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   ●  測定方向を識別するために
矢印が刻印されています。 

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 ： 2018年3月30日（金）受注分まで。  価格は税抜き価格です。

¥¥531,000
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汎用的な
スタンダードタイプ

さらにお求めやすく！ 幅広い波長領域での使用に適したアクリル製

340～2500nmの広範囲 光路長のバラツキが少ない

高精度の最上位機種お求めやすい
ベーシックモデル

 紫外可視分光光度計  （シングルビーム） 
      セールコード    型　番    サイズ（a）    価格（税抜）    セール価格（税抜）  
      1-2942-01-30    ASUV-3100PC    490×385×230    ￥590,000    ￥531,000  
      ■  仕様
  ●  波長範囲： 190～1100nc　●  スペクトルバンド幅： 2nc
●  セルホルダー： 4連セルホルダー　●  重量： 約14o 

 紫外可視分光光度計  （ダブルビーム） 
      セールコード    型　番    サイズ（a）    価格（税抜）    セール価格（税抜）  
      1-2938-01-30    ASUV-6300PC    590×435×250    ￥980,000    ￥882,000  
■ 仕様
●  波長範囲： 190～1100nc　●  スペクトルバンド幅： 1nc
●  セルホルダー： 光路長10a角セル用×2セット
●  重量： 約19o

   ●  標準カーブ、マルチ波長計測、波長スキャニング、
キネティックス、DNA/タンパク質分析が可能です。

●  4つのセルを搭載できます。 

   ●  標準カーブ、マルチ波長計測、波長スキャニング、
キネティックス、DNA/タンパク質分析が可能です。

●  USBメモリーでデータの保存が容易にできます。 

 アズラボ石英セル  （2面透明） 
      セールコード    型　番    サイズ（a）    光路長×光路幅（a）    容量（p）    価格（税抜）    セール価格（税抜）  
      1-2902-01-30    Q-101    3.5×12.5×45    1×10    0.35    ￥11,000    ￥  9,900  
      1-2902-02-30    Q-102    4.5×12.5×45    2×10    0.7    ￥11,000    ￥  9,900  
      1-2902-03-30    Q-103    7.5×12.5×45    5×10    1.7    ￥10,000    ￥  9,000  
      1-2902-04-30    Q-104    12.5×12.5×45    10×10    3.5    ￥  4,900    ￥  4,410  
      1-2902-05-30    Q-105    22.5×12.5×45    20×10    7.0    ￥12,500    ￥11,300  
      1-2902-06-30    Q-106    32.5×12.5×45    30×10    10.5    ￥14,000    ￥12,600  
      1-2902-07-30    Q-107    42.5×12.5×45    40×10    14.0    ￥16,500    ￥14,900  
      1-2902-08-30    Q-108    52.5×12.5×45    50×10    17.5    ￥15,500    ￥14,000  
      1-2902-09-30    Q-109    102.5×12.5×45    100×10    35.0    ￥32,000    ￥28,800  
      ■  仕様　  ●  サイズ： 12.5×12.5×45a 

Q-106

Q-101 Q-102 Q-103 Q-104 Q-105

Q-107 Q-108
Q-109

   ●  精密接合仕上げですので、
光路長のバラツキが少なく、
接合面が丈夫です。

●  接着剤不使用です。 

¥¥4,410～～
¥4,900～ ¥¥  890～～    
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¥¥920～～
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 アズラボ石英セル   
      セールコード    型　番    仕様    光路長×光路幅（a）    容量（p）    価格（税抜）    セール価格（税抜）  
      1-2901-01-30    Q-24    セミマイクロブラック2面透明    10×4    1.4    ￥  9,000    ￥  8,100  
      1-2901-02-30    Q-44    マイクロブラック2面透明    10×2    0.7    ￥  9,000    ￥  8,100  
      1-2902-04-30    Q-104    2面透明  

  10×10    3.5  

  ￥  4,900    ￥  4,410  
      1-2901-05-30    Q-114    テフロン栓付き2面透明    ￥15,500    ￥14,000  
      1-2901-03-30    Q-204    4面透明    ￥12,000    ￥10,800  
      1-2901-04-30    Q-214    テフロン栓付き4面透明    ￥17,000    ￥15,300  
      1-2901-06-30    Q-244    マイクロ2面透明    10×2    0.7    ￥14,000    ￥12,600  
      1-2901-07-30    Q-264    セミマイクロ2面透明    10×5    1.4    ￥14,000    ￥12,600  
      ■  仕様　  ●  サイズ： 12.5×12.5×45a 

