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点検検査書付

 CO2インキュベーター   
      セールコード    型　番    容量（r）    内寸法（a）    価格（税抜）    セール価格（税抜）  
      3-6815-01-30    E-22    22    350×325×200  ￥340,000 ¥289,000
      3-6815-02-30    E-50    50    350×325×440  ￥420,000 ¥357,000

  ■  仕様

  ●  温度設定範囲： 室温＋5～50℃
●  CO2濃度調節範囲： 0～20％
●  対流： E-22／自然対流、E-50／内部循環ファン
●  電源： AC100V 50/60]、コード長/1.19ｍ 

積み重ね時
（E-22・E-50）

    セールコード   型　番    容量（r）    内寸法（a）    価格（税抜）    セール価格（税抜）  
      3-6815-01-31    E-22（検査書付）    22    350×325×200  ¥350,000 ¥340,000
      3-6815-02-31    E-50（検査書付）    50    350×325×440  ¥430,000 ¥420,000

全機種鍵付きでセキュリティ面も安心です！

 ■  仕様

  型　番    FCI-280    FCI-280H    FI-280    FCS-280  

  温度設定範囲    3～45℃    3～45℃    室温＋5～45℃    4℃固定  

  外寸法    420×413×485a    420×413×485a    420×413×485a    420×413×485a  

  内寸法    329×219×369a    329×219×369a    329×219×369a    329×219×369a  

FCI-280H

カタログ
掲載ページ P.24

カタログ
掲載ページ P.29

セキュリティ機能を拡充。
安心をテーマに、
設計されています。
● USBフラッシュメモリを使用して
操作・温度・湿度を記録を
することができます。

● ペルチェ素子方式のシンプルでお手頃価

格のクールインキュベーターです。

● 自然対流方式により、サンプルの乾燥を

防ぎ、振動の少ない環境での培養・

保管が可能です。

¥¥289,000～～
¥340,000～

時
E 50） ¥340 000
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点検検査書付 出荷時に制御関係（庫内実測温度等）や電動機関係の検査を実施し、検査書を発行するサービスです。

 クールインキュベーター  （i-CUBE） 
    セールコード   型　番    温度設定範囲    価格（税抜）    セール価格（税抜）  
      2-926-01-30    FCI-280    測定孔無し  ￥69,800 ￥55,800
      2-926-02-30    FCI-280H    測定孔付き  ￥85,000 ￥68,000

点検検査書付
    セールコード   型　番    仕様    価格（税抜）    セール価格（税抜）  
      2-926-01-31    FCI-280（検査書付）    測定孔無し  ￥79,800 ￥69,800
      2-926-02-31    FCI-280H（検査書付）    測定孔付き  ￥95,000 ￥85,000

境 養

2020%%

OFF!!OFF!!

¥¥55,800～～¥¥55,800～～
¥69,800～

試薬・培地等の保管に

適した4℃固定の

小型保冷庫。

 アイキューブ　クールストック    
    セールコード   型　番    仕様    価格（税抜）    セール価格（税抜）  
      3-7055-01-30    FCS-280    4℃固定タイプ  ￥39,800 ￥31,800

点検検査書付

    セールコード   型　番    仕様    価格（税抜）    セール価格（税抜）  
      3-7055-01-31    FCS-280（検査書付）    4℃固定タイプ  ￥49,800 ￥39,800FCS-280

2020%%

OFF!!OFF!!

¥¥31,800～～¥¥31,80031,800～～
¥39,800～

衛生検査・細菌検査に

適した高精度ホットタイプ。
 アイキューブ　カルチャーインキュベーター    

    セールコード   型　番    仕様    価格（税抜）    セール価格（税抜）  
      3-7056-01-30    FI-280    高精度ホットタイプ  ￥42,000 ￥33,600

点検検査書付
    セールコード   型　番    仕様    価格（税抜）    セール価格（税抜）  
      3-7056-01-31    FI-280（検査書付）    高精度ホットタイプ  ￥52,000 ￥42,000FI-280

2020%%

OFF!!OFF!!

¥¥33,600～～¥¥33,60033,600～～
¥42,000～

庫内
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3仕様詳細はカタログもしくは、 を検索!! 検索アズワン AXEL

MCS-6

¥94,000～

TM-3A

 サーマックス   
    セールコード   型　番    有効内寸法（a）    価格（税抜）    セール価格（税抜）  
      1-4594-31-30    TM-1A  

  183×241×153  

￥53,000 ￥45,100
      1-4594-32-30    TM-2A  ￥69,000 ￥58,700
      1-4594-33-30    TM-3A  ￥93,000 ￥79,100
      1-4594-34-30    TM-4A    オイル用  ￥98,500 ￥83,700

 ■  仕様

※TM-3Aはデータ記憶/通信（USB・別売）・アラーム信号出力・外部センサー（別売）対応

  型　番    TM-1A    TM-2A    TM-3A    TM-4A  

  温度調節範囲    室温＋5～80℃    室温＋5～180℃  

  機能    ―  
  プログラム（最大8ステップ）・

フロート式空焚き防止・ブザー警報  

点検検査書付
    セールコード   型　番    有効内寸法（a）    価格（税抜）    セール価格（税抜）  
      1-4594-21-31    TM-1A（検査書付）  

  183×241×153  

￥  63,000 ￥53,000
      1-4594-22-31    TM-2A（検査書付）  ￥  79,000 ￥69,000
      1-4594-23-31    TM-3A（検査書付）  ￥103,000 ￥93,000
      1-4594-24-31    TM-4A（検査書付）    オイル用  ￥108,500 ￥98,500

スタイリッシュなデザイン、スマートな機能、
パワフルな洗浄！新たなスタンダードの誕生！

 超音波洗浄器  （単周波） 
    セールコード   型　番    槽内寸法（a）    槽容量（r）    価格（税抜）    セール価格（税抜）  
      3-6746-01-30    MCS-2    150×140×100    2  ￥  35,800 ￥  30,400
      3-6746-02-30    MCS-3    240×140×100    3  ￥  55,500 ￥  47,200
      3-6746-03-30    MCS-6    300×155×150    6  ￥  93,500 ￥  79,500
      3-6746-04-30    MCS-10    300×240×150    10  ￥119,000 ￥101,200
      3-6746-05-30    MCS-13    330×300×150    13  ￥148,800 ￥126,500
      3-6746-06-30    MCS-20    500×300×150    20  ￥195,500 ￥166,200
      3-6746-07-30    MCS-27    500×300×200    27  ￥230,000 ￥195,500

 超音波洗浄器  （二周波） 
    セールコード   型　番    槽内寸法（a）    槽容量（r）    価格（税抜）    セール価格（税抜）  
      3-6747-01-30    MCD-2    150×140×100    2  ￥  49,800 ￥  42,300
      3-6747-02-30    MCD-3    240×140×100    3  ￥  74,000 ￥  62,900
      3-6747-03-30    MCD-6    300×155×150    6  ￥110,000 ￥  93,500
      3-6747-04-30    MCD-10    300×240×150    10  ￥135,000 ￥114,800
      3-6747-05-30    MCD-13    330×300×150    13  ￥170,000 ￥144,500
      3-6747-06-30    MCD-20    500×300×150    20  ￥215,000 ￥182,800
      3-6747-07-30    MCD-27    500×300×200    27    ￥250,000    ￥212,500  

デジタル式安全装置の採用で、さらに安全に、見やすく、
使いやすい低価格タイプの登場

 定温乾燥器  （プログラム機能付き・自然対流式） 
    セールコード   型　番    容量（r）    内寸法（a）    価格（税抜）    セール価格（税抜）  
      1-7478-41-30    EOP-300V    27    300×300×300  ￥  94,000 ￥  84,600
      1-7478-42-30    EOP-450V    91    450×430×450  ￥107,000 ￥  96,300
      1-9382-41-30    EOP-600V    150    600×500×500  ￥123,000 ￥110,700
      1-9382-42-30    EOP-700V    135    450×430×700  ￥128,000 ￥115,200

  ■  仕様

  ●  温度調節範囲： 室温＋20～300℃
●  温度制御方式： PID制御・SSR出力
●  電源： AC100V　50/60] 

EOP-600V

 定温乾燥器  （タイマー・自然対流式） 
    セールコード   型　番    容量（r）    内寸法（a）    価格（税抜）    セール価格（税抜）  
      1-7477-51-30    EO-300V    27    300×300×300  ￥  86,000 ￥  77,400
      1-7477-52-30    EO-450V    91    450×430×450  ￥  99,000 ￥  89,100
      1-9381-51-30    EO-600V    150    600×500×500  ￥115,000 ￥103,500
      1-9381-52-30    EO-700V    135    450×430×700  ￥120,000 ￥108,000

EO-450V

庫内

カタログ
掲載ページ P.33

カタログ
掲載ページ P.1807・1808

カタログ
掲載ページ P.8
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¥53,000～
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¥¥77,400～～¥¥77,40077,400～～
¥86,000～

点検検査書付
    セールコード   型　番    容量（r）    内寸法（a）    価格（税抜）    セール価格（税抜）  
      1-7478-31-31    EOP-300V（検査書付）    27    300×300×300  ￥104,000 ￥  94,000
      1-7478-32-31    EOP-450V（検査書付）    91    450×430×450  ￥117,000 ￥107,000
      1-9382-31-31    EOP-600V（検査書付）    150    600×500×500  ￥133,000 ￥123,000
      1-9382-32-31    EOP-700V（検査書付）    135    450×430×700  ￥138,000 ￥128,000

点検検査書付
    セールコード   型　番    容量（r）    内寸法（a）    価格（税抜）    セール価格（税抜）  
      1-7477-41-31    EO-300V（検査書付）    27    300×300×300  ￥  96,000 ￥  86,000
      1-7477-42-31    EO-450V（検査書付）    91    450×430×450  ￥109,000 ￥  99,000
      1-9381-41-31    EO-600V（検査書付）    150    600×500×500  ￥125,000 ￥115,000
      1-9381-42-31    EO-700V（検査書付）    135    450×430×700  ￥130,000 ￥120,000

MCS-6～

%%
!

TM-3A

3 4

～

コンパクトなボディーに
便利な機能が満載

PV

SV

OHP

℃
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HEAT TIME

℃

℃

操作パネル



4 ご注文・お問い合わせの際は、セールコードでお申しつけください。 セール期間 ： 2017年12月1日（金）～2018年3月30日（金）受注分まで。  価格は税抜き価格です。

本体購入時に

真空ポンプオイル
プレゼント! （4ℓ缶）

 12CHデータロガー  （温度・電圧・湿度） 
    セールコード   型　番    仕様    価格（税抜）    セール価格（税抜）  
      3-6823-01-30    ADL12    167×91×35.8a  ￥68,000 ￥61,200
 ※ 本体に熱電対等の接続線材は付属されていません。用途に合わせてご準備ください。 

  ■  仕様

  ●  測定温度範囲： －200～1370℃（K熱電対使用時）
●  電圧計測： 100・500mV・1・5・10・50V　●  湿度計測： 0～100％RH　
●  入力チャンネル： アナログ／12CH・湿度測定用+5V-OUT／1CH
●  記録形式： CSV　記録開始から１ファイルに保存
●  付属品： ACアダプタ、USBケーブル（給電・通信用） 

 12CHデータロガー用オプション  （ADL12用） 
    セールコード   型　番    価格（税抜）    セール価格（税抜）  
      3-6823-11-30    SDカード    2GB（SDHC非対応）  ￥  2,000 ￥  1,800
      3-6823-12-30    湿度センサー  ￥25,000 ￥22,500
      3-6823-13-30    シャント抵抗ケーブル（ジャンパータイプ）  ￥  3,000 ￥  2,700
      3-6823-14-30    シャント抵抗ケーブル（ケーブルタイプ）  ￥  8,000 ￥  7,200
      3-6823-15-30    ワイヤーラック  ￥  3,500 ￥  3,150
      3-6823-16-30    K熱変換ケーブルラック  ￥  3,800 ￥  3,420

湿度センサー

ADL12

20種類の自動測定・
FFT解析機能搭載

DSO3100E

5種類の基本波形と48種類の
任意波形を搭載

高真空・ガスバラスト弁
付きのデラックスタイプ。

 油回転真空ポンプ  （二段式・高真空タイプ） 
    セールコード   型　番    排気速度（r/x）    価格（税抜）    セール価格（税抜）  
      2-924-01-31    AVRD-60    60/72（50/60]）  ￥118,000 ￥106,200
      2-924-02-31    AVRD-120    120/144（50/60]）  ￥148,000 ￥133,200

  ■  仕様　  ●  到達圧力（ガスバラスト弁閉）： 5×10-2Pa（3.8×10-4Torr）
●  到達圧力（ガスバラスト弁開）： 3Pa（2.3×10-2Torr） 

AVRD-60

機能・オプションも充実した
スタンダードタイプ。

 油回転真空ポンプ  （二段式・スタンダード） 
    セールコード   型　番    排気速度（r/x)    価格（税抜）    セール価格（税抜）  
      2-928-01-31    AVRI-30    30/36（50/60]）  ￥49,500 ￥44,600
      2-928-02-31    AVRI-60    60/72（50/60]）  ￥69,500 ￥64,400

  ■  仕様　  ●  到達圧力（ガスバラスト弁閉）： 3.5Pa（2.6×10-2Torr）
●  到達圧力（ガスバラスト弁開）： 10Pa（7.5×10-2Torr） 

 冷却水循環装置   
    セールコード   型　番    温度範囲（℃）    価格（税抜）    セール価格（税抜）  
      1-5469-41-30    LTC-450α    －20～＋20  ￥185,000 ￥166,500
      1-5469-42-30    LTC-1200α    －20～＋30  ￥227,000 ￥204,300

LTC-450α

カタログ
掲載ページ P.457

カタログ
掲載ページ P.552

カタログ
掲載ページ P.324

カタログ
掲載ページ P.551

最大12CHの熱や電圧計測が可能なマルチロガー！
簡易性・操作性を追求しました。

抜）

0

抜）

AADL

1010%%

OFF!!OFF!!

