザブル試験管　9833-1508
525 20-4103-14 ディスポーザブル試験管　9834-1610
525 20-4103-15 ディスポーザブル試験管　9835-1612
525 20-4103-16 ディスポーザブル試験管　9836-1615
525 20-4103-17 ディスポーザブル試験管　9837-1815
525 20-4103-18 ディスポーザブル試験管　9838-2015
529 20-4940-10～35 セパラブルフラスコ筒形
529 20-4942-10～13 セパラブルカバー（三ッ口）
529 20-4942-20～23 セパラブルカバー（四ッ口）
529 20-4942-30～32 セパラブルカバー（五ッ口）
529 20-4984-90～93 セパラワンタッチクランプ
533 19-2100-10～23 ソックスレー脂肪抽出器
536 20-4602-50 分液ロート（球型）　50mL　/　6340FS 50R
536 20-4602-51 分液ロート（球型）　100mL　/　6340FS 100
536 20-4602-52 分液ロート（球型）　200mL　/　6340FS 200R
536 20-4602-53 分液ロート（球型）　300mL　/　6340FS 300R
536 20-4602-54 分液ロート（球型）　500mL　/　6340FS 500
536 20-4602-55 分液ロート（球型）　1000mL　/　6340FS 1000

価格改定：

価格改定： ¥18,000

¥5,800 ⇒

¥4,000

価格改定： ¥5,400 ⇒

価格改定： ¥3,500 ⇒
⇒

価格改定： ¥23,000 ⇒

価格改定： ¥5,400 ⇒

価格改定： ¥6,000 ⇒

¥6,000

価格改定： ¥31,200 ⇒ ¥32,000
価格改定： ¥37,000 ⇒ ¥39,000

価格改定： ¥31,200 ⇒ ¥32,000
価格改定： ¥31,200 ⇒ ¥32,000

価格改定： ¥31,200 ⇒ ¥32,000

廃番

廃番

¥11,500

価格改定： ¥5,000 ⇒ ¥5,300
価格改定：

⇒ ¥12,500価格改定： ¥11,500

¥19,000

⇒

¥5,000 ⇒

¥25,000

¥5,700
¥5,300

¥9,400

¥5,700

価格改定： ¥15,000 ⇒ ¥16,500

¥22,000

価格改定： ¥8,500 ⇒ ¥9,900

⇒ ¥24,200
価格改定： ¥23,000 ⇒

価格改定：

価格改定：

参考ケース入数変更：　12　⇒　20

価格改定：
¥11,500

¥25,300

¥12,400 ⇒ ¥13,900
価格改定： ¥17,200

価格改定：

廃番
廃番

廃番
廃番

¥6,400

価格改定：

価格改定： ¥5,325 ⇒ ¥6,000

価格改定： ¥6,875 ⇒ ¥7,750

¥2,750 ⇒ ¥5,500

価格改定： ¥8,125 ⇒ ¥9,000

価格改定： ¥6,250 ⇒ ¥7,000

価格改定： ¥10,950 ⇒ ¥12,250

価格改定： ¥7,810 ⇒ ¥8,220
価格改定： ¥8,360 ⇒ ¥8,780
価格改定： ¥8,910 ⇒ ¥9,360
価格改定： ¥10,450 ⇒ ¥10,980
価格改定： ¥11,550 ⇒ ¥12,140
価格改定： ¥16,720 ⇒ ¥17,560

価格改定： ¥13,000 ⇒ ¥14,000

価格改定： ¥4,400 ⇒ ¥8,800

価格改定： ¥24,500 ⇒ ¥29,000

⇒ ¥19,400
価格改定： ¥65,000 ⇒ ¥68,500
価格改定： ¥24,000 ⇒ ¥25,500
価格改定： ¥34,000 ⇒ ¥38,500
価格改定： ¥70,000 ⇒ ¥73,500

¥7,800
価格改定： ¥4,400 ⇒ ¥8,800

¥2,750 ⇒ ¥5,500

価格改定： ¥3,900 ⇒

価格改定： ¥3,750 ⇒ ¥7,500

価格改定： ¥3,900 ⇒ ¥7,800

価格改定：

¥1,200 ⇒ ¥1,300

価格改定： ¥5,500 ⇒ ¥11,000

⇒ ¥8,600

⇒ ¥7,500

価格改定：

価格改定： ¥4,700 ⇒ ¥5,250

⇒ ¥890

価格改定： ¥5,500 ⇒ ¥11,000

価格改定： ¥3,750

⇒ ¥3,500

価格改定： ¥5,000 ⇒ ¥5,500

価格改定： ¥840

⇒ ¥5,250

価格改定： ¥2,825 ⇒ ¥3,250
価格改定： ¥3,125
価格改定： ¥4,075 ⇒ ¥4,500
価格改定： ¥4,700
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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　39