Q-204

Q-104Q-44Q-24

Q-264Q-244Q-114Q-214

   ●  接着剤不使用です
（Q-24・
Q-44を除く）。 

      セールコード    型　番    サイズ（a）    光路長×光路幅（a）    容量（p）    価格（税抜）    セール価格（税抜）  
      1-2871-01-30    G-101    3.5×12.5×45    1×10    0.35    ￥2,600    ￥2,080  
      1-2871-02-30    G-102    4.5×12.5×45    2×10    0.7    ￥2,300    ￥1,840  
      1-2871-03-30    G-103    7.5×12.5×45    5×10    1.7    ￥1,500    ￥1,200  
      1-2871-04-30    G-104    12.5×12.5×45    10×10    3.5    ￥1,150    ￥    920  
      1-2871-05-30    G-105    22.5×12.5×45    20×10    7.0    ￥1,800    ￥1,440  
      1-2871-06-30    G-106    32.5×12.5×45    30×9.5    10.5    ￥2,200    ￥1,760  
      1-2871-07-30    G-107    42.5×12.5×45    40×9.5    14.0    ￥2,300    ￥1,840  
      1-2871-08-30    G-108    52.5×12.5×45    50×9.5    17.5    ￥2,800    ￥2,240  
      1-2871-09-30    G-109    102.5×12.5×45    100×9.5    35.0    ￥5,600    ￥4,480  

 アズラボガラスセル  （2面透明） 

      ■  仕様　  ●  材質： 硼珪酸ガラス 

G-106 G-107
 ●  接着剤不使用です。 

G-108

G-109

G-101 G-102 G-103 G-104 G-105

      ■  仕様　  ●  透過面： 2面　●  材質： PS　●  測定領域： 320～800a
●  サイズ： 12.5×12.5×45a　●  入数： 1箱（100本入） 

 アズラボディスポセル  （可視光用） 
      セールコード    型　番    仕様    光路長×光路幅（a）    容量（p）    価格（税抜）    セール価格（税抜）  
      1-2855-01-30    ST-PS    スタンダード    10  ×10   2.5～4.5    ￥990    ￥890  
      1-2855-02-30    SM-PS    セミミクロ    10  ×4   1.5～3.0    ￥990    ￥890  

ST-PS SM-PS

 アズラボディスポセル  （近紫外・可視光用） 
      セールコード    型　番    仕様    光路長×光路幅（a）    容量（p）    価格（税抜）    セール価格（税抜）  
      1-2848-01-30    ST-MA    スタンダード    10  ×10   2.5～4.5    ￥1,400    ￥1,260  
      1-2848-02-30    SM-MA    セミミクロ    10  ×4   1.5～3.0    ￥1,400    ￥1,260  
      ■  仕様　  ● 透過面：2面　● 材質：PMMA　● 測定領域：285～800a
●  サイズ： 12.5×12.5×45a　●  入数： 1箱（100本入） 

 分光光度計   
      セールコード    型　番    サイズ（a）    価格（税抜）    セール価格（税抜）  
      1-1814-01-30    ASV11D    440×350×200    ￥99,000    ￥89,100  

  ■  仕様　●  測定方式： シングルビーム（1200ライン/a）
  ●  波長範囲： 325～1000nc　●  スペクトルバンド幅： 4nc
●  セルホルダー： 4連セルホルダー　●  重量： 約8o 

 ※ 予備のセルはアズラボガラスセルをご使用下さい。 
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¥¥9,0009,000～～¥12,000～

 LEDリング照明   
      セールコード    型　番    LEDチップ    最大照度（lx）    価格（税抜）    セール価格（税抜）  
      3-6683-01-30    ARL-48S    48個（二重巻）    12000    ￥12,000    ￥  9,000  
      3-6683-02-30    ARL-64W    64個（二重巻）    16000    ￥16,000    ￥12,000  
      3-6683-03-30    ARL-144W    144個（三重巻）    20000    ￥19,800    ￥14,900  
  ■  仕様　  ● 光量調節：調光ダイヤル式（手動）　● 色温度：6400～6500K
●  サイズ： 98×123×29a　●  電源： AC100～240V　50/60]　
●  取り付け方法： 3点止め（取り付け部φ60a以下） 
  ■  付属品　  ●  取付用リング（実体顕微鏡用） 