 デジタルストレージオシロスコープ   

 ※ サンプルレートはシングルチャネル時の値です。 

    セールコード   型　番    周波数帯域（M]）    サンプルレート（GS/s）    価格（税抜）    セール価格（税抜）  
      3-6700-01-30    DSO3050E    50    0.5  ￥44,000 ￥39,600
      3-6700-02-30    DSO3100E    100    1  ￥70,000 ￥63,000

1010%%

OFF!!OFF!!

1010%%

OFF!!OFF!!

1010%%

OFF!!OFF!!
1010%%

OFF!!OFF!!

¥¥39,600～～¥¥39,60039,600～～

¥¥166,500～～¥¥166,500～～ ¥¥40,500～～¥¥40,500～～

¥¥106,200～～¥¥106,200106,200～～

¥44,000～

¥185,000～
¥45,000～

¥118,000～

 ファンクションジェネレータ   
    セールコード   型　番    周波数レンジ(M])    分解能(a])    価格（税抜）    セール価格（税抜）  
      3-6696-01-30    AWG1005    1a]～10M]  

  1  
￥45,000 ￥40,500

      3-6696-02-30    AWG1025F    1a]-25M]  ￥60,000 ￥54,000

AWG1025F

AVRI-30

¥49,500～

¥¥44,60044,600～～¥¥44,60044,600～～

1010%%

OFF!!OFF!!

耐久性に優れた
ステンレスコイルを採用

循環ノズル（360°回転）

カタログ
掲載ページ P.103

● オゾン層破壊係数0のHFC新冷媒を
採用しています。
● 循環方式は密閉系向循環です。

¥68,000～

¥¥61,20061,200～～
¥¥22,50022,500～～



5仕様詳細はカタログもしくは、 を検索!! 検索アズワン AXEL

安心の耐久性で高温域までカバー！
ロギング・オートOFF機能つきの
ハイスペックタイプです。

DSHP-1S

急速除湿（1時間で10％以下）、
低湿度（到達湿度1％）、
静電気対策済みの
高機能デシケーター！

  ■  仕様　  ●  湿度設定範囲： 1～50％RH 

SDMX-600

金属天板にセラミック
コーティングを施した
耐薬天板シリーズ

 ホットプレート  （耐薬天板） 
    セールコード   型　番    最高温度（℃）    プレートサイズ（a）    価格（税抜）    セール価格（税抜）  
      2-644-01-30    HPR-4030  

  300  
  400×300  ￥110,000 ￥  99,000

      2-645-01-30    HPRB-6040    600×400  ￥168,000 ￥151,200
      2-647-01-30    HPRH-4030    500  

  400×300  
￥258,000 ￥232,200

      2-661-01-30    HPRW-4030    300  ￥250,000 ￥225,000

DMX-400

観察・持ち運びに優れた
エルゴノミックデザイン！

 LEDプランレンズ生物顕微鏡   
    セールコード   型　番    総合倍率    仕様    価格（税抜）    セール価格（税抜）  
      3-6689-01-30    LRM18B  

  40～1000×  
  双眼  ￥  89,000 ￥80,100

      3-6689-02-30    LRM18T    三眼  ￥110,000 ￥99,000

LRM18B

グリノー光学式で高性能

 LEDズーム実体顕微鏡   
    セールコード   型　番    総合倍率    仕様    価格（税抜）    セール価格（税抜）  
      3-6690-01-30    SZM223B  

  7.5～50×  
  双眼  ￥  99,500 ￥89,600

      3-6690-02-30    SZM223T    三眼  ￥110,000 ￥99,000
      3-6690-11-30    MEP0114    0.1a/14a    目盛付接眼レンズ  ￥  19,800 ￥17,800

SZM223B

カタログ
掲載ページ P.57

カタログ
掲載ページ P.61・62

 ドライマックス  （スチール製・超低湿・ESD対応） 
    セールコード   型　番    到達湿度    内寸法（a）    価格（税抜）    セール価格（税抜）  
      1-2903-01-30    DMX-400  

  1％RH  

  549×630×1030  ￥280,000 ￥210,000
      1-2903-02-30    DMX-600    549×630×1560  ￥340,000 ￥255,000
      1-2903-03-30    DMX-1200    1150×630×1560  ￥590,000 ￥442,500

カタログ
掲載ページ P.845

 ドライマックス  （ステンレス製・超低湿・ESD対応） 
    セールコード   型　番    到達湿度    内寸法（a）    価格（税抜）    セール価格（税抜）  
      1-2904-01-30    SDMX-400  

  1％RH  

  549×630×1030  ￥370,000 ￥314,500
      1-2904-02-30    SDMX-600    549×630×1560  ￥480,000 ￥408,000
      1-2904-03-30    SDMX-1200    1150×630×1560  ￥890,000 ￥756,500

カタログ
掲載ページ P.846

カタログ
掲載ページ P.628

カタログ
掲載ページ P.627

1010%%

OFF!!OFF!!

1010%%

OFF!!OFF!!

1010%%

OFF!!OFF!!
1010%%

OFF!!OFF!!

¥¥80,100～～¥¥80,10080,100～～ ¥¥89,600～～¥¥89,60089,600～～

¥¥40,300～～¥¥40,300～～
¥¥99,000～～¥¥99,000～～

¥ 89,000～
¥99,500～

¥44,800～

¥110,000～

● DMX/SDMX-600、
DMX/SDMX-1200は
扉の数が多く、開閉時の
影響を小さくすることが
できます（各扉鍵付き）。

● High Eyepointで
眼鏡を着用したまま
でも高い視野を実現

 スタンダードホットプレート   

  ■  仕様　  ●  温度設定範囲： -1S　室温～500℃、-1L　室温～480℃
●  材質： 本体／アルミダイキャスト、天板／セラミックガラス 

    セールコード   型　番    タイプ    プレートサイズ(a)    価格（税抜）    セール価格（税抜）  
      3-6512-01-30    DSHP-1S  

  デジタル  
  184×184  ￥49,800 ￥44,800

      3-6512-02-30    DSHP-1L    254×254  ￥69,800 ￥62,800
      3-6512-03-30    ASHP-1S  

  アナログ  
  184×184  ￥44,800 ￥40,300

      3-6512-04-30    ASHP-1L    254×254  ￥64,800 ￥58,300

¥¥314,500～
¥370,000～

¥¥210,000210,000～～
¥280,000～

1515%%

OFF!!OFF!!

2525%%

OFF!!OFF!!

 ※ 運送費・搬入費・据付費・組立費等が別途必要です。お問い合わせください。  ※ 運送費・搬入費・据付費・組立費等が別途必要です。お問い合わせください。 

SDMX-1200



6 ご注文・お問い合わせの際は、セールコードでお申しつけください。 セール期間 ： 2017年12月1日（金）～2018年3月30日（金）受注分まで。  価格は税抜き価格です。

VPS-200S

ファミリーの
豊富な
ラインナップ！

 VOLTEGAパワースターラー  （ベークライト天板） 
    セールコード   型　番    撹拌容量    価格（税抜）    セール価格（税抜）  
      3-1492-01-30    VPS-160B    10r  ￥45,000 ￥40,500
      3-1492-02-30    VPS-200B    20r  ￥68,000 ￥61,200
      3-1492-03-30    VPS-300B    70r  ￥93,000 ￥83,700

 VOLTEGAパワーホットスターラー  （アルミ天板） 
    セールコード   型　番    撹拌容量    価格（税抜）    セール価格（税抜）  
      3-1494-01-30    VPHS-190A    10r  ￥142,000 ￥127,800
      3-1494-02-30    VPHS-230A    20r  ￥175,000 ￥157,500

 パワースターラー  （オイルバス用） 
    セールコード   型　番    撹拌容量    価格（税抜）    セール価格（税抜）  
      3-6775-01-30    VPS-200SOB    20r  ￥93,000 ￥83,700

 VOLTEGAパワースターラー  （ベークライト天板） 
    セールコード   型　番    撹拌容量    価格（税抜）    セール価格（税抜）  
      3-6757-01-30    VPS-160BD    10r  ￥  60,000 ￥54,000
      3-6757-02-30    VPS-200BD    20r  ￥  83,000 ￥74,700
      3-6757-03-30    VPS-300BD    70r  ￥108,000 ￥97,200

VPS-160BD使用例

 VOLTEGAパワースターラー  （SUS天板） 
    セールコード   型　番    撹拌容量    価格（税抜）    セール価格（税抜）  
      3-6758-01-30    VPS-160SD    10r  ￥  63,000 ￥  56,700
      3-6758-02-30    VPS-200SD    20r  ￥  87,000 ￥  78,300
      3-6758-03-30    VPS-300SD    70r  ￥113,000 ￥101,700

VPS-160SD（サポートロッド・金具使用例）

スペースとコストを重視したスターラー

 VOLTEGAパワースターラー  （3連タイプ） 
    セールコード   型　番    撹拌容量    価格（税抜）    セール価格（税抜）  
      3-6759-01-30    VPS-150S3    10r×3  ￥128,000 ￥115,200

VPS-150S3

 VOLTEGAパワースターラー  （ステンレス天板） 
    セールコード   型　番    撹拌容量    価格（税抜）    セール価格（税抜）  
      3-1493-01-30    VPS-160S    10r  ￥48,000 ￥43,200
      3-1493-02-30    VPS-200S    20r  ￥72,000 ￥64,800
      3-1493-03-30    VPS-300S    70r  ￥98,000 ￥88,200

カタログ
掲載ページ P.149

カタログ
掲載ページ P.149

カタログ
掲載ページ P.149

カタログ
掲載ページ P.149

カタログ
掲載ページ P.150

カタログ
掲載ページ P.150

カタログ
掲載ページ P.150

VPS-200SOB（オイルバス使用例）

オイルバスを載せて
使用可能

1010%%

OFF!!OFF!!

¥¥40,50040,500～～
¥45,000～

VPS-160B

¥128,000

¥¥115,200115,200

● 強力磁石＆インダクションモーター採用で

高粘度・大容量の撹拌が可能です。



7仕様詳細はカタログもしくは、 を検索!! 検索アズワン AXEL

    セールコード   型　番    測定範囲（mPa・s）    重量（o）    価格（税抜）    セール価格（税抜）  
      3-7123-01-30    B-ONE TOUCH-L    15～2,000,000  

  約7  
￥435,000 ￥391,500

      3-7123-02-30    B-ONE TOUCH-R    15～14,000,000  ￥435,000 ￥391,500

¥¥55,800～～¥¥55,80055,800～～
¥62,000～

耐久性と耐薬品に優れた
セラミック製天板タイプ

ASS-1N DSS-1HP

ハイパワー、
低振動、
低騒音を実現！

 トルネード   
    セールコード   型　番    タイプ    回転数（rpm）    価格（税抜）    セール価格（税抜）  
      1-5472-01-30    SM-101  

  スタンダード
タイプ  

  50～3000  ￥76,500 ￥68,900
      1-5472-02-30    SM-102    20～1200  ￥76,500 ￥68,900
      1-5472-03-30    SM-103    10～600  ￥76,500 ￥68,900
      1-5472-04-30    SM-104    5～300  ￥76,500 ￥68,900
      1-5473-01-30    SMT-101  

  タイマー付き
タイプ  

  50～3000  ￥84,500 ￥76,100
      1-5473-02-30    SMT-102    20～1200  ￥84,500 ￥76,100
      1-5473-03-30    SMT-103    10～600  ￥84,500 ￥76,100
      1-5473-04-30    SMT-104    5～300  ￥84,500 ￥76,100
      1-5474-01-30    PM-201  

  高出力タイプ  

  50～3000  ￥92,500 ￥83,300
      1-5474-02-30    PM-202    20～1200  ￥92,500 ￥83,300
      1-5474-03-30    PM-203    10～600  ￥92,500 ￥83,300
      1-5474-04-30    PM-204    5～300  ￥92,500 ￥83,300

〈モーター連動チャックカバー〉
チャックカバーを開けると自動
的にモーターを停止し、巻込み
事故を防ぎます。

〈フリークランプ機構〉
本体角度が調節できますので位
置合わせが容易に行えます。

 ビスコメーター粘度計  （Lamy Rheology） 

  ■  仕様

  ●  セット内容： B-ONE TOUCH-L／本体・スピンドル（L1・L2・L3・
L4）・スタイラスペン、B-ONE TOUCH-R／本体・スピン
ドル（R2・R3・R4・R5・R6・R7）・スタイラスペン 

ology）  粘度計用スピンドルセット  （Lamy Rheology） 
    セールコード   型　番    粘度範囲（mPa・s）    価格（税抜）    セール価格（税抜）  
      3-7126-01-30    L1～L4セット    15～2,000,000  ￥122,000 ￥109,800
      3-7126-02-30    R2～R7セット    15～156,000,000  ￥  88,000 ￥  79,200

  ■  仕様

  ●  材質： ステンレス（SUS316L）
●  試料容量： 600p
●  収納ケース付き 

L1～L4セット

カタログ
掲載ページ P.139

カタログ
掲載ページ P.139

カタログ
掲載ページ P.119

カタログ
掲載ページ P.591

カタログ
掲載ページ P.591

1010%%

OFF!!OFF!!
1010%%

OFF!!OFF!!