変　更　箇　所
536 20-4602-56 分液ロート（球型）　2000mL　/　6340FS 2000R
536 20-4602-60 分液ロート（スキーブ型）　50mL　/　6400FS 50R
536 20-4602-61 分液ロート（スキーブ型）　100mL　/　6400FS 100R
536 20-4602-62 分液ロート（スキーブ型）　200mL　/　6400FS 200R
536 20-4602-63 分液ロート（スキーブ型）　300mL　/　6400FS 300R
536 20-4602-64 分液ロート（スキーブ型）　500mL　/　6400FS 500R
536 20-4602-65 分液ロート（スキーブ型）　1000mL　/　6400FS 1000R

585 34-0302-80～82 密封ポリエステル綿棒

585 34-0302-80 密封ポリエステル綿棒　FIT38040
585 34-0302-81 密封ポリエステル綿棒　FIT38140
585 34-0302-82 密封ポリエステル綿棒　FIT38540

585 34-0302-83～85 密封気泡綿棒

585 34-0302-83 密封気泡綿棒　FIT41050
585 34-0302-84 密封気泡綿棒　FIT44070
585 34-0302-85 密封気泡綿棒　FIT48040

585 34-0302-86 巻きつけ気泡綿棒　FIT21050

592 22-2008-20～25 マジックワンド
596 20-6202-01 ピンセット　No.1（ステンレス）　E01001-2
596 20-6202-02 ピンセット　No.3（ステンレス）　E01002-2
596 20-6202-04 ピンセット　AA（ステンレス）　E01005-2
596 20-6202-06 ピンセット　65A（ステンレス）　E01008-2
596 20-6202-08 ピンセット　RR（ステンレス）　E01010-2
597 20-6202-70 IDEAL-TEK　ピンセット　1NC
597 20-6202-71 IDEAL-TEK　ピンセット　3CNC
597 20-6202-72 IDEAL-TEK　ピンセット　4NC
597 20-6202-73 IDEAL-TEK　ピンセット　5NC
597 20-6202-74 IDEAL-TEK　ピンセット　5ANC
597 20-6202-75 IDEAL-TEK　ピンセット　5CNC
597 20-6202-76 IDEAL-TEK　ピンセット　7NC
597 20-6202-77 IDEAL-TEK　ピンセット　65ANC
597 20-6202-78 IDEAL-TEK　ピンセット　7ANC
597 20-6202-79 IDEAL-TEK　ピンセット　2NC
598 20-6204-01 デュモンピンセット　No.5a　/　E02207
598 20-6204-02 デュモンピンセット　No.5-45　/　E02208
598 20-6204-04 デュモンピンセット　No.N-1　/　E02216
598 20-6204-05 デュモンピンセット　No.N-7　/　E02219
598 20-6204-06 デュモンピンセット　No.1　/　E02201
598 20-6204-07 デュモンピンセット　No.AA　/　E02212

612 20-6213-01 プラスチックピンセット　No.100　/　E02601

612 20-6213-02 プラスチックピンセット　No.100-01　/　E02602

612 20-6213-03 プラスチックピンセット　No.01　/　E02603

612 20-6213-04 プラスチックピンセット　No.02　/　E02604

612 20-6213-05 プラスチックピンセット　No.03　/　E02605

612 20-6213-06 プラスチックピンセット　1A　/　E02606

612 20-6213-07 プラスチックピンセット　1A-1　/　E02607

614 20-6202-40～45 IDEAL-TEK　セラミックピンセット
614 20-6202-46～51 IDEAL-TEK　セラミックピンセット用交換チップ
615 20-6201-40～43 IDEAL-TEK 先端カーボンファイバーピンセット
615 20-6201-44,45 IDEAL-TEK 先端PEEKファイバーピンセット
615 20-6201-46 E02515R交換用チップ　E02515T
615 20-6201-47 E02512R交換用チップ　E02512T
615 20-6201-48 E02502R交換用チップ　E02502T
615 20-6201-49 E02504R交換用チップ　E02504T