PCM500使用例

仕様詳細はカタログもしくは、 で検索!! 検索アズワン AXEL

¥¥33,200
¥39,000 ¥¥387,000

¥430,000

P.1230
カタログ
掲載ページ

高解像度CCIS®光学系
ECプランアクロマートレンズを採用

高画素をUSB3.0でストレスフリー

LEDチップ数の
異なる3種類をご用意

画像回転機能で、
文字の
読み取りが容易

小型多機能タイプの
電気泳動装置

多機能なハイスペック機

1010%%
OFF!!OFF!!

 小型サブマリン電気泳動装置   
      セールコード    型　番    価格（税抜）    セール価格（税抜）  
      3-6653-01-30    ASEP-100    ￥39,000    ￥33,200  
  ■  仕様　  ●  電圧： 35・50・100V　●  入力電源： AC100～120V　50/60] 1A
●  サイズ： 本体／190×130×55a、ゲルトレイS／54×60a、ゲルトレイL／ 110×60a
●  タイマー機能： 0～99分まで設定可能
●  付属品： ゲル作製器S（ゲルトレイ×4、サンプルコウム×2）、

 ゲル作製器L（ゲルトレイ×2、サンプルコウム×2） 

本体

 マイクロプレートリーダー   
      セールコード    型　番    波長範囲(nc)    価格（税抜）    セール価格（税抜）  
      3-6550-01-30    MPR-A100    340～750    ￥430,000    ￥387,000  
  ■  仕様　  ●  読み取り範囲： 0～4Abs
●  正確性： 0～2Abs≦±0.005Abs、2～3Abs≦±1％、3～4Abs≦±3％
●  分解能： 0.001Abs　●  表示： タッチパネル式カラー液晶
●  測定速度： 約6秒で96ウェルプレートの測定
●  シェイキング機能： 3モード（Slow、Midium、Fast）
●  外部接続： USBインターフェース×2（データエクスポート、マウス、キーボード）
●  電源： AC100～240V　50/60]　●  サイズ： 440×295×225a
●  付属品： フィルター（405・450・492・630×各1） 

P.1239
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掲載ページ
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 EC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）  
      3-6692-01-30    MP38B  

  40～1000×  
  双眼    ￥148,000    ￥133,000  

      3-6692-02-30    MP38T    三眼    ￥159,000    ￥143,000  
  ■  仕様
  ●  光学系： 無限遠色補正（CCISR）　●  接眼レンズ： 10倍（視野数20）　
●  焦点調節： 一軸粗微動方式　●  眼幅調節範囲： 55～75a　
●  対物レンズ：  ECプランアクロマートレンズ4×/N.A.0.1・10×/N.A.0.25・

 S40×/N.A.0.65・S100×/N.A.1.25（oil）　
●  XYステージ： 移動距離／左右76a　前後50a、スライド2枚保持　
●  照明電源： 100～240V 50/60]　●  照明： 3W LEDケーラー照明
●  サイズ： 本体／210×410×415a、ステージ／175×140a MP38T

対物レンズ

   ●  本格ケーラー照明を採用し、サンプルが熱
により損傷するのを低減します。 

 ■  ハイコントラストで小さい周差を実現
対物レンズ  ECプランアクロマートレンズ

       N.A    WD(mm)  
  4×    0.1    15.9  
  10×    0.25    17.4  
  40×    0.65    0.5  
  100×    1.25    0.15  

 顕微鏡用高速通信デジタルカメラ  （USB3.0） 
      セールコード    型　番    画素数    撮影素子    価格（税抜）    セール価格（税抜）  
      3-6691-01-30    PCM300    300万画素    1/2"    ￥68,000    ￥61,200  
      3-6691-02-30    PCM500    500万画素    1/2.5"    ￥82,500    ￥74,300  
      ■  仕様
  ●  インターフェース： USB3.0（USB2.0も使用可能ですが、本来の性能を発揮できません）
●  フレームレート（動作環境により変動）：
PCM300／2048×1536＠12fps・1024×768＠30fps・512×384＠50fps、
PCM500／2592×1944＠14fps・1296×972＠30fps・648×486＠50fps