¥¥79,20079,200～～
¥88,000～

  ■  仕様

  ●  攪拌容量： 1N／～20r、
1HP／～30r 

 スタンダードスターラー   
    セールコード   型　番    タイプ    回転数（rpm）    価格（税抜）    セール価格（税抜）  
      3-6511-01-30    ASS-1N    アナログ    MAX約1500  ￥46,000 ￥41,400
      3-6511-02-30    DSS-1N    デジタル    100～1500  ￥50,000 ￥45,000

 スタンダードスターラー  （大容量タイプ） 
    セールコード   型　番    タイプ    回転数(rpm)    価格（税抜）    セール価格（税抜）  
      3-6545-01-30    ASS-1HP    アナログ    MAX約1500  ￥62,000 ￥55,800
      3-6545-02-30    DSS-1HP    デジタル    100～1500  ￥66,000 ￥59,400

1010%%

OFF!!OFF!!
1010%%

OFF!!OFF!!

¥¥41,400～～¥¥41,40041,400～～
¥46,000～

¥¥68,900～～¥¥68,90068,900～～
¥76,500～

1010%%

OFF!!OFF!!

¥¥391,500391,500
¥435,000

1500rpm

30r

 ※ 撹拌羽根付き。スタンドは別売です。 



8 ご注文・お問い合わせの際は、セールコードでお申しつけください。 セール期間 ： 2017年12月1日（金）～2018年3月30日（金）受注分まで。  価格は税抜き価格です。

 熱線式風速計   
    セールコード   型　番    測定範囲（風速／温度）    価格（税抜）    セール価格（税抜）  
      3-6242-01-30    TM-4001    0.01～25c/s／－20～＋60℃  ￥39,800 ￥33,800

  ■  仕様

  ●  分解能： 風速／0.01c/s、温度／0.1℃
●  精度： 風速／±（3％rdg＋0.4c/s）、温度／±1℃
●  サイズ： 本体／73×35×156a、センサー／約1c（最大伸長時）
●  重量： 約250n　●  電源： 単4乾電池×6本（テスト用付属） 

タッチパネルタイプで、
豊富な測定項目の中から
表示する項目の設定が可能

 分光放射照度計   
    セールコード   型　番    測定項目    価格（税抜）    セール価格（税抜）  
      2-9544-11-30    MK350N Plus    5～70000lx  ￥230,000 ￥207,000
      2-9544-12-30    MK350 Advanced    20～70000lx  ￥425,000 ￥382,500

  ■  仕様

  ●  スペクトル波長範囲： 380～780nc　●  スペクトル波長幅： 約12nc（半値幅）
●  電源： リチウムイオン電池　●  重量： 約250n 

MK350N
Plus

MK350
Advanced

最高温度、最低温度、
画面中央温度の3点を表示

自動でPDF形式のレポートを作成

 ワンタイムロガー   
    セールコード   測定温度範囲（℃）    入数    価格（税抜）    セール価格（税抜）  
      3-5373-01-30  

  －30～＋70  
  1個  ￥  2,100 ￥  1,900

      3-5373-11-30    10個  ￥19,000 ￥17,100

¥¥33,800¥¥33,80033,800
¥39,800

¥¥1,900～～¥¥1,9001,900～～
¥2,100～

¥¥44,800¥¥44,80044,800
¥49,800～

¥¥207,000～～¥¥207,000～～
¥230,000～

1515%%

OFF!!OFF!!

1010%%

OFF!!OFF!!

1010%%

OFF!!OFF!!

作成

1010%%

OFF!!OFF!!

カタログ
掲載ページ P.542

カタログ
掲載ページ P.538

カタログ
掲載ページ P.443

カタログ
掲載ページ P.382

● MK350 Advancedは、デバイス上で2つの光源や照明器具、
環境の光表現を比較できます。

● 専用ソフトを使用して各ピクセルごとの温度を確認できます。 ● 特別なソフトウェアは必要ありません。
● USBでパソコンにデータを取り込めます。

 サーモグラフィ   

  ■  仕様　  ●  測定範囲： -20～250℃
●  最小測定距離： 30a　●  インターフェイス： USB Mini-B 

    セールコード   型　番    解像度    分解能（℃）    価格（税抜）    セール価格（税抜）  
      3-7406-01-30    TIM-03    32×31    0.1  ￥49,800 ￥44,800
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校正証明書付

校正証明書付

ASONEオリジナル校正証明書付き商品のご紹介

出荷時に機器の校正作業を実施し、校正証明書
（校正証明書・検査成績書・トレーサビリティ体系図）を発行するサービスです。
※アズワン提携機関による校正となります。JCSS校正ではございません。

対象商品 ●ノギス　●温度計　●電子天秤　●ガス警報器

〈校正に関するお問合せ先〉　アズワン株式会社　サービスプロモーショングループ（大阪）

TEL 06-6447-8623 E-mail tokuchu@so.as-1.co.jp06-6447-8457FAX

デジタル表示で見やすい大文字

 デジタルノギス  （校正証明書付） 

ABS（絶対）スケールにより、
電源ONごとの原点あわせが不要

音とランプで警報を鳴らし、
同時にLCDバックライトも点灯します

標準センサー付属でお買得！

 防水デジタル温度計  （校正証明書付） 

    セールコード   型　番    サイズ（a）    価格（税抜）    セール価格（税抜）  
      2-3799-04-31    WT-100  

  70×40×175  

￥26,300 ￥23,700
      2-3799-05-31    WT-200  ￥27,400 ￥24,700
      2-3799-06-31    WT-300  ￥30,700 ￥27,600

WT-100

校正証明書つき

校正証明書付

 校正分銅内蔵精密電子天秤   

    セールコード   型　番    秤量（o）    最小表示（n）    価格（税抜）    セール価格（税抜）  
      6-9617-29-31    GX-8K    8.1    0.01  ￥215,000 ￥193,000
      6-9617-30-31    GX-8K2    8.1/2.1    0.1/0.01  ￥175,000 ￥157,000
      6-9617-31-31    GX-10K    10.1    0.01  ￥255,000 ￥229,000
      6-9617-32-31    GX-12K    12  

  0.1  

￥185,000 ￥166,000
      6-9617-33-31    GX-20K    21  ￥225,000 ￥202,000
      6-9617-34-31    GX-30K    31  ￥305,000 ￥274,000
      6-9617-35-31    GX-32K    31 /6.1    1/0.1  ￥170,000 ￥153,000

GX-30K

記録計用出力を標準装備

 デジタルマノメーター  （校正証明書付） 

    セールコード   型　番    測定圧力    測定範囲（kPa）    価格（税抜）    セール価格（税抜）  
      2-8207-21-31    DM-10S    絶対圧    0～101.3  ￥104,000 ￥  93,600
      2-8207-22-31    DM-20S    ゲージ圧    0～－101.3  ￥104,000 ￥  93,600
      2-8207-23-31    DM-30S    絶対圧    0～101.3  ￥124,000 ￥111,000

DM-10S

¥15,700～～¥15,70015,700～～
¥17,500～

ギス（校正証明書

1010%%

OFF!!OFF!!

1010%%

OFF!!OFF!!

1010%%

OFF!!OFF!!

1010%%

OFF!!OFF!!

1010%%

OFF!!OFF!!

1010%%

OFF!!OFF!!

カタログ
掲載ページ P.701

カタログ
掲載ページ P.519

カタログ
掲載ページ P.702

カタログ
掲載ページ P.384

カタログ
掲載ページ P.570

カタログ
掲載ページ P.348

校正証明書付

 デジマチックキャリパ  （校正証明書付） 

    セールコード   型　番    測定範囲（a）    価格（税抜）    セール価格（税抜）  
      8-171-21-31    CD-15APX    0～150  ￥17,500 ￥15,700
      8-171-22-31    CD-20APX    0～200  ￥21,500 ￥19,300

校正証明書付

校正証明書付

    セールコード   型　番    測定範囲（a）    全長（a）    価格（税抜）    セール価格（税抜）  
      1-7188-11-31    DT-100    0～100    186  ￥12,900 ￥11,600
      1-7188-12-31    DT-150    0～150    236  ￥13,900 ￥12,500
      1-7188-13-31    DT-200    0～200    286  ￥18,500 ￥16,700
      1-7188-14-31    DT-300    0～300    400  ￥28,100 ￥25,300

¥¥11,600～～¥¥11,60011,600～～

¥¥86,400～～¥¥86,40086,400～～

¥¥153,000～～¥¥153,000～～

¥12,900～

¥96,000～

¥170,000～

¥¥23,700～～¥¥23,70023,700～～
¥26,300～

¥¥93,600～～¥¥93,60093,600～～
¥104,000～

 酸素濃度計  （投げ込み式・校正証明書付） 

    セールコード   型　番    センサーコード長    価格（税抜）    セール価格（税抜）  
      1-8752-11-31    XO-3262sA    5c（本体巻取式）  ￥  99,000 ￥  89,100
      1-8752-12-31    XO-3262sB    1c（カールコード式）  ￥  96,000 ￥  86,400
      1-8752-14-31    XO-3262sC    10c（本体巻取式）  ￥106,000 ￥  95,400
      1-8752-15-31    XO-3262sA　バイブレーション付き    5c（本体巻取式）  ￥109,000 ￥  98,100
      1-8752-16-31    XO-3262sB　バイブレーション付き    1c（カールコード式）  ￥106,000 ￥  95,400
      1-8752-17-31    XO-3262sC　バイブレーション付き    10c（本体巻取式）  ￥116,000 ￥104,000

校正証明書付 出荷時に機器の校正作業を実施し、校正証明書を発行するサービスです。

XO-3262sA



10 ご注文・お問い合わせの際は、セールコードでお申しつけください。 セール期間 ： 2017年12月1日（金）～2018年3月30日（金）受注分まで。  価格は税抜き価格です。

    セールコード   型　番    容量(p)    胴径×高さ(a)    価格（税抜）    セール価格（税抜）  
      3-6711-01-30    SJBE-50    50    φ46×60  ￥  5,000 ￥  4,300
      3-6711-02-30    SJBE-100    100    φ55×70  ￥  6,000 ￥  5,100
      3-6711-03-30    SJBE-200    200    φ67×89  ￥  7,000 ￥  6,000
      3-6711-04-30    SJBE-300    300    φ78×103  ￥10,000 ￥  8,500
      3-6711-05-30    SJBE-500    500    φ90×120  ￥14,000 ￥11,900
      3-6711-06-30    SJBE-1000    1000    φ110×150  ￥37,000 ￥31,500
      3-6711-07-30    SJBE-2000    2000    φ135×200  ￥55,000 ￥46,800

 石英ビーカー   
カタログ
掲載ページ P.1454

 石英試験管   
    セールコード   型　番    容量(p)    胴径×全長(a)    価格（税抜）    セール価格（税抜）  
      3-6715-01-30    SJT-5    5    φ12×90  ￥1,600 ￥1,400
      3-6715-02-30    SJT-10    10    φ15×105  ￥3,200 ￥2,700
      3-6715-03-30    SJT-15    15    φ15×150  ￥3,500 ￥3,000
      3-6715-04-30    SJT-20    20    φ16×165  ￥3,600 ￥3,100
      3-6715-05-30    SJT-25    25    φ18×165  ￥4,000 ￥3,400
      3-6715-06-30    SJT-30    30    φ20×165  ￥4,700 ￥4,000
      3-6715-07-30    SJT-50    50    φ22×200  ￥6,000 ￥5,100

カタログ
掲載ページ P.1493

石英がお求めやすい価格で登場

カタログ
掲載ページ P.1590 石英るつぼ   

    セールコード   型　番    容量(p)    上径×高さ(a)    価格（税抜）    セール価格（税抜）  
      3-6714-01-30    SJM-15    15    φ41×28  ￥10,000 ￥  8,500
      3-6714-02-30    SJM-25    25    φ47×30  ￥12,000 ￥10,200
      3-6714-03-30    SJM-40    40    φ57×45  ￥15,000 ￥12,800
      3-6714-04-30    SJM-60    60    φ62×55  ￥17,000 ￥14,500
      3-6714-05-30    SJM-100    100    φ70×55  ￥28,000 ￥23,800

SJT-20

SJT-5

スポンジ式で
優しく
キレイに洗浄

 回転式オートウォッシャー  （スポンジタイプ） 
    セールコード   型　番    仕様    サイズ（a）    価格（税抜）    セール価格（税抜）  
      3-5288-01-30    GLA-AS    本体（据置型）    135×145×215  ￥98,000 ￥78,400
3-5288-11-30 交換用スポンジ（スタンダード） スポンジ小×2個 ￥  3,500 －
3-5288-12-30 交換用スポンジ（ワイド） スポンジ大×2個 ￥  4,000 －
3-5288-13-30 交換用スポンジ（コンビ） スポンジ小×1個・スポンジ大×1個 ￥  3,750 －

  ■  仕様

  ●  電源： AC100V　50/60]　常用／12W、最大／24W
●  スポンジサイズ： 小／φ64×180a、大／φ75×180a
●  付属品： スポンジ1式（コンビタイプ） 

 石英ボート   
    セールコード   型　番    容量(p)    サイズ(a)    価格（税抜）    セール価格（税抜）  
      3-6713-01-30    SJBO-1    1    10×35×6  ￥  6,000 ￥  5,100
      3-6713-02-30    SJBO-2    2    15×48×8  ￥  6,500 ￥  5,500
      3-6713-03-30    SJBO-3    3    16×77×10  ￥  7,000 ￥  6,000
      3-6713-04-30    SJBO-5    5    20×77×11  ￥  8,000 ￥  6,800
      3-6713-05-30    SJBO-8    8    20×92×11  ￥12,000 ￥10,200
      3-6713-06-30    SJBO-10    10    20×102×11  ￥14,000 ￥11,900
      3-6713-07-30    SJBO-20    20    29×120×14  ￥17,500 ￥14,900
      3-6713-08-30    SJBO-30    30    32×120×15  ￥20,000 ￥17,000

カタログ
掲載ページ P.1448

カタログ
掲載ページ P.1824

2020%%

OFF!!OFF!!