2014/5/1 より価格改定： ￥3,500 ⇒ ￥4,700

2014/5/1 より価格改定： ￥600 ⇒ ￥700
2014/5/1 より表記変更：　　　　　　 ⇒

2014/5/1 より価格改定： ￥600 ⇒ ￥700
2014/5/1 より表記変更：　　　　　　 ⇒

2014/5/1 より価格改定： ￥900 ⇒ ￥700
2014/5/1 より表記変更：　　　　　　 ⇒

2014/5/1 より価格改定： ￥1,000 ⇒ ￥900
2014/5/1 より表記変更：　　　　　　 ⇒

2014/5/1 より価格改定： ￥6,970 ⇒ ￥7,800

2014/5/1 より価格改定： ￥5,190 ⇒ ￥6,800
2014/5/1 より価格改定： ￥5,440 ⇒ ￥7,100
2014/5/1 より価格改定： ￥5,440 ⇒ ￥7,100
2014/5/1 より価格改定： ￥5,080 ⇒ ￥6,700

2014/5/1 より価格改定： ￥600 ⇒ ￥700
2014/5/1 より表記変更：　　　　　　 ⇒

2014/5/1 より価格改定： ￥800 ⇒ ￥700
2014/5/1 より表記変更：　　　　　　 ⇒

2014/5/1 より価格改定： ￥3,590 ⇒ ￥5,000
2014/5/1 より価格改定： ￥3,710 ⇒ ￥5,000

2014/5/1 より価格改定： ￥5,440 ⇒ ￥7,100
2014/5/1 より価格改定： ￥4,670 ⇒ ￥6,200
2014/5/1 より価格改定： ￥4,200 ⇒ ￥5,800
2014/5/1 より価格改定： ￥4,480 ⇒ ￥6,400

2014/5/1 より価格改定： ￥5,100 ⇒ ￥4,500

2014/5/1 より価格改定： ￥3,000 ⇒ ￥2,400
2014/5/1 より価格改定： ￥3,400 ⇒ ￥2,800
2014/5/1 より価格改定： ￥4,500 ⇒ ￥3,500

2014/5/1 より価格改定： ￥1,200 ⇒ ￥1,000
2014/5/1 より表記変更：　　　　　　 ⇒

2014/5/1 より価格改定： ￥3,660 ⇒ ￥5,000
2014/5/1 より価格改定： ￥5,170 ⇒ ￥7,200

2014/5/1 より価格改定： ￥4,710 ⇒ ￥6,200
2014/5/1 より価格改定： ￥4,920 ⇒ ￥6,500

2014/5/1 より価格改定： ￥4,710 ⇒ ￥6,200

2014/5/1 より価格改定： ￥980 ⇒ ￥1,300

価格改定： ¥32,500 ⇒ ¥34,140

⇒ ¥9,600

⇒ ¥12,720

価格改定： ¥9,020 ⇒ ¥9,480
価格改定： ¥9,130

⇒ ¥23,100

価格改定： ¥10,890 ⇒ ¥11,440
価格改定： ¥12,100
価格改定： ¥14,850 ⇒ ¥15,600
価格改定： ¥22,000

2014/5/1 より価格改定： ￥3,400 ⇒ ￥2,900

2014/5/1 より価格改定： ￥980 ⇒ ￥1,300
2014/5/1 より価格改定： ￥980 ⇒ ￥1,300

2014/5/1 より表記変更：　　　　　　 ⇒

2014/5/1 より価格改定： ￥5,500 ⇒ ￥4,800
2014/5/1 より価格改定： ￥5,500 ⇒ ￥4,800
2014/5/1 より価格改定： ￥5,300 ⇒ ￥4,700

2014/5/1 より価格改定： ￥3,210 ⇒ ￥4,200
2014/5/1 より価格改定： ￥3,630 ⇒ ￥4,800

2014/5/1 より価格改定： ￥4,700 ⇒ ￥4,200

2014/5/1 より価格改定： ￥5,190 ⇒ ￥6,800

2014/5/1 より価格改定： ￥980 ⇒ ￥1,300

2014/5/1 より表記変更：　　　　　　 ⇒

2014/5/1 より価格改定： ￥5,000 ⇒ ￥4,500

2014/5/1 より価格改定： ￥6,900 ⇒ ￥6,100
2014/5/1 より表記変更：　　　　　　 ⇒

廃番
2014/5/1 より価格改定： ￥3,100 ⇒ ￥2,700

12005 12505 

12005 12505 

12005 12505 

12005 12505 

12005 12505 

12005 12505 

12005 12505 

12005 12505 

12005 12505 

12005 12505 
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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　39