●  対応OS： WindowsR7/8/10　●  マウント： Cマウント
●  データフォーマット： BMP、JPG、SFC、TIFF、AVI
●  イメージングエリア： PCM300／6.55×4.92a、PCM500／5.70×4.28a
●  本体サイズ： 81×129×48a　●  重量： 250n PCM300

   ●  色の再現性に優れた顕微鏡用デジタルカメラです。
●  Plug and Playでデバイスの設置が容易です。 

ARL-48S ARL-144W

グ照明

2525%%
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 工業用内視鏡   
      セールコード    型　番    解像度    焦点距離（a）    価格（税抜）    セール価格（税抜）  
      3-6125-01-30    F300-6.0a1c articulation Hyperion probe    640×480ピクセル    10～60    ￥220,000    ￥198,000  
 ※ 医療用途にはご使用できません。 

      ■  仕様　  ●  保存形式： JPEG・AVI　●  機能： ブースト・画像回転・反射防止・ダストフリー
●  防塵・防水： 本体／IP55、カメラケーブル／IP67（操作部・接合部は除く）
●  サイズ： 本体／116×140×42a、プローブ／φ6a×1c　●  電源： 単3乾電池×4本（テスト用付属）
●  付属品： クランプ（本体固定用）、SDカード（4GB） 

   ●  ダストフリー機能により、鮮明な観察が可能です。 

¥¥198,000
¥220,000

¥¥61,200～
¥68,000～ 1010%%
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¥¥133,000～～
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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 ： 2018年3月30日（金）受注分まで。  価格は税抜き価格です。

負荷に負けない大きなトルクで
作業が楽です。

電動ピペットを
さらにお求めやすく。

貴重な溶液のロスを防ぐ。 泡抜き、リンス、希釈、二液混合が可能！

全体のオートクレーブが可能！

少量からビーカーサイズまでの
処理能力！

¥¥37,800
¥42,000

¥¥166,000
¥195,000
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 ハイパワーホモジナイザー   
      セールコード    型　番    仕様    価格（税抜）    セール価格（税抜）  
      2-822-01-30    ASG50    本体    ￥42,000    ￥37,800  
      2-822-12-30    ASPES-ST    ステンレスペッスル    ￥  3,100    ￥  2,790  
        ■  仕様
  ●  回転数： 3000～8000rpm　●  モーター： ブラシレスDCモーター
●  出力： 50W連続、70W（最大）
●  電源： AC100V　50/60]　12V　DC　5A
●  サイズ： 170×50×26a　●  重量： 145n
●  付属品： ペッスル×10本、ACアダプター 

ステンレスペッスル

 超音波ホモジナイザー   
      セールコード    型　番    サンプル処理量（p）    価格（税抜）    セール価格（税抜）  
      2-927-01-30    THU-80    1～100    ￥195,000    ￥166,000  
  ■  仕様
  ●  出力： 80W　●  発振周波数： 20k]　●  チップ径： 1/8インチ（本体付属）
●  電源： AC100V　50/60]　
●  サイズ： 本体／170×190×89a、発振部／φ45×292a
●  重量： 約2o、発振部／約400n 

1515%%
OFF!!OFF!!

 電動ピペット  （ｄPette） 
      セールコード    型　番    容量（b）    最小可変容量（b）    精度（％）    再現性（％）    価格（税抜）    セール価格（税抜）  
      3-7013-01-30    0.5-10    0.5～10    0.01    ±3.0    ≦2.00    ￥29,000    ￥26,100  
      3-7013-02-30    5-50    5～50    0.1    ±2.75    ≦1.50    ￥29,000    ￥26,100  
      3-7013-03-30    30-300    30～300    1    ±2.5    ≦0.75    ￥29,000    ￥26,100  
      3-7013-04-30    100-1000    100～1000    5    ±2.25    ≦0.50    ￥29,000    ￥26,100  
      3-7013-05-30    0.5-10 連続分注タイプ     0.5～10    0.01    ±3.0    ≦2.00    ￥36,000    ￥32,400  
      3-7013-06-30    5-50 連続分注タイプ    5～50    0.1    ±2.75    ≦1.50    ￥36,000    ￥32,400  
      3-7013-07-30    30-300 連続分注タイプ    30～300    1    ±2.5    ≦0.75    ￥36,000    ￥32,400  
      3-7013-08-30    100-1000 連続分注タイプ    100～1000    5    ±2.25    ≦0.50    ￥36,000    ￥32,400  
  ■  仕様
  ●  オートクレーブ可（121℃・20分）（ヘッド部のみ） 