 石英蒸発皿   
    セールコード   型　番    容量(p)    外径×高さ（a）    価格（税抜）    セール価格（税抜）  
      3-6733-01-30    SJD-50    50    φ65×35  ￥  7,000 ￥  6,000
      3-6733-02-30    SJD-90    90    φ85×42  ￥  9,800 ￥  8,300
      3-6733-03-30    SJD-150    150    φ90×45  ￥19,800 ￥16,800
      3-6733-04-30    SJD-200    200    φ100×50  ￥24,000 ￥20,400

カタログ
掲載ページ P.1447

 石英時計皿   
    セールコード   型　番    直径(φa)    価格（税抜）    セール価格（税抜）  
      3-6716-01-30    SJW-50    50  ￥10,000 ￥  8,500
      3-6716-02-30    SJW-60    60  ￥11,000 ￥  9,400
      3-6716-03-30    SJW-70    70  ￥12,000 ￥10,200
      3-6716-04-30    SJW-90    90  ￥13,000 ￥11,100
      3-6716-05-30    SJW-100    100  ￥14,000 ￥11,900
      3-6716-06-30    SJW-120    120  ￥18,500 ￥15,700

カタログ
掲載ページ P.1446

1515%%

OFF!!OFF!!

ビーカー ボート るつぼ

蒸発皿時計皿試験管

¥¥4,300～～¥¥4,300～～
¥5,000～

¥¥1,400～～¥¥1,400～～
¥1,600～

¥¥5,100～～¥¥5,100～～
¥6,000～

¥¥8,500～～¥¥8,500～～
¥10,000～

¥¥8,500～～¥¥8,500～～
¥10,000～

¥¥6,000～～¥¥6,000～～
¥7,000～

¥¥78,400¥¥78,400
¥98,000



11仕様詳細はカタログもしくは、 を検索!! 検索アズワン AXEL

透明度に優れたPP製カップです

 ディスポPPクリアカップ   
    セールコード   容量（p）    上径×下径×高さ（a）    入数    価格（税抜）    セール価格（税抜）  
      1-2957-01-30    100    φ70×φ41×65  

  1000個入  
￥13,000 ￥10,400

      1-2957-02-30    200    φ84×φ53×84  ￥23,500 ￥18,800
      1-2957-03-30    300    φ88×φ55×100    500個入  ￥16,500 ￥13,200

  ■  仕様　  ●  材質： PP（ポリプロピレン）　●  目盛り付き 

色別のキャップで
薬品が識別しやすい

 薬品識別安全洗浄瓶   
    セールコード   型　番    （a）    価格（税抜）    セール価格（税抜）  
      3-6866-01-30    アセトン 250ml    64×30.8×120  ￥3,250 ￥2,925
      3-6867-01-30    アセトン 500ml    77×39.2×154  ￥4,100 ￥3,690
      3-6866-02-30    エタノール 250ml    64×30.8×120  ￥3,250 ￥2,925
      3-6867-02-30    エタノール 500ml    77×39.2×154  ￥4,100 ￥3,690
      3-6866-03-30    イソプロパノール 250ml    64×30.8×120  ￥3,250 ￥2,925
      3-6867-03-30    イソプロパノール 500ml    77×39.2×154  ￥4,100 ￥3,690
      3-6866-04-30    メタノール 250ml    64×30.8×120  ￥3,250 ￥2,925
      3-6867-04-30    メタノール 500ml    77×39.2×154  ￥4,100 ￥3,690
      3-6866-05-30    蒸留水 250ml    64×30.8×120  ￥3,250 ￥2,925
      3-6867-05-30    蒸留水 500ml    77×39.2×154  ￥4,100 ￥3,690

  ■  仕様　  ●  材質： LDPE（低密度ポリエチレン） 

  ■  仕様

  ●  サイフォン掛材質： PS-Y／ステンレス（SUS304）、
 PS-T／フェノール樹脂積層板 

PS-Y

PS-T

 廃液回収容器  （GL45） 
    セールコード   型　番    タンク容量（r）    サイズ（a）    価格（税抜）    セール価格（税抜）  
      2-9655-01-30    107950    2.5    115×150×210  ￥3,300 ￥2,970
      2-9655-02-30    107951    5    150×195×250  ￥4,500 ￥4,050
      2-9655-03-30    107952    10    190×230×305  ￥4,800 ￥4,320
 ※ 安全廃液キャップと共にご利用頂く際には、5r以上の容器を推奨します。 

  ■  仕様

  ●  材質： 本体／HDPE（高密度ポリエチレン）、
 キャップ／PP（ポリプロピレン）、シール部／PE（ポリエチレン） 

107950

 廃液回収セット   
    セールコード   型　番    キャップ口径    入数    価格（税抜）    セール価格（税抜）  
      3-6976-01-30    107307    GL45  

  1セット  
￥36,000 ￥30,600

      3-6976-02-30    107328    S50  ￥54,000 ￥45,900

  ■  セット内容

  ＜107307＞　●  安全キャップ（107923）×1個　
●  5r容器（GL45）（107951）×1個　●  排気フィルター（107911）×1個　
＜107328＞　● 安全キャップ（108025）×1個　
● 5r容器（S50）（107998）×1個　● 排気フィルター（107911）×1個 

107307

107923

107951

カタログ
掲載ページ P.1283

カタログ
掲載ページ P.1338

カタログ
掲載ページ P.297

カタログ
掲載ページ P.1306

カタログ
掲載ページ P.1306

2020%%

OFF!!OFF!!

1515%%

OFF!!OFF!!

1010%%

OFF!!OFF!!

1010%%

OFF!!OFF!!

¥¥2,925～～¥¥2,9252,925～～
¥3,250～

● 瓶を傾けたり逆さまにした

場合でも中身を完全に吐出

できます。

● ラベルにメモ書きスペース

があります。

● ポリサイフォンを
整然と収納する事が
できます。

● GL45用（2-9654-01・-02）の
容器として使用可能です。

5本まとめ買いで

お得!

 ポリサイフォン収納スタンド   
    セールコード   型　番    サイズ（a）    価格（税抜）  
      1-4006-01-30    PS-Y    265×384×630  ￥9,500
      1-4006-02-30    PS-T    282×400×537  ￥9,500

¥¥10,400～～¥¥10,40010,400～～
¥13,000～

¥¥30,600～～¥¥30,60030,600～～
¥36,000～

¥¥2,970～～¥¥2,9702,970～～
¥3,300～

本体購入時

サイフォン
ポンプ6色
プレゼント!



12 ご注文・お問い合わせの際は、セールコードでお申しつけください。 セール期間 ： 2017年12月1日（金）～2018年3月30日（金）受注分まで。  価格は税抜き価格です。

高湿度や水が掛かる環境でも使用可能

 防塵・防水はかり  （IP68規格準拠） 
    セールコード   型　番    秤量(n)    最小表示(n)    価格（税抜）    セール価格（税抜）  
      3-6688-01-30    WPS3K1    3000  

  1  
￥28,000 ￥23,800

      3-6688-02-30    WPS6K1    6000  ￥28,000 ￥23,800
      3-6688-03-30    WPS15K2    15000    2  ￥28,000 ￥23,800
      3-6688-04-30    WPS30K5    30000    5  ￥28,000 ￥23,800

HBM社
ロードセルを
搭載

 電子天秤  （AXA） 
    セールコード   型　番    秤量(n)    最小表示(n)    価格（税抜）    セール価格（税抜）  
      3-6553-01-30    AXA1003    100  

  0.001  
￥45,000 ￥38,300

      3-6553-02-30    AXA3003    300  ￥52,000 ￥44,200
      3-6553-03-30    AXA10002    1000  

  0.01  

￥45,000 ￥38,300
      3-6553-04-30    AXA20002    2000  ￥45,000 ￥38,300
      3-6553-05-30    AXA30002    3000  ￥52,000 ￥44,200
      3-6553-06-30    AXA50002    5000  ￥88,000 ￥74,800

防塵防水で厳しい
環境でも使用可能

 防塵防水電子天秤  （IP68規格準拠） 
    セールコード   型　番    秤量（n）    最小表示（n）    価格（税抜）    セール価格（税抜）  
      3-6685-01-30    WPB3K01    3000    0.1  ￥39,800 ￥33,800
      3-6685-02-30    WPB6K02    6000    0.2  ￥39,800 ￥33,800
      3-6685-03-30    WPB15K1    15000  

  1  
￥39,800 ￥33,800

      3-6685-04-30    WPB30K1    30000  ￥39,800 ￥33,800

WPB6K02

  ■  仕様　  ●  最小表示（n）： PB-30／5/10、PB-60／10/20、PB-150／20/50
●  秤量切替機能付き　●  表示： バックライト大型液晶
●  サイズ： 355×615×85a　●  計量皿サイズ： 355×443a
●  電源： 充電式バッテリー・ACアダプター（付属） 

校正証明書付
    セールコード   型　番    校正証明    秤量（o）    最小表示（n）    価格（税抜）    セール価格（税抜）  
      2-9843-11-31    PB-30  

  付き  

  15/30    5/10  ￥80,000 ￥72,000
      2-9843-12-31    PB-60    30/60    10/20  ￥80,000 ￥72,000
      2-9843-13-31    PB-150    60/150    20/50  ￥93,000 ￥83,700

様々な測定モードを
有しています

      ■  仕様

  ●  秤量切替・%・累積積算・重量判定・計数機能付き
●  表示部： LCD、チルト90°、回転360°
●  サイズ： 360×580×765a
●  計量皿サイズ： 360×460a
●  防塵・防水保護： IP65（計量部）
●  電源： AC100V　50/60]（ACアダプター付属、バッテリー内蔵） 

 スタンダード台はかり   
    セールコード   型　番    秤量(o)    最小表示(n)    価格（税抜）    セール価格（税抜）  
      2-9842-01-30    DB-2JR-60    30/60    10/20  ￥39,800 ￥35,800
      2-9842-02-30    DB-2JR-150    60/150    20/50  ￥39,800 ￥35,800

●  持ち運びがしやすい
軽量ポータブルタイプです。
● 表示部は簡単に分離できます。
● 約60時間連続使用ができます。

●  充電池を内蔵しておりますので、電源のない
場所でも使用できます。

●  約20時間連続使用できます。
● ディスプレイは作業に適した
方向に調整が可能です。

 ポータブル台はかり   
    セールコード   型　番    校正証明    秤量（o）    最小表示（n）    価格（税抜）    セール価格（税抜）  
      2-9843-01-31    PB-30  

  無し  

  15/30    5/10  ￥58,000 ￥52,200
      2-9843-02-31    PB-60    30/60    10/20  ￥58,000 ￥52,200
      2-9843-03-31    PB-150    60/150    20/50  ￥58,000 ￥52,200

カタログ
掲載ページ P.365

カタログ
掲載ページ P.362

カタログ
掲載ページ P.350

カタログ
掲載ページ P.361

カタログ
掲載ページ P.356

1010%%

OFF!!OFF!!
1010%%

OFF!!OFF!!

1515%%

OFF!!OFF!!

¥¥52,200～～¥¥52,200～～
¥58,000～

¥¥23,800¥¥23,80023,800
¥28,000

¥¥38,300～～¥¥38,300～～

¥¥33,800¥¥33,800

¥45,000～

¥39,800

¥¥35,800¥¥35,80035,800
¥39,800

AXA3003

WPS6K1



13仕様詳細はカタログもしくは、 を検索!! 検索アズワン AXEL

ワイドタイプが新登場！

 クリーンルーム用ディスポマスク   
    セールコード   仕様    マスク幅（a）    入数    価格（税抜）    セール価格（税抜）  
      9-5035-01-30    レギュラー

タイプ  
  180  

  1箱（1枚/パック×50パック入）  ￥  2,000 ￥  1,800
      9-5035-11-30    1箱（1枚/パック×50パック）×40箱  ￥72,000 ￥64,800
      3-6851-01-30  

  ワイドタイプ    210  
  1箱（1枚/パック×50パック入）  ￥  2,450 ￥  2,200

      3-6851-11-30    1箱（1枚/パック×50パック入）×40箱  ￥88,500 ￥79,700

  ■  仕様　  ●  クラス100対応 

レギュラー
タイプ

ワイドタイプ

 クリーンルームゴーグル  （滅菌処理可） 
    セールコード   型　番    価格（税抜）    セール価格（税抜）  
      3-6382-01-30    611010000  ￥4,500 ￥4,050

  ■  仕様

  ●  材質： フレーム／TPR、レンズ／PC（ポリカーボネート）、ベルト／シリコン
●  紫外線カット率： UV385nc／99％
●  オートクレーブ可 

 低温防水手袋   
    セールコード   型　番    サイズ    全長（a）    価格（税抜）    セール価格（税抜）  
      3-6030-01-30    CRYOKIT-400 8    S  

  400  

￥19,000 ￥16,200
      3-6030-02-30    CRYOKIT-400 9    M  ￥19,000 ￥16,200
      3-6030-03-30    CRYOKIT-400 10    L  ￥19,000 ￥16,200
      3-6031-01-30    CRYOKIT-550 8    S  

  550  

￥37,000 ￥31,500
      3-6031-02-30    CRYOKIT-550 9    M  ￥37,000 ￥31,500
      3-6031-03-30    CRYOKIT-550 10    L  ￥37,000 ￥31,500