変　更　箇　所
615 20-6201-50 E02521R交換用チップ　E02521T
615 20-6201-51 E02522R交換用チップ　E02522T
658 32-0103-24 静電作業マット　ZC-80
861 12-3484-01 ポリエチレン袋 0.1mm厚　75×130mm　（1000枚）
861 12-3484-02 ポリエチレン袋 0.1mm厚　90×170mm　（1000枚）
861 12-3484-03 ポリエチレン袋 0.1mm厚　100×200mm　（1000枚）
861 12-3484-04 ポリエチレン袋 0.1mm厚　125×200mm　（1000枚）
861 12-3484-05 ポリエチレン袋 0.1mm厚　150×250mm　（1000枚）
861 12-3484-06 ポリエチレン袋 0.1mm厚　150×300mm　（1000枚）
861 12-3484-07 ポリエチレン袋 0.1mm厚　165×280mm　（500枚）
861 12-3484-08 ポリエチレン袋 0.1mm厚　180×300mm　（500枚）
861 12-3484-09 ポリエチレン袋 0.1mm厚　205×300mm　（500枚）
861 12-3484-10 ポリエチレン袋 0.1mm厚　215×350mm　（500枚）
861 12-3484-11 ポリエチレン袋 0.1mm厚　230×350mm　（500枚）
861 12-3484-12 ポリエチレン袋 0.1mm厚　255×400mm　（500枚）
861 12-3484-13 ポリエチレン袋 0.1mm厚　280×410mm　（500枚）
861 12-3484-14 ポリエチレン袋 0.1mm厚　300×460mm　（500枚）
861 12-3484-15 ポリエチレン袋 0.1mm厚　320×450mm　（500枚）
861 12-3484-16 ポリエチレン袋 0.1mm厚　380×500mm　（200枚）
861 12-3484-17 ポリエチレン袋 0.1mm厚　470×670mm　（200枚）
861 12-3484-18 ポリエチレン袋 0.1mm厚　550×900mm　（100枚）
861 12-3484-19 ポリエチレン袋 0.1mm厚　760×950mm　（100枚）
861 12-3484-30 ポリエチレン袋 0.03mm厚　75×100mm　（4000枚）
861 12-3484-31 ポリエチレン袋 0.03mm厚　90×150mm　（2000枚）
861 12-3484-32 ポリエチレン袋 0.03mm厚　90×200mm　（1000枚）
861 12-3484-33 ポリエチレン袋 0.03mm厚　100×170mm　（2000枚）
861 12-3484-34 ポリエチレン袋 0.03mm厚　100×200mm　（1000枚）
861 12-3484-35 ポリエチレン袋 0.03mm厚　100×250mm　（1000枚）
861 12-3484-36 ポリエチレン袋 0.03mm厚　115×200mm　（1000枚）
861 12-3484-37 ポリエチレン袋 0.03mm厚　130×200mm　（1000枚）
861 12-3484-38 ポリエチレン袋 0.03mm厚　130×250mm　（1000枚）
861 12-3484-39 ポリエチレン袋 0.03mm厚　140×200mm　（1000枚）
861 12-3484-40 ポリエチレン袋 0.03mm厚　150×300mm　（1000枚）
861 12-3484-41 ポリエチレン袋 0.03mm厚　165×280mm　（1000枚）
861 12-3484-42 ポリエチレン袋 0.03mm厚　180×260mm　（1000枚）
861 12-3484-43 ポリエチレン袋 0.03mm厚　190×310mm　（1000枚）
861 12-3484-44 ポリエチレン袋 0.03mm厚　200×325mm　（1000枚）
861 12-3484-45 ポリエチレン袋 0.03mm厚　230×350mm　（1000枚）
861 12-3484-46 ポリエチレン袋 0.03mm厚　260×370mm　（1000枚）
861 12-3484-47 ポリエチレン袋 0.03mm厚　260×400mm　（1000枚）
861 12-3484-48 ポリエチレン袋 0.03mm厚　280×390mm　（1000枚）
861 12-3484-49 ポリエチレン袋 0.03mm厚　300×450mm　（500枚）
861 12-3484-50 ポリエチレン袋 0.03mm厚　330×380mm　（500枚）
861 12-3484-51 ポリエチレン袋 0.03mm厚　355×450mm　（500枚）
861 12-3484-52 ポリエチレン袋 0.03mm厚　450×670mm　（500枚）
861 12-3484-53 ポリエチレン袋 0.03mm厚　650×700mm　（500枚）
861 12-3484-54 ポリエチレン袋 0.03mm厚　760×900mm　（500枚）
861 12-3484-60 ポリエチレン袋 0.05mm厚　90×170mm　（2000枚）
861 12-3484-61 ポリエチレン袋 0.05mm厚　100×150mm　（2000枚）
861 12-3484-62 ポリエチレン袋 0.05mm厚　100×200mm　（1000枚）
861 12-3484-63 ポリエチレン袋 0.05mm厚　115×200mm　（1000枚）
861 12-3484-64 ポリエチレン袋 0.05mm厚　115×250mm　（1000枚）
861 12-3484-65 ポリエチレン袋 0.05mm厚　125×200mm　（1000枚）
861 12-3484-66 ポリエチレン袋 0.05mm厚　125×250mm　（1000枚）
861 12-3484-67 ポリエチレン袋 0.05mm厚　140×250mm　（1000枚）
861 12-3484-68 ポリエチレン袋 0.05mm厚　150×200mm　（1000枚）
861 12-3484-69 ポリエチレン袋 0.05mm厚　150×250mm　（1000枚）
861 12-3484-70 ポリエチレン袋 0.05mm厚　150×310mm　（1000枚）
861 12-3484-71 ポリエチレン袋 0.05mm厚　165×280mm　（1000枚）
861 12-3484-72 ポリエチレン袋 0.05mm厚　180×320mm　（1000枚）
861 12-3484-73 ポリエチレン袋 0.05mm厚　205×310mm　（1000枚）
861 12-3484-74 ポリエチレン袋 0.05mm厚　215×330mm　（500枚）
861 12-3484-75 ポリエチレン袋 0.05mm厚　230×350mm　（500枚）
861 12-3484-76 ポリエチレン袋 0.05mm厚　255×350mm　（500枚）
861 12-3484-77 ポリエチレン袋 0.05mm厚　280×370mm　（500枚）