   ●  マイクロチューブ内などの少量サンプルを均
質化できるミキシング機能付きです。

●  連続分注タイプは通常のピペッティングモー
ドの他、連続分注モード、希釈モードが選択
できます。 

¥¥26,100～～
¥29,000～

¥¥16,800～～
¥21,000～

 ボトルディスペンサー   
      セールコード    型　番    分注容量（p）    最小目盛（p）    価格（税抜）    セール価格（税抜）  
      2-9673-01-30    BTDR-3    1.0～10    0.2    ￥21,000    ￥16,800  
      2-9673-02-30    BTDR-4    2.5～30    0.5    ￥24,000    ￥19,200  
      2-9673-03-30    BTDR-5    5.0～60    1    ￥27,000    ￥21,600  
      2-9673-04-30    BTDR-6    10～100    2    ￥58,000    ￥46,400  
 ※ ボトルは付属していません。 

      ■  仕様
  ●  材質： ピストン／PTFE、シリンダー／硼珪酸ガラス、 吸引・排出チューブ／FEP
●  精度： ±0.5％　●  再現性： ±0.1％　●  本体口内径： 30a（GL30）　
●  オートクレーブ可（121℃・100kPa・15分)
●  ボトルアダプター（付属）： 28a (GL28)、32a (GL32)、36a (GL36)、

40a(GL40)、45a(GL45) 

   ●  分注方向が360°自由に調整
できます。

●  ボトルアダプター付きで様々
なネジ口瓶に適応します。 

BTDR-6

！

2020%%
OFF!!OFF!!

1010%%
OFF!!OFF!!

1010%%
OFF!!OFF!!

 ボトルトップディスペンサー  （泡抜き機構付） 
      セールコード    型　番    分注容量（p）    最小目盛（p）    価格（税抜）    セール価格（税抜）  
      3-5997-01-30    BEAT2.5    0.25～2.5    0.05    ￥36,000    ￥28,800  
      3-5997-02-30    BEAT5    0.5～5    0.1    ￥36,000    ￥28,800  
      3-5997-03-30    BEAT10    1～10    0.2    ￥36,000    ￥28,800  
      3-5997-04-30    BEAT30    2.5～30    0.5    ￥48,000    ￥38,400  
      3-5997-05-30    BEAT60    5～60    1    ￥58,000    ￥46,400  
      3-5997-06-30    BEAT100    10～100    2    ￥64,000    ￥51,200  
 ※ ボトルは付属していません。 

  ■  仕様
  ●  材質： ピストン／PTFE・ETP、シリンダー／硼珪酸ガラス、吸引・排出チューブ／

 テトラフルオロエチレン
●  精度： ±0.6％　●  CV： ±0.2％　●  本体口内径： 30a（GL30）
●  ボトルアダプター： 28a(GL28)、32a(GL32)、36a(GL36)、40a(GL40)、45a(GL45)
●  オートクレーブ可（121℃・100kPa・15分)　●  ISO8655準拠 

   ●  泡抜き吐出時の薬液を戻しますので、貴重な溶液のロスが防げます。
●  ボトルアダプター付きで様々なネジ口瓶に適応します。
●  分注方向が360°自由に調整できます。
●  本体全体のオートクレーブが可能です。 

使用例¥¥28,800～
¥36,000～

¥¥43,200～
¥54,000～

～
2020%%

OFF!!OFF!!

 ボトルトップディスペンサー  （吸引ノズル・泡抜機構付） 
      セールコード    型　番    分注容量（p）    最小目盛（p）    価格（税抜）    セール価格（税抜）  
      3-5996-01-30    ULT-2.5    0.25～2.5    0.05    ￥54,000    ￥43,200  
      3-5996-02-30    ULT5    0.5～5    0.1    ￥54,000    ￥43,200  
      3-5996-03-30    ULT10    1～10    0.2    ￥54,000    ￥43,200  
      3-5996-04-30    ULT30    2.5～30    0.5    ￥68,000    ￥54,400  
      3-5996-05-30    ULT60    5～60    1    ￥68,000    ￥54,400  
      3-5996-06-30    ULT100    10～100    2    ￥88,000    ￥70,400  
 ※ ボトルは付属していません。 