  ■  仕様

  ●  材質： 表面／ファブリック、内部／断熱フリース・
 Porelleメンブレン

●  温度範囲： －196～＋80℃
●  EN388・EN511適合　●  入数： 1双入 

CRYOKIT-400

 低温防水手袋ロング   
    セールコード   型　番    サイズ    全長（a）    価格（税抜）    セール価格（税抜）  
      3-6032-01-30    CRYOPLUS 8    S  

  400  

￥18,200 ￥16,380
      3-6032-02-30    CRYOPLUS 9    M  ￥18,200 ￥16,380
      3-6032-03-30    CRYOPLUS 10    L  ￥18,200 ￥16,380

  ■  仕様

  ●  材質： 表面／ファブリック、内部／断熱フリース・
 Porelleメンブレン

●  温度範囲： －196～＋80℃
●  EN388・EN511適合　●  入数：1双 

 耐切創導電手袋  （カットレベル3） 
    セールコード   型　番    サイズ    入数    価格（税抜）    セール価格（税抜）  
      3-6423-01-30  

  DCPG-300 
ESD  

  XL  

  1双  

￥1,300 ￥1,170
      3-6423-02-30    L  ￥1,300 ￥1,170
      3-6423-03-30    M  ￥1,300 ￥1,170
      3-6423-04-30    S  ￥1,300 ￥1,170

 ニトリルノンパウダー指サック   
    セールコード   型　番    内径×長さ（a）    入数    価格（税抜）    セール価格（税抜）  
      3-6388-02-30    Sサイズ    φ15×50    1袋（1440枚

入）  
￥7,600 ￥6,800

      3-6388-01-30    Mサイズ    φ18×50  ￥7,600 ￥6,800
 ※ 1袋あたりの価格です。 

  ■  仕様　  ●  材質： NBR（ニトリルゴム）　●  表面抵抗値： 109～1011Ω/□
●  ノンパウダー・無塩素・無硫黄・シリコンオイルフリー 

 耐切創導電手袋  （カットレベル5） 
    セールコード   型　番    サイズ    入数    価格（税抜）    セール価格（税抜）  
      3-6424-01-30  

  DCPGG-300 
ESD   

  XL  

  1双  

￥1,480 ￥1,332
      3-6424-02-30    L  ￥1,480 ￥1,332
      3-6424-03-30    M  ￥1,480 ￥1,332
      3-6424-04-30    S  ￥1,480 ￥1,332

  ■  仕様

  ●  材質： 繊維部／HPPE（高性能ポリエチレン樹脂）・ナイロン・導電繊維、
コーディング樹脂部／PU（ポリウレタン）

●  表面抵抗値： 106～8Ω 

 ノンパウダー指サック   
    セールコード   型　番    内径×長さ（a）    入数    価格（税抜）    セール価格（税抜）  
      3-6387-02-30    Sサイズ    φ15×65    1袋（1440個

入）  
￥4,380 ￥3,900

      3-6387-01-30    Mサイズ    φ18×65  ￥4,380 ￥3,900
 ※ 1袋あたりの価格です。 

  ■  仕様　  ●  材質： 天然ゴム　●  シリコンオイルフリー、無塩素 
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 低温防水手袋   
    セールコード   型　番    サイズ    全長（a）    価格（税抜）    セール価格（税抜）  
      3-6035-01-30    CRYOLITE 8    S  

  380  

￥15,500 ￥13,950
      3-6035-02-30    CRYOLITE 9    M  ￥15,500 ￥13,950
      3-6035-03-30    CRYOLITE 10    L  ￥15,500 ￥13,950

  ■  仕様

  ●  材質： 表面／防水レザー、内側／断熱フリース・
 Porelleフィルム

●  温度範囲： －196～＋80℃
●  EN388・EN511適合　●  入数：1双 

●  超低温液体ガスの取り扱い時に飛散する液体

から手を守ります。

●  超低温液体ガスの取り扱い時に飛散する液体

から手を守ります。

109Ω～



 設備

■定期点検は実施していますか？

バイオハザード対策用クラスⅡキャビネットには定期メンテナンスが必要です。

「感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律」の改正（平成19年6月1日）により1～3種病原体使用施設は1年

に1回以上、4種病原体使用施設は定期的に点検を行うことが義務化されました。

そこで、法律で要求される定期点検を
「アズワン」が「一括」で承ります。

●除染（ホルムアルデヒドガス・二酸化塩素ガス）

●フィルタ交換

●各種修理

●性能検査・調整

●報告書作成（GMP・GLP対応）

■メンテナンスの一例

バイオハザード対策用クラスⅡキャビネットメンテナンス （JIS K 3800及びNSF49対応）

アフターメンテナンスもアズワンにお任せください

14 ご注文・お問い合わせの際は、セールコードでお申しつけください。 セール期間 ： 2017年12月1日（金）～2018年3月30日（金）受注分まで。  価格は税抜き価格です。

 ESCO バイオハザードセフティキャビネットClassⅡ タイプ A2  （循環型） 
    セールコード   型　番    外寸法（a）    価格（税抜）    セール価格（税抜）  
      3-3390-01-30    AC2-2J7    730×810×1980  ￥   980,000 ￥686,000
      3-3390-02-30    AC2-3N7    1035×810×1980  ￥1,100,000 ￥770,000
      3-3390-03-30    AC2-4N7    1340×810×1980  ￥1,150,000 ￥805,000
 ※ 運送費・搬入費・据付費・組立費等が別途必要です。お問い合わせください。 

AC2-4N7

 ESCO バイオクリーンベンチ  （Airstream PRO） 
    セールコード   型　番    外寸法（a）    価格（税抜）    セール価格（税抜）  
      3-7417-01-30    BCB-2E7    730x810x1980  ￥780,000 ￥546,000
      3-7417-02-30    BCB-3E7    1035x810x1980  ￥850,000 ￥595,000
      3-7417-03-30    BCB-4E7    1340x810x1980  ￥920,000 ￥644,000
 ※ 運送費・搬入費・据付費・組立費等が別途必要です。お問い合わせください。 

BCB-4E7

カタログ
掲載ページ P.826

¥¥686,000686,000～～ ¥¥546,000546,000～～
¥980,000～ ¥780,000～
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●   液晶表示パネルを搭載し、風速やフィルタ
寿命等の情報を表示します。
●  循環用・排気用ともにULPAフィルターを
使用しています。



15仕様詳細はカタログもしくは、 を検索!! 検索アズワン AXEL

 ピュアスペース・05  （抗菌・防臭HEPAフィルター仕様） 
    セールコード   型　番    仕様    価格（税抜）    セール価格（税抜）  
      3-1425-01-30    PSV-AD    リモコン付き  ￥95,000 ￥80,800
      3-1425-02-30    PSV-AD（R無）    リモコン無し  ￥93,000 ￥79,100
 ※ リモコン無しでの単独運転はできません。 

  型　番    ピュアスペース・05    ピュアスペース・10  

  風量  
  5段階調節／約5k/x（標準）、約4k/x・

約3k/x・約2k/x、約6k/x  
  5段階調節／約10k/x（標準）、約8k/x・

約6k/x・約4k/x・約11k/x  

  サイズ    494×494×134a    654×654×134a  

  ■  仕様 

   ●  電源： AC100V　50/60]
●  付属品： 抗菌・防臭HEPAフィルター、プレフィルター 

 ピュアスペース・10  （抗菌・防臭HEPAフィルター仕様） 
    セールコード   型　番    仕様    価格（税抜）    セール価格（税抜）  
      3-1426-01-30    PSX-AD    リモコン付き  ￥125,000 ￥106,300
      3-1426-02-30    PSX-AD（R無）    リモコン無し  ￥123,000 ￥104,600
 ※ リモコン無しでの単独運転はできません。 

PSX-AD

PSV-AD

運転時
（LED点灯・フィルター側）
ファンの運転が一目で
わかるLEDライトが
標準装備!!

PS01-AD

   ピュアスペース・05用 
    セールコード   型　番    仕様    価格（税抜）    セール価格（税抜）  
      3-1425-11-30    PSV-05AD    抗菌・防臭HEPA  ￥35,000 ￥28,000
      1-7884-12-30    PSVX-PF    プレフィルター  ￥  　800 ￥  　600

   ピュアスペース・10用 
    セールコード   型　番    仕様    価格（税抜）    セール価格（税抜）  
      3-1426-11-30    PSX-10AD    抗菌・防臭HEPA  ￥50,000 ￥40,000
      1-7885-12-30    PSVX-PF    プレフィルター  ￥  　800 ￥  　600

 ピュアスペース・01用 
    セールコード   型　番    仕様    価格（税抜）    セール価格（税抜）  
      3-1423-11-30    PS01-1AD    抗菌・防臭HEPA  ￥9,000 ￥7,200
      1-7883-12-30    PS01-PF    プレフィルター  ￥　800 ￥　600

カタログ
掲載ページ P.2109
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●   省電力型DCモーターと5段階の風量調節可能な

ファンフィルターユニットです。

●  複数のユニットを連結し（5k/x、10k/xタイ

プの混在可能）、同一段階に設定することが可能

です。ユニットの連結はLANケーブルをつなぐ

だけの簡単接続でユニットの増減も自由自在で

す（パソコンのLANには接続できません）。

●   小 型で容易にクリーン環境を構築することができます。
●  AC100Vコンセントにつなぐだけで抗菌・防臭HEPAフィル
ターを通したエアーを供給します。

 ピュアスペース・01  （抗菌・防臭HEPAフィルター仕様） 

  ■  仕様

  ●  風量： 約1k/x
●  電源： AC100V　50/60]　36/38W 

    セールコード   型　番    サイズ（a）    価格（税抜）    セール価格（税抜）  
      3-1423-01-30    PS01-AD    260×260×149  ￥29,500 ￥25,100

5㎥/min  

1㎥/min  

10㎥/min  

フィルター交換の目安・必要性
FFUで使用するメインフィルター（HEPAフィルターや中性能フィル

ターなど）は、導入時と比較して圧力損失が約2倍、または風量が約

80％になった際が交換の目安となります。

使用環境、稼動状態にもよりますが、クリーンルーム内など周辺環境

の良い場所では約3～5年、工場や作業場など一般環境下では半年～

約1年が交換の目安となります。

フィルターを交換せずに使用し続けると、フィルターの目詰まりによる

給気風量の低下から設計ク

リーン度に到達しなくなった

り、フィルタ自体の劣化によ

る塵埃の発生が起きたりす

る可能性があります。

クリーン環境を維持するため

に定期的な点検・交換をお

勧めします。

使用後 使用前

グ
2109

2020%%
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交換用フィルター



●  SPC150FBは
フットブレーキ付です。

16 ご注文・お問い合わせの際は、セールコードでお申しつけください。 セール期間 ： 2017年12月1日（金）～2018年3月30日（金）受注分まで。  価格は税抜き価格です。

¥¥10,800～～¥¥10,800～～

 スチール台車   
    セールコード   型　番    耐荷重（o）    サイズ（a）    価格（税抜）    セール価格（税抜）  
      3-6579-01-30    SHT150    150    725×470×820  ￥  3,980 ￥  3,200
      3-6579-02-30    SHT300    300    900×600×850  ￥  7,200 ￥  5,800
      3-6579-11-30    SHTW150    150    725×470×785  ￥13,500 ￥10,800

  SHT300  

    セールコード   型　番    耐荷重（o）    サイズ（a）    価格（税抜）    セール価格（税抜）  
      3-6563-01-30    SPC150    150    708×452×885  ￥  8,000 ￥  6,400
      3-6563-02-30    SPC300    300    900×600×880  ￥15,000 ￥12,000
      3-6564-01-30    SPC150FB    150    708×452×885  ￥10,500 ￥  8,400

 静音樹脂台車   
SPC150FB
（フットブレーキ付）

MSO21H MSO11C MSO11H MSO11J

    セールコード   型　番    段数    サイズ（a）    価格（税抜）    セール価格（税抜）  
      3-6495-01-30    ME11A  

  2段  
  532×368×800  ￥12,000 ￥10,800

      3-6495-02-30    ME21A    645×447×800  ￥13,600 ￥12,200
      3-6495-03-30    ME11B  

  3段  
  532×368×800  ￥13,600 ￥12,200

      3-6495-04-30    ME21B    645×447×800  ￥16,200 ￥14,600

 モバイルイージーカート 

  ■  仕様

  ●  棚板有効サイズ： 11タイプ／320×440a、21タイプ／403×553a
●  棚板間隔： 2段タイプ／530a、3段タイプ／260a 

ME11A

 モバイルイージーカート  （ガード枠付き） 
    セールコード   型　番    段数    サイズ（a）    価格（税抜）    セール価格（税抜）  
      3-6639-01-30    ME11E  

  2段  
  532×368×819  ￥13,300 ￥12,000

      3-6640-01-30    ME21E    651×447×810  ￥14,700 ￥13,200
      3-6639-03-30    ME11F  

  3段  
  532×368×855  ￥16,200 ￥14,600

      3-6640-03-30    ME21F    651×447×830  ￥18,500 ￥16,700

  ■  仕様

  ●  棚板有効サイズ： 11タイプ／320×440a、21タイプ／403×553a
●  棚板間隔： 2段タイプ／530a、3段タイプ／260a 

ME11E

 モバイルイージーカート  （トールタイプ／レギュラー31） 
    セールコード   型　番    段数    引出し    ガード枠    サイズ（a）    価格（税抜）    セール価格（税抜）  
      3-6641-01-30    ME31A    

  3段  

  なし  

  なし  
  598×368×
1142  

￥17,200 ￥15,500
      3-6641-02-30    ME31B      あり  ￥18,800 ￥16,900
      3-6641-03-30    ME31C    