価格改定： ¥2,600 ⇒ ¥2,800

価格改定： ¥24,100 ⇒ ¥25,000

価格改定： ¥4,100 ⇒ ¥4,300

価格改定： ¥5,600 ⇒ ¥5,800

価格改定： ¥15,700 ⇒ ¥16,300

価格改定： ¥4,200 ⇒ ¥4,300
価格改定： ¥4,600 ⇒ ¥4,800

価格改定： ¥3,300 ⇒ ¥3,500
価格改定： ¥3,400 ⇒ ¥3,600

価格改定： ¥2,200 ⇒ ¥2,300
価格改定： ¥3,200 ⇒ ¥3,400

価格改定： ¥5,200 ⇒ ¥5,400

価格改定： ¥2,400 ⇒ ¥2,500

価格改定： ¥4,300 ⇒ ¥4,500
価格改定： ¥5,200 ⇒ ¥5,400

価格改定： ¥4,000 ⇒ ¥4,200
価格改定： ¥3,500 ⇒ ¥3,700

価格改定： ¥3,000 ⇒ ¥3,100
価格改定： ¥3,600 ⇒ ¥3,700

価格改定： ¥2,700 ⇒ ¥2,800
価格改定： ¥3,300 ⇒ ¥3,400

価格改定： ¥5,400 ⇒ ¥5,600

価格改定： ¥4,100 ⇒ ¥4,300

価格改定： ¥2,000 ⇒ ¥2,200

価格改定： ¥4,300 ⇒ ¥4,500

価格改定： ¥3,000 ⇒ ¥3,100
価格改定： ¥1,700 ⇒ ¥1,800

価格改定： ¥2,500 ⇒ ¥2,700
価格改定： ¥1,600 ⇒ ¥1,700

価格改定： ¥2,000 ⇒ ¥2,100

価格改定： ¥3,400 ⇒ ¥3,600

価格改定： ¥10,500 ⇒ ¥10,900

価格改定： ¥1,800 ⇒ ¥1,900

価格改定： ¥10,900 ⇒ ¥11,300
価格改定： ¥15,400 ⇒ ¥15,900

価格改定： ¥8,300 ⇒ ¥8,600
価格改定： ¥13,600 ⇒ ¥14,000

価格改定： ¥14,900 ⇒ ¥15,400
価格改定： ¥15,600 ⇒ ¥16,100

価格改定： ¥4,400 ⇒ ¥4,600
価格改定： ¥4,900 ⇒ ¥5,100

価格改定： ¥7,100 ⇒ ¥7,300
価格改定： ¥3,900 ⇒ ¥4,100

価格改定： ¥4,600 ⇒ ¥4,700

価格改定： ¥6,400 ⇒ ¥6,600

価格改定： ¥7,100 ⇒ ¥7,400
価格改定： ¥7,500 ⇒ ¥7,800

価格改定： ¥8,800 ⇒ ¥9,200

価格改定： ¥6,600 ⇒ ¥6,900

価格改定： ¥5,900 ⇒ ¥6,100
価格改定： ¥6,700 ⇒ ¥7,000

価格改定： ¥10,000 ⇒ ¥10,300
価格改定： ¥5,100 ⇒ ¥5,300

価格改定： ¥5,700 ⇒ ¥6,000
価格改定： ¥8,400 ⇒ ¥8,700

価格改定： ¥4,000 ⇒ ¥4,200
価格改定： ¥5,100 ⇒ ¥5,300

価格改定： ¥2,700 ⇒ ¥2,900

価格改定：

価格改定： ¥8,200 ⇒

価格改定： ¥11,200 ⇒ ¥11,600

¥8,400

¥12,500 ⇒ ¥13,000

価格改定： ¥5,700 ⇒ ¥5,900

取扱中止

2014/5/1 より価格改定： ￥1,400 ⇒ ￥1,850
2014/5/1 より価格改定： ￥1,400 ⇒ ￥1,850