  なし  

￥17,200 ￥15,500
      3-6641-07-30    ME31G    

  あり  
  540×370×
1122  

￥19,000 ￥17,100
      3-6641-08-30    ME31H    ￥19,000 ￥17,100
      3-6641-09-30    ME31J      4段    540×370×1160  ￥21,500 ￥19,400

  ■  仕様　  ●  棚板有効サイズ： 444×325a
●  引出し内寸法： 375×325×95a 

ME31B

 モバイルイージーカート  （トールタイプ） 
    セールコード   型　番    段数    引出し    ガード枠    サイズ（a）    価格（税抜）    セール価格（税抜）  
      3-6643-01-30    ME32A  

  3段  

  なし  

  なし  
  705×447×
1117  

￥18,000 ￥16,200
      3-6643-02-30    ME32B    あり  ￥19,800 ￥17,800
      3-6643-03-30    ME32C  

  なし  

￥18,000 ￥16,200
      3-6643-07-30    ME32G  

  あり  
  651×447×
1100  

￥19,800 ￥17,800
      3-6643-08-30    ME32H  ￥19,800 ￥17,800
      3-6643-09-30    ME32J    4段    651×447×1135  ￥23,500 ￥21,200

  ■  仕様　  ●  棚板有効サイズ： 552×403a
●  引出し内寸法： 485×390×95a 

ME32J

  ■  共通仕様　  ●  材質： 天板・棚板／PP（ポリプロピレン）、支柱／ABS樹脂
●  キャスター： φ75aエラストマー製（双輪・2輪ストッパー付き）
●  耐荷重： 50o/段　●  組み立て式 

カタログ
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●  SHT300は静音キャスターを
採用しています。

●  工具を使わずに組み立て・分解が容易にできます。

●  軽量で頑丈な、使い勝手の良いオールプラスチック製です。

●  天板・棚板は枠付きで落下を防止します。
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支柱／ABS樹脂
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 モバイルストレージカート   

  ■  仕様　  ●  棚板有効サイズ： 444×325a
●  引出し内寸法： 395×220×89a 

    セールコード   型　番    段数    引出し/ガード枠    サイズ（a）    価格（税抜）    セール価格（税抜）  
      3-6497-01-30    MSO11C    2段  

  あり/なし  
  598×368×839  ￥15,500 ￥14,000

      3-6497-02-30    MSO11D    3段    598×368×875  ￥16,800 ￥15,100
      3-6497-03-30    MSO11E    2段  

  なし/あり  

  540×370×841  ￥15,500 ￥14,000
      3-6497-04-30    MSO11F    3段    540×370×875  ￥19,000 ￥17,100
      3-6497-05-30    MSO11G    2段    610×370×897  ￥16,000 ￥14,400
      3-6497-06-30    MSO11H    3段    610×370×885  ￥19,500 ￥17,600
      3-6497-08-30    MSO11K    2段  

  あり/あり  
  610×370×897  ￥16,800 ￥15,100

      3-6497-07-30    MSO11J    3段    610×370×885  ￥19,800 ￥17,800

 モバイルストレージカート  （ガード枠付き） 

  ■  仕様　  ●  棚板有効サイズ： 552×403a
●  棚板間隔： 2段タイプ／525a、3段タイプ／260a 

    セールコード   型　番    段数    サイズ（a）    価格（税抜）    セール価格（税抜）  
      3-6496-01-30    MSO21E    2段    651×447×830  ￥17,500 ￥15,800
      3-6496-02-30    MSO21F    3段    651×441×858  ￥19,800 ￥17,800
      3-6496-03-30    MSO21G    2段    705×447×887  ￥18,000 ￥16,200
      3-6496-04-30    MSO21H    3段    705×447×920  ￥20,500 ￥18,500
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 シェイキングインキュベーター   
    セールコード   型　番    価格（税抜）    セール価格（税抜）  
      3-6100-01-30    本体  ￥480,000 ￥408,000
      3-6100-31-30    125pフラスコホルダー（1個入）  ￥  38,000 ￥  32,300
       2-986-21-30    250pフラスコホルダー（1個入）  ￥  21,600 ￥  18,400
       2-986-22-30    500pフラスコホルダー（1個入）  ￥  20,400 ￥  17,300

  ■  仕様　  ●  回転数： 0～200rpm　●  温度調節範囲： 室温＋5～85℃
●  庫内寸法： 340×225×260a　●  架台寸法： 270×200a
●  電源： AC100V　50/60] 

使用例

 マイクロチューブ  （高遠心タイプ） 
    セールコード   型　番    容量（p）    色    価格（税抜）    セール価格（税抜）  
      2-9653-01-30    1210-00  

  1.5  

  ナチュラル  ￥2,400 ￥2,160
      2-9653-02-30    1210-09    6色（青・緑・オレンジ・赤・紫・黄色）  ￥2,500 ￥2,250
      2-9653-03-30    1210-29    蛍光5色（青・緑・オレンジ・ピンク・黄色）  ￥2,700 ￥2,430
      2-9653-04-30    1110-00  

  0.5  
  ナチュラル  ￥4,300 ￥3,870

      2-9653-05-30    1110-09    6色（青・緑・オレンジ・赤・紫・黄色）  ￥4,600 ￥4,140

  ■  仕様　  ●  材質： PP（ポリプロピレン）　●  耐遠心強度： 35000G
●  入数： 1110-00・09／1袋（1000本入）、その他／1袋（500本入） 

1210-09

1210-29

厳しい生産工程で製造されており、

信頼ある品質をアズワンブランドで提供

世界標準のチューブを
アズワンブランドで提供

ヘマトクリットチューブ最大手の製品
をアズワンブランドで安価にご提供

 融点測定用毛細管   
    セールコード   仕様    全長（a）    外径/内径（a）    価格（税抜）    セール価格（税抜）  
      3-6002-01-30  

  一端封じ  
  100  

  1.55/1.05  

￥2,800 ￥2,520
      3-6002-02-30    120  ￥3,000 ￥2,700
      3-6002-03-30  

  両切り  
  100  ￥2,400 ￥2,160

      3-6002-04-30    120  ￥2,500 ￥2,250

  ■  仕様　  ●  材質： 硼珪酸ガラス　●  ID/OD： ±0.05a、±1.0a
●  入数： 1個（100本入） 

 ヘマトクリットチューブ   
    セールコード   型　番    全長（a）    外径/内径（a）    価格（税抜）    セール価格（税抜）  
      3-6003-01-30    プレイン  

  75    1.55/1.15  
￥2,500 ￥2,250

      3-6003-02-30    ヘパリン処理  ￥2,500 ￥2,250
      3-6003-11-30    ワックスプレート    24本立    24本立  ￥3,800 ￥3,420

  ■  仕様　  ●  材質： チューブ／ショットARグラス、プレート／天然ワックス
●  ISO12772適合
●  入数： ワックスプレート／1箱（10個入）、その他／1箱（100本/筒×10筒入） 

プレイン

ヘパリン処理

ワックス
プレート

プレキャリ
ブレーテッド
ピペット

エンドトゥー
エンドチップ

融点測定用
毛細管

 キャピラリーチューブディスペンサー   
    セールコード   型　番    仕様    価格（税抜）    セール価格（税抜）  
      3-6000-01-30    CD    ディスペンサー＋アダプター  ￥3,000 ￥2,700

  ■  仕様　  
● 付属品：ディスペンサー・アダプター
●  オートクレーブ可 

アダプター取付時

カタログ
掲載ページ P.32

カタログ
掲載ページ P.1102

カタログ
掲載ページ P.990

カタログ
掲載ページ P.1102

カタログ
掲載ページ P.1102

カタログ
掲載ページ P.1102

カタログ
掲載ページ P.1101

¥¥408,000¥¥408,000 ¥¥2,160～～¥¥2,160～～

¥¥2,700¥¥2,7002,700
¥3,000

¥480,000

¥¥2,700～～¥¥2,700～～
¥3,000～

¥¥585～～¥¥585585～～
¥650～

¥¥2,160～～¥¥2,160～～
¥2,400～

¥¥2,250～～¥¥2,250～～
¥2,500～

¥2,400～

●  単一方向旋回（反時計回り）

と、交互旋回（時計回り・

反時計回り）の選択が

可能です。

1010%%

OFF!!OFF!!

1515%%

OFF!!OFF!!

1010%%

OFF!!OFF!!

プププ
1010%%

OFF!!OFF!!

1010%%

OFF!!OFF!!

1010%%

OFF!!OFF!!

プレププレプレプレププ

1010%%

OFF!!OFF!!

1210-00

 プレキャリブレーテッドピペット   

  ■  仕様　  ●  材質： 硼珪酸ガラス　●  ISO7550適合
●  入数： 200b／1個（125本入）、その他／1個（250本入） 

    セールコード   容量（b）    目盛（個）    価格（税抜）    セール価格（税抜）  
      3-5999-01-30    5    5  ￥3,200 ￥2,880
      3-5999-02-30    10    2  ￥3,000 ￥2,700
      3-5999-03-30    20  

  1  
￥3,000 ￥2,700

      3-5999-04-30    25  ￥3,000 ￥2,700
      3-5999-05-30    40    2  ￥3,000 ￥2,700
      3-5999-06-30    44.7  

  1  

￥3,000 ￥2,700
      3-5999-07-30    44.7ヘパリン  ￥3,500 ￥3,150
      3-5999-08-30    50  ￥3,000 ￥2,700
      3-5999-09-30    100  

  2  
￥3,000 ￥2,700

      3-5999-10-30    200  ￥3,000 ￥2,700

 エンドトゥーエンドチップ   

  ■  仕様　  ●  材質： ショットARグラス（0.5-1.5のみ硼珪酸ガラス）
●  ISO7550適合　●  長さ： 0.5-1.5／15a、100-100／100a、その他／29a 

    セールコード   型　番    容量（b）    入数    価格（税抜）    セール価格（税抜）  
      3-5998-01-30    0.5-15    0.5  

  1個（100本入）  

￥1,300 ￥1,170
      3-5998-02-30    1-29    1  ￥1,300 ￥1,170
      3-5998-03-30    2-29    2  ￥1,300 ￥1,170
      3-5998-04-30    3-29    3  ￥1,300 ￥1,170
      3-5998-05-30    4-29    4  ￥1,300 ￥1,170
      3-5998-06-30    5-29    5  ￥1,300 ￥1,170
      3-5998-07-30    10-29    10  ￥1,300 ￥1,170
      3-5998-08-30    20-29    20  ￥1,300 ￥1,170
      3-5998-09-30    25-29    25  ￥1,300 ￥1,170
      3-5998-10-30    30-29    30  ￥1,300 ￥1,170
      3-5998-11-30    40-29    40  ￥1,300 ￥1,170
      3-5998-12-30    50-29    50    1個（50本入）  ￥　650 ￥　585
      3-5998-13-30    100-100    100    1個（100本入）  ￥1,300 ￥1,170



カタログ
掲載ページ P.989

18 ご注文・お問い合わせの際は、セールコードでお申しつけください。 セール期間 ： 2017年12月1日（金）～2018年3月30日（金）受注分まで。  価格は税抜き価格です。

1010%%

OFF!!OFF!!

 ビオラモサクラチップ  （バルクパック） 
    セールコード   型　番    容量（b）    色    価格（税抜）    セール価格（税抜）  
      3-6504-01-31    V-10B    10    ナチュラル  ￥5,880 ￥4,900
      3-6504-02-31    V-200B    200    イエロー  ￥5,880 ￥4,900
      3-6504-03-31    V-1000B    1000    ブルー  ￥8,100 ￥6,750

  ■  仕様　  ●  材質： PP（ポリプロピレン）　●  オートクレーブ可（121℃・20分以下）
●  目盛付き　●  DNA・RNase・DNase・パイロジェンフリー
●  入数：1袋（1000本入）×6袋 

V-10B

V-200B

V-1000B  ビオラモサクラチップ  （ラックパック） 
    セールコード   型　番    容量（b）    色    価格（税抜）    セール価格（税抜）  
      3-6629-01-31    V-10R    10    ナチュラル  ￥21,000 ￥17,500
      3-6629-02-31    V-200R    200    イエロー  ￥21,000 ￥17,500
      3-6629-03-31    V-1000R    1000    ブルー  ￥23,400 ￥19,500

  ■  仕様　  ● 材質：PP（ポリプロピレン）　● オートクレーブ可（121℃・20分以下）
●  目盛付き　●  DNA・RNase・DNase・パイロジェンフリー 
●  入数：1ケース（96本/ラック×10ラック入）×6ケース

V-200R V-1000R

V-10R

 ビオラモサクラチップ  （フィルター付） 

  ■  仕様　  ●  材質： チップ・ラック・プレート／PP（ポリプロピレン）、

フィルター／PE（ポリエチレン）
●  電子線滅菌済　●  目盛付き　●  DNA・RNase・DNase・パイロジェンフリー
●  オートクレーブ不可 　●  入数：1ケース（96本/ラック×10ラック入）×6ケース

V-10F

V-1000FV-200F

 ビオラモピペット  （シングルチャンネル） 
    セールコード   型　番    容量（b）    最小可変容量（b）    価格（税抜）    セール価格（税抜）  
      1-1903-22-31    4640370    2～20    0.02  ￥17,800 ￥16,000
      1-1903-23-31    4640380    20～200    0.2  ￥17,800 ￥16,000
      1-1903-24-31    4640390    100～1000    1  ￥17,800 ￥16,000

  ■  仕様　  ●  適合チップ： ビオラモサクラチップ・フィンチップ 

4640370

容量表示が見や
すい大きなディ
スプレイです。

ロック機構付きなの
で振動・ボイル等で
キャップが開き
にくいです！

2.0p

1.5p

 マイクロチューブ用ラベル  （LABOラベ） 
    セールコード   型　番    1片サイズ（a）    入数    価格（税抜）    セール価格（税抜）  
      3-6136-01-30    LBP-LP70-20  

  φ10  
  1袋（70片/シート×20シート入）  ￥2,400 ￥2,160

      3-6136-02-30    LBP-LP70-50    1袋（70片/シート×50シート入）  ￥6,000 ￥5,400

  ■  仕様

  ●  材質： 耐水紙
●  シートサイズ： 148×100a（ハガキサイズ） 

カタログ
掲載ページ P.1076増量サービス中

（5個の価格で6個入り）

本体購入で

ビオラモサクラチップ
1ケースプレゼント! ※

●   ラックは積み重ねが可能ですので保管に場所をとりません。

¥¥1,620～～¥¥1,6201,620～～ ¥¥2,160～～¥¥2,160～～
¥1,800～ ¥2,400～

●  容量調節モジュールが独立しており、耐久性、
容量の安定性に優れています。
●   チップコーンパーツ部分はオートクレーブ可能です。

●  レーザープリンター対応で、
手書きも可能です（水性ペンを除く）。

    セールコード   型　番    容量（b）    色    価格（税抜）    セール価格（税抜）  
      3-6625-01-31    V-10F    10  

  ナチュラル  

￥36,000 ￥30,000
      3-6625-02-31    V-200F    200  ￥36,000 ￥30,000
      3-6625-03-31    V-1000F    1000  ￥38,400 ￥32,000

1010%%

OFF!!OFF!!

1010%%

OFF!!OFF!!

¥¥16,000¥¥16,00016,000
¥17,800

 ビオラモマイクロチューブ   

  ■  仕様　  ●  材質： PP（ポリプロピレン）　●  耐遠心強度： 20000G
●  DNase・RNase・DNAフリー　●  オートクレーブ可 

    セールコード   容量（p）    仕様    底形状    入数    価格（税抜）    セール価格（税抜）  
      1-1600-01-30    1.5  

  未滅菌  
  平底    1袋（1000

本入）  
￥1,800 ￥1,620

      1-1600-02-30    2.0    丸底  ￥2,700 ￥2,430
      1-1600-03-30    1.5    電子線滅

菌済  
  平底    1箱（50本/

袋×5袋入）  
￥1,900 ￥1,710

      1-1600-04-30    2.0    丸底  ￥2,100 ￥1,890

カタログ
掲載ページ P.997

¥¥4,9004,900～～
¥5,880～

カタログ
掲載ページ P.1057

※適合チップ1ケース
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カラーコードで識別が容易です。

 ビオラモクライオバイアル   
    セールコード   型　番    容量（p）    キャップ    入数    価格（税抜）    セール価格（税抜）  
      3-6707-01-30    OC-1.2    1.2  

  アウター
キャップ  

  1箱（2000
個入）  

￥45,000 ￥38,300
      3-6707-02-30    OC-2.0    2.0  ￥45,000 ￥38,300
      3-6707-03-30    OC-4.0    4.0    1箱（1000

個入）  
￥26,000 ￥22,100

      3-6707-04-30    OC-5.0    5.0  ￥34,000 ￥28,900
      3-6707-11-30    IC-1.2    1.2  

  インナー
キャップ  

  1箱（2000
個入）  

￥49,000 ￥41,700
      3-6707-12-30    IC-2.0    2.0  ￥49,000 ￥41,700
      3-6707-13-30    IC-4.0    4.0  

  1箱（1000
個入）  

￥28,000 ￥23,800
      3-6707-14-30    IC-5.0    5.0  ￥36,000 ￥30,600
      3-6707-21-30    インサート白  

  －    －  

￥  3,500 ￥  3,000
      3-6707-22-30    インサート赤  ￥  3,500 ￥  3,000
      3-6707-23-30    インサート黄  ￥  3,500 ￥  3,000
      3-6707-24-30    インサート青  ￥  3,500 ￥  3,000
      3-6707-25-30    インサート緑  ￥  3,500 ￥  3,000
      3-6707-26-30    インサート紫  ￥  3,500 ￥  3,000

  ■  仕様

  ●  材質： PP（ポリプロピレン）
●  電子線滅菌済（SAL10-6）
●  耐冷温度： －196℃ 

アウター
キャップ

インナー
キャップ

 ビオラモ遠沈管Ⅱ（バルクパック）   
    セールコード   型　番    容量    入数    価格（税抜）    セール価格（税抜）  
      1-3500-21-30    VIO-15BN    15p    1パック（50本/袋×8袋×4パック入）  ￥33,600 ￥25,200
      1-3500-22-30    VIO-50BN    50p    1パック（20本/袋×10袋×4パック入）  ￥22,400 ￥16,800

  ■  仕様

  ●  材質： 本体／PP（バージンポリプロピレン）、キャップ／HDPE（高密度ポリエチレン）
●  DNase・RNase・DNA・パイロジェンフリー　●  電子線滅菌済 

15p

 ミニ遠心機   
    セールコード   型　番    回転数（rpm）    価格（税抜）    セール価格（税抜）  
      3-6092-01-30    Cubee    4700  ￥30,000 ￥25,500

    ■  仕様

  ●  最大遠心力： 1540G（2.0pチューブ）
●  最大処理量： 1.5/2.0pチューブ×8本、0.5pチューブ×10本、

 0.1/0.2pPCR チューブ×20本、8連ストリップ×2本
●  サイズ： 183×151×153a
●  電源： AC100V　50/60]　18W
●  専用ローター付属 

カタログ
掲載ページ P.1000

増量サービス中

（3パックの価格で4パック入）

¥¥16,800～～¥¥16,80016,800～～

¥25,500¥¥25,50025,500

¥22,400～

¥30,000

●   DNase・RNase・パイロジェン・DNAフリーです。

●   最大遠心強度20000Gの
高耐久仕様です。

●   1つのローターで3種類の
チューブが使用できます。

1515%%

OFF!!OFF!!

2525%%

OFF!!OFF!!

¥30 000

1515%%

OFF!!OFF!!

¥¥22,100～～¥¥22,100～～
¥26,000～

カタログ
掲載ページ P.1224

 プレミアムグリップ  （パウダーフリー・指先エンボスタイプ） 

      ■  仕様

  ●  材質： ラテックス　●  全長： 240a
●  左右兼用　●  ダブルクロリネーション 

    セールコード   サイズ    入数    価格（税抜）    セール価格（税抜）  
      3-6415-01-30    L  

  1箱（100枚入）  

￥1,480 ￥1,300
      3-6415-02-30    M  ￥1,480 ￥1,300
      3-6415-03-30    S  ￥1,480 ￥1,300

●   ピンホール試験（AQL1.5）に合格しています。

カタログ
掲載ページ P.1965

¥1,480

エンボスタイプ）

1515%%

OFF!!OFF!!¥¥1,3001,300 4700rpm

50p
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1010%%

OFF!!OFF!!

排気弁無

排気弁付

 使い捨て式防塵マスク  （DS2） 
    セールコード   仕様    区分    入数    価格（税抜）    セール価格（税抜）  
      3-8142-01-30    排気弁無  

  DS2  

  1箱（20枚入）  ￥  1,640 ￥  1,500
      3-8142-02-30    排気弁付    1箱（10枚入）  ￥  1,800 ￥  1,600
      3-8142-51-30    排気弁無    1ケース（20枚/箱×12箱入）  ￥18,720 ￥16,800
      3-8142-52-30    排気弁付    1ケース（10枚/箱×12箱入）  ￥20,400 ￥18,400

  ■  仕様

  ●  国家検定合格： 排気弁無／第TM531号（DS2）、排気弁付／第TM532号（DS2）
●  粒子捕集効率： 95％以上 

35p 180p 300p 400p

キャップ取付例  油さし   
    セールコード   容量（p）    外寸法（a）※    入数    価格（税抜）    セール価格（税抜）  
      3-8233-11-30    35    φ35×109  

  1セット（20個
入）  

￥  800 ￥  700
      3-8233-12-30    180    φ54×228  ￥1,600 ￥1,400
      3-8233-13-30    300    φ60×257  ￥2,200 ￥2,000
      3-8233-14-30    400    φ66×287  ￥2,600 ￥2,300
 ※ ノズル部除く 

  ■  仕様

  ●  材質： 本体／PE（ポリエチレン）、キャップ／PP（ポリプロピレン） 

    セールコード   型　番    入数    価格（税抜）    セール価格（税抜）  
      3-8141-01-30    LLサイズ  

  1箱（100枚入）  

￥ 1,180 ￥ 1,100
      3-8141-02-30    Lサイズ  ￥ 1,180 ￥ 1,100
      3-8141-03-30    Mサイズ  ￥ 1,180 ￥ 1,100
      3-8141-04-30    Sサイズ  ￥ 1,180 ￥ 1,100
      3-8141-51-30    LLサイズ 大箱  

  1箱（100枚/箱×20箱
入）  

￥16,600 ￥14,900
      3-8141-52-30    Lサイズ 大箱  ￥16,600 ￥14,900
      3-8141-53-30    Mサイズ 大箱  ￥16,600 ￥14,900
      3-8141-54-30    Sサイズ 大箱  ￥16,600 ￥14,900

 アズセーフニトリル手袋  （パウダーフリー） 

  ■  仕様

  ●  材質： ニトリルゴム　●  指先エンボス加工
●  全長： 240a　●  左右兼用 

イチ押し
セレクション P.7

イチ押し
セレクション P.18

イチ押し
セレクション P.5

¥¥700～¥¥700700～
¥800～

¥1,180～

●  ノーズパッドで調節が
できるため、密閉性が
高いです。

生産現場向け副資材カタログ201811月発刊

イチ押し!! セレクション

イチ押し!! セレクション

ピックアップ商品

¥1,640～

¥¥1,5001,500～～

使い捨て式防塵マ

●1010%%

OFF!!OFF!!

1010%%

OFF!!OFF!!

¥¥1,1001,100～～¥¥1,1001,100～～
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 液体吸収マット   

  ■  仕様

  ●  材質： PP（ポリプロピレン）
●  吸収量： 75r/箱
●  入数： 1箱（100枚入） 

    セールコード   型　番    用途    価格（税抜）    セール価格（税抜）  
      3-6589-01-30    GAM75    水・油・溶剤  ￥11,400 ￥10,300
      3-6589-02-30    OAM75    油  ￥  9,800 ￥  8,800
      3-6589-03-30    CAM75    水・油・溶剤・酸・アルカリ  ￥14,000 ￥12,600

 緊急液体吸収キット   

  ■  仕様

  ●  吸収量： 計60r（マット／1r/枚、ソックス／10r/本）
●  セット内容： ペール×1本、吸収マット×30枚、

ソックス×3本、 回収用ポリ袋×2枚 

    セールコード   型　番    用　途    価格（税抜）    セール価格（税抜）  
      2-985-01-30    GSK6E    水・油・溶剤  ￥19,800 ￥17,800
      2-985-02-30    OSK6E    油・溶剤  ￥19,800 ￥17,800
      2-985-03-30    CSK6E    水・油・溶剤・酸・アルカリ  ￥19,800 ￥17,800

 軍手   
    セールコード   型　番    入数    価格（税抜）    セール価格（税抜）  
      2-9814-51-30    450　30ダース    30ダース

（360双入）  
￥7,560 ￥6,800

      2-9814-52-30    600　30ダース  ￥8,910 ￥8,000

  ■  仕様　  ●  材質： ポリエステル・綿
●  全長： 約230a　●  7ゲージ　
●  2本編み　●  サイズ：フリー 

 純綿軍手   
    セールコード   型　番    入数    価格（税抜）    セール価格（税抜）  
      2-9815-51-30    750　20ダース    20ダース（240双入）  ￥10,800 ￥9,700

  ■  仕様

  ●  材質： 綿　●  全長： 約230a
●  7ゲージ　●  5本編み　●  サイズ：フリー 

 すべり止め付手袋   
    セールコード   型　番    入数    価格（税抜）    セール価格（税抜）  
      2-9816-51-30    720　20ダース    20ダース（240双入）  ￥7,920 ￥7,100

  ■  仕様

  ●  材質： 手袋／ポリエステル・綿、 すべり止め／PVC
●  全長： 約230a
●  7ゲージ　●  サイズ：フリー 

 アズツール綿スムス手袋  （マチ無） 
    セールコード   サイズ    全長（b）    価格（税抜）    セール価格（税抜）  
      3-7278-11-30    S    約21.0  ￥41,400 ￥37,300
      3-7278-12-30    M    約22.0  ￥41,400 ￥37,300
      3-7278-13-30    L    約22.5  ￥41,400 ￥37,300
      3-7278-14-30    LL    約22.8  ￥41,400 ￥37,300

  ■  仕様

  ●  材質： 綿100％
●  リストカラー： SS／ピンク、S／緑、M／白、L／赤、LL／黄
●  入数： 1箱（12双/袋×100袋） 

GSK6E

薬品・冷却水・油の
漏洩対策に

却水・油の
に GAM75

CAM75 OAM75　

イチ押し
セレクション P.1

イチ押し
セレクション P.1

イチ押し
セレクション P.1

イチ押し
セレクション P.1

イチ押し
セレクション P.15イチ押し

セレクション P.15

¥¥37,30037,300¥¥37,30037,300

¥¥6,800～～¥¥6,8006,800～～ ¥¥9,700¥¥9,7009,700 ¥¥7,100¥¥7,1007,100

¥41,400

¥7,560～ ¥10,800 ¥7,920

●  ミシン目が付いておりますので、

半分に分割して使用することが

できます。
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¥7 560

1010%%
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¥10 800

1010%%

OFF!!OFF!!