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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　39

変　更　箇　所
861 12-3484-78 ポリエチレン袋 0.05mm厚　330×450mm　（500枚）
861 12-3484-79 ポリエチレン袋 0.05mm厚　355×450mm　（500枚）
861 12-3484-80 ポリエチレン袋 0.05mm厚　380×500mm　（500枚）
861 12-3484-81 ポリエチレン袋 0.05mm厚　760×900mm　（200枚）
863 12-3480-01 ナイロンラミ規格袋Lタイプ　No.1
863 12-3480-02 ナイロンラミ規格袋Lタイプ　No.2
863 12-3480-03 ナイロンラミ規格袋Lタイプ　No.3
863 12-3480-04 ナイロンラミ規格袋Lタイプ　No.4
863 12-3480-05 ナイロンラミ規格袋Lタイプ　No.5
863 12-3480-06 ナイロンラミ規格袋Lタイプ　No.6
863 12-3480-07 ナイロンラミ規格袋Lタイプ　No.7
863 12-3480-08 ナイロンラミ規格袋Lタイプ　No.8
863 12-3480-09 ナイロンラミ規格袋Lタイプ　No.9
863 12-3480-10 ナイロンラミ規格袋Lタイプ　No.10
863 12-3480-11 ナイロンラミ規格袋Lタイプ　No.11
872 24-1503-10～18 広口メジュームびん（青キャップ付）
872 24-1503-30～38 広口メジュームびん（赤キャップ付）
872 24-1503-50～58 広口メジュームびん（茶・青キャップ付）
872 24-1503-70～78 広口メジュームびん（茶・赤キャップ付）
873 24-1503-80～83 広口メジュームびん角型（青キャップ付）
967 34-0301-53 鉄腕はさみ　PH-50
973 34-0201-21 穴あけプライヤー
983 35-0600-15,16 エアロダスター　ZC-31/ZC-32

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： ¥10,200 ⇒ ¥10,600
価格改定： ¥15,300 ⇒ ¥15,800

¥8,000 ⇒ ¥8,300
価格改定：

価格改定： ¥4,800 ⇒ ¥5,200

価格改定： ¥4,000 ⇒ ¥4,200

価格改定： ¥3,700 ⇒ ¥3,900

価格改定： ¥5,200 ⇒ ¥5,700

価格改定： ¥4,900 ⇒ ¥5,100
価格改定： ¥5,300 ⇒ ¥5,550

価格改定： ¥5,000 ⇒ ¥5,400
価格改定： ¥5,800 ⇒ ¥6,200

価格改定： ¥4,800 ⇒ ¥4,900

価格改定： ¥5,000 ⇒ ¥5,200

価格改定： ¥4,400 ⇒ ¥4,500

¥8,600 ⇒ ¥8,900

価格改定：

廃番
廃番
廃番

　申し上げます。 URL 　http://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

　　　　　　２０１４ 年　　４ 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。

廃番
廃番

2014/5/1 より価格改定： ￥5,320 ⇒ ￥6,200
2014/5/1 より価格改定： ￥1,650 ⇒ ￥1,800

取扱中止