¥7920

1010%%

OFF!!OFF!!

1010%%

OFF!!OFF!!1010%%

OFF!!OFF!!

¥19,800¥9,800～

イチ押

¥¥17,80017,800
イチチイチ

¥¥8,8008,800～～

液体危険物を
すばやく吸収

柔らかく手に優しく
フィットします。

フィット感に優れています。 2本編みですべり止め
加工付です。
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22 ご注文・お問い合わせの際は、セールコードでお申しつけください。 セール期間 ： 2017年12月1日（金）～2018年3月30日（金）受注分まで。  価格は税抜き価格です。
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 高真空ダイヤフラム型ドライ真空ポンプ  （耐蝕型） 
    セールコード   型　番    排気速度（実効）（r/x）    到達圧力（kPa abs.）    価格（税抜）    セール価格（税抜）  
      1-4148-11-30    DTC-22    20/24（50/60]）  

  1  
￥176,000 ￥158,400

      1-4148-03-30    DTC-41    40/46（50/60]）  ￥210,000 ￥189,000

  ■  仕様

  ●  電源： AC100V　50/60] 

DTC-22

測定結果が
10秒で分かる！

 耐食型ダイアフラム定量ポンプ  （SIMDOS FEM1.10） 
    セールコード   型　番    接液部材質（ポンプヘッド／ダイヤフラム／バルブ）    価格（税抜）    セール価格（税抜）  
      1-1837-01-30    FEM1.10TT.18S    PVDF／PTFEコーティング／FFKM  ￥195,000 ￥175,500
      1-1837-03-30    FEM1.10KT.18S    PP／PTFEコーティング／FFKM  ￥186,000 ￥167,400
      1-1837-05-30    FEM1.10FT.18S    PTFE／PTFEコーティング／FFKM  ￥318,000 ￥286,200

      ■  仕様　  ●  流量： 1～100p/x　●  再現性： ±1％　
●  流量精度： ±2％　●  電源： AC100～240V　50/60] 

FEM1.10TT.18S

    セールコード   型　番    接液部材質（ポンプヘッド/ダイヤフラム/バルブ）    価格（税抜）    セール価格（税抜）  
      1-5312-21-30    FEM1.02KT.18S    PP/PTFEコーティング/FFKM  ￥186,000 ￥167,400
      1-5312-22-30    FEM1.02TT.18S    PVDF/PTFEコーティング/FFKM  ￥195,000 ￥175,500
      1-5312-23-30    FEM1.02FT.18S    PTFE/PTFEコーティング/FFKM  ￥318,000 ￥286,200

 耐食型ダイヤフラム定量ポンプ  （SIMDOS02） 

  ■  仕様　  ●  流量： 0.03～20p/x　●  流量精度： ±2％　
●  再現性： ±1％　●  電源： AC100～240V　50/60] 

FEM1.02KT.18S

カタログ
掲載ページ P.325

カタログ
掲載ページ P.319

カタログ
掲載ページ P.1034

カタログ
掲載ページ P.280

カタログ
掲載ページ P.280

¥¥85,00085,000～～¥¥85,00085,000～～

¥¥99,80099,800¥¥99,80099,800

●  ATP（アデノシン三リン酸）だけでなく、
ADP（アデノシン二リン酸）と
AMP（アデノシン一リン酸）も測定し、
より汚れを検出します。

●  低騒音・低振動・自給式・
空運転可能で容易に流量
可変ができます。

●  低騒音、低振動、自給式で、気体と液体の
搬送・送液が可能です。

 油回転真空ポンプ  （小型直結型） 

 ●  OMT-050A（定価10,900円）付 

    セールコード   型　番    タイプ    排気速度（実効）（r/x）    到達圧力（Pa）    価格（税抜）  
      1-672-03-30    G-10DA  

  二段式  
  10/12（50/60]）  

  1.3（1×10
-2
Torr）  

￥85,000
      1-672-06-30    G-20DA    20/24（50/60]）  ￥87,000
      1-672-07-30    〇G-50SA    一段式  

  50/60（50/60]）  
  9.3（7×10

-2
Torr）  ￥88,000

      1-672-08-30    G-50DA    二段式    1.3（1×10
-2
Torr）  ￥94,000

 ATPふき取り検査システム  （ルミテスター） 

 ※ 「食品衛生検査指針　微生物編2004」収載商品 

  ■  仕様　  ＜ルミテスターPD-30＞
●  測定時間： 10秒　●  データメモリ： 2000データ 

    セールコード   型　番    仕様    価格（税抜）  
      2-8524-11-33    60486    PD-30  ￥99,800

G-20DA

本体購入で

ミストトラップ
プレゼント!

ルシパックA3
プレゼント!
（40本、12,000円相当）

1010%%

OFF!!OFF!!

流量

1010%%

OFF!!OFF!!

※プレゼント後日発送

流量をデジタルで設定できます。

¥¥158,400～～¥¥158,400158,400～～
¥176,000～

¥¥167,400～～¥¥167,400～～ ¥¥167,400～～¥¥167,400～～
¥186,000～ ¥186,000～
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 卓上型エコノミーpH計  （pH700） 
    セールコード   型　番    測定項目    価格（税抜）    セール価格（税抜）  
      1-6938-31-30    ECPH70042GS    pH・ORP・℃  ￥104,000 ￥94,600
 ※ ORP測定には別途ORP電極が必要です。 

 ■  本体仕様

       pH    ORP    温度  

  測定範囲    －2～16pH    －2000～＋2000mV    0～100℃  

  分解能    0.01pH    0.1mV（±199.9mV）・1mV（その他）    0.1℃  

  測定器精度    ±0.01pH    ±0.2mV（±199.9mV）・±2mV（その他）    ±0.3℃  

  電源    AC100/240V（ACアダプター付属）  

  付属品    pH電極（EC620131）、温度センサー（PH5TEMB01P）、電極スタンド、pH計校正液（4.01、7.00、10.01）  

ECPH70042GS
 卓上型pH＆導電率複合計  （PC2700） 

    セールコード   型　番    測定項目    価格（税抜）    セール価格（税抜）  
      2-4923-01-30    ECPC270043S    pH・温度・ORP・導電率  ￥193,000 ￥175,000
 ※ ORP測定には別途ORP電極が必要です。 

 ■  本体仕様

       pH    ORP    温度    導電率  

  測定範囲    －2～20pH    ±2000.0mV    0～100℃    0.05aS/b～500cS/b  

  分解能    0.1/0.01/0.001pH    0.1mV    0.1℃    0.01/0.1aS・0.001/0.01/0.1cS  

  精度    ±0.002pH    ±0.2mV    ±0.3℃    ±1％FS  

       TDS    塩分    抵抗率    ‐  

  測定範囲    0～350ppt（at TDSファクター1.0）    0～80ppt    2.000Ω～20.0MΩ    ‐  

  分解能    0.01/0.1ppm・0.001/0.01/0.1ppt    0.1ppt    0.01/0.1Ω・0.001/0.1kΩ・0.01MΩ    ‐  

  精度    ±1％FS    ‐  

  電源    AC100/240V（ACアダプター付属）  

  付属品    pHセンサー（ECFG7370101B）・導電率センサー（CONSEN9201D）・アームスタンド・pH計校正液（4.01、7.00、10.01）・導電率校正液（1413aS）  

ECPC270043S

 卓上型pH＆導電率複合計  （PC700） 
    セールコード   型　番    測定項目    価格（税抜）    セール価格（税抜）  
      1-3570-01-30    ECPC70043S    pH・温度・ORP・導電率・TDS  ￥143,000 ￥130,000
 ※ ORP測定には別途ORP電極が必要です。 

 ■  本体仕様

       pH    ORP    温度    導電率    TDS  

  測定範囲    －2～16pH    －2000～＋2000mV    0～100℃    0～200cS/b    0～200ppt（at TDSファクター1.0）  

  分解能    0.01pH    0.1mV（±199.9mV）・1mV（その他）    0.1℃    0.01/0.1/1aS・0.01/0.1cS    0.01/0.1/1ppm・0.01/0.1ppt  

  測定器精度    ±0.01pH    ±0.2mV（±199.9mV）・±2mV（その他）    ±0.5℃    ±1％FS    ±1％FS  

  電源    AC100/240V（ACアダプター付属）  

  付属品    pH電極（ECFC7252101B）・導電率センサー（CONSEN9501D）・電極スタンド・pH計校正液（4.01、7.00、10.01）、導電率校正液（1413aS）  

ECPC70043SECPH270042GS

 ■  本体仕様

       pH    ORP    温度  

  測定範囲    －2～20pH    －2000～＋2000mV    0～100℃  

  分解能    0.1/0.01/0.001pH    0.1mV    0.1℃  

  測定器精度    ±0.002pH＋1dgt    ±0.2mV    ±0.3℃  

  電源    AC100/240V（ACアダプター付属）  

  付属品    pH電極（ECFG7370101B）、温度センサー（PH5TEMB01P）、pH補充液（60p）・電極スタンド・ソフトウェア・pH校正液（4.01、7.00、10.01）  

 マイクロピペット  （アキュラ） 

 ※ 1　0.5bで測定　※ 2　1bで測定 

  ■  仕様　  ●  オートクレーブ可（分解不要・121℃・20分） 

825.0010

825.0010Y825.1000

 フッ素ガスコーティング容器   
    セールコード   型　番    サイズ（a）    容量（p）    価格（税抜）    セール価格（税抜）  
      3-7327-01-30    JPF-100    φ31.5×φ50×96    100  ￥　400 ￥　360
      3-7327-02-30    JPF-250    φ31.5×φ63×131    250  ￥　610 ￥　550
      3-7327-03-30    JPF-500    φ45.0×φ77×161    500  ￥　830 ￥　750
      3-7327-04-30    JPF-1000    φ45.0×φ96×198    1000  ￥1,490 ￥1,340
      3-7327-05-30    JPF-2000    φ92.0×φ120×253    2000  ￥3,100 ￥2,790
      3-7328-01-30    JFW-100    φ31.5×φ50×94    100  ￥　370 ￥　330
      3-7328-02-30    JFW-250    φ31.5×φ63×132    250  ￥　550 ￥　500
      3-7328-03-30    JFW-500    φ42.5×φ80×155    500  ￥　750 ￥　680
      3-7328-04-30    JFW-1000    φ42.5×φ98×193    1000  ￥1,350 ￥1,220
      3-7328-05-30    JFW-2000    φ85.0×φ125×249    2000  ￥2,800 ￥2,520
    ■  仕様

  ●  材質： JPFタイプ／PP（ポリプロピレン）、JFWタイプ／（本体）HDPE（高密度ポ
リエチレン）・（キャップ）PP（ポリプロピレン）・（パッキン）エラストマー 

JPF JFW

カタログ
掲載ページ P.1314

カタログ
掲載ページ P.1063

¥¥26,40026,400～～¥¥26,40026,400～～

¥¥330～¥¥330～
¥370～

●  樹脂容器の表面にフッ素ガス処理を施しており、長期間効果が持続致します。
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本体購入で

ビオラモ
サクラチップ
1ケースプレゼント! ※

    セールコード   型　番    分注容量（b）    最小可変容量（b）    精　度    再現性    価格（税抜）  
      1-9347-01-31    825.0002    0.1～2    0.002    ＜±6.0％※1～＜±2.0％    ＜5.0％※1～＜1.5％  ￥28,100
      1-9347-02-31    825.0010    0.5～10  

  0.01  
  ＜±2.5％※2～＜±1.0％    ＜1.8％※2～＜0.5％  ￥28,100

      1-9347-03-31    825.0010Y    1～10    ＜±2.5％～
＜±1.0％  

  ＜2.5％～＜0.7％  ￥26,400
      1-9347-04-31    825.0020    2～20    0.02    ＜1.7％～＜0.5％  ￥26,400
      1-9347-05-31    825.0050    5～50  

  0.1  
  ＜±1.5％～＜±1.0％    ＜1.0％～＜0.4％  ￥26,400

      1-9347-06-31    825.0100    10～100    ＜±1.5％～＜±0.8％    ＜1.0％～＜0.2％  ￥26,400
      1-9347-07-31    825.0200    20～200    0.2    ＜±1.5％～＜±0.6％    ＜0.6％～＜0.2％  ￥26,400
      1-9347-08-31    825.1000    100～1000    1.0    ＜±1.5％～＜±0.5％    ＜0.5％～＜0.2％  ￥26,400

カタログ
掲載ページ P.463

カタログ
掲載ページ P.463

カタログ
掲載ページ P.461

カタログ
掲載ページ P.463 卓上型デラックスpH計  （pH2700） 

 ※ ORP測定には別途ORP電極が必要です。 

    セールコード   型　番    測定項目    価格（税抜）    セール価格（税抜）  
      1-4721-11-30    ECPH270042GS    pH・ORP・℃  ￥138,000 ￥125,000

対象品購入で

ハンディPH計
プレゼント!!

E
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OFF!!OFF!!¥¥94,600～～¥¥94,600～～
¥104,000～
※プレゼント同梱

※適合チップ・1ケース
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170万点以上

https://www.as-1.co.jp/

ht tps : / /axe l .as -1 .co . jp
...etc

ご用命は信用ある代理店へ

171110TMS01

TVCM公開中

アズワン　AXEL科学機器・事務用品の検索サイト

80年間、理化学機器を扱ってきたからこそ

一般的なものから最先端の商品まで

科学機器・副資材・事務用品を網羅した検索サイト

取扱商品 万点以上

顕微鏡 アイボーイ 聴診器 ルーペ トイレットペーパー コピー用紙

書籍 消火器 鍋 電池 安全靴 めだかのえさ