      ■  仕様
  ●  材質： ピストン／PTFE・ETP、シリンダー／硼珪酸ガラス、吸引・排出チューブ／

 テトラフルオロエチレン
●  精度： ±0.6％　●  CV： ±0.2％　●  本体口内径： 30a（GL30）
●  ボトルアダプター： 28a(GL28)、32a(GL32)、36a(GL36)、40a(GL40)、45a(GL45)
●  オートクレーブ可（121℃・100kPa・15分)　●  ISO8655準拠 

   ●  ディスペンサーをボトルから取り外すことなく、再充填できます。
●  ボトルアダプター付きで様々なネジ口瓶に適応します。
●  分注方向が360°自由に調整できます。
●  分注方向が360°自由に調整できます。
●  本体全体のオートクレーブが可能です。 

使用例

～～
2020%%

OFF!!OFF!!
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¥¥171,000～～ ¥¥236,000

高粘度の液体でも送液が可能！ 設定倍率に応じた
希釈を自動的に！

液体別に使い分け。

水・軽油・潤滑油等に
使用可能

スイッチを入れるだけで
手軽に減圧

真空度調節も可能

¥¥240240
¥270

P.296
カタログ
掲載ページ

P.294
カタログ
掲載ページ

P.305
カタログ
掲載ページ

P.304
カタログ
掲載ページ

P.1114
カタログ
掲載ページ

P.1043
カタログ
掲載ページ

 シリンジポンプ  （デジタル制御タイプ） 
      セールコード    型　番    シリンジ掛数    適合シリンジ（p）    価格（税抜）    セール価格（税抜）  
      3-6811-01-30    SPDC-1    1本    10～100    ￥190,000    ￥171,000  
      3-6811-02-30    SPDC-2    2本    10～50    ￥230,000    ￥207,000  
 ※ シリンジは付属していません。 

      ■  仕様　  ●  流量設定範囲 ： 0.1～300p/h（最大ストローク110a）
●  スピードレンジ ： 0.002～17.5a/x
●  電源： AC100V　50/60]（アダプター付属）
●  本体サイズ： SPDC-1／234×164×130a、SPDC-2／234×184×130a 

   ●  主要メーカーのシリンジデータが
予め入力していますので、設定が
容易です。

●  高 粘 度（50000mP・S　CMC溶
液等）の液体でも送液が可能です。

●  注入量・注入時間・時間あたりの
注入量等、複数の条件設定が可能
です。 

SPDC-1

SPDC-2

¥190,000～

 ダイリューター   
      セールコード    型　番  希釈倍率設定範囲   価格（税抜）    セール価格（税抜）  
      2-3554-21-30    DIL-300N  1.1～100倍   ￥295,000    ￥236,000  
      2-3554-11-30    フットスイッチ  ー   ￥     7,800    ￥     6,240  
      ■  仕様
  ＜本体＞　●  分注流量： 最大約1000p/x、平均約600p/x（総量100n時）
●  分注総量： 5～300n　●  分注精度： 目標重量±0.5n以内　●  電源： AC100～240V　50/60]
＜電子天秤＞　●  秤量： 1500n　●  分解能： 0.1・0.5・0.5n（自動切替）　●  電源： AC100V　50/60] 

   ●  電子天秤と通信してポンプ
を自動制御しますので、高
精度の希釈が可能です。 

使用例

2020%%
OFF!!OFF!!

¥295,000

レッド

 サイフォンポンプ  （カラフルポンプ） 
      セールコード    型　番    全長×ホース長（a）    ホース外径×先端径（a）    価格（税抜）    セール価格（税抜）  
      1-3344-01-30      BL-2   レッド  

  約541×538    約φ20×φ15  

  ￥270    ￥240  
  1-3344-02-30    BL-2 イエロー    ￥270    ￥240  
      1-3344-03-30    BL-2 グリーン    ￥270    ￥240  
      1-3344-04-30    BL-2 ライトブルー    ￥270    ￥240  
      1-3344-05-30    BL-2 グレー    ￥270    ￥240  
      1-3344-06-30    BL-2 ブラック    ￥270    ￥240  
  ■  仕様　  ●  材質： PE　●  耐熱温度： 約70℃ イエロー グリーン ライトブルー グレー ブラック

 手動式ドラムポンプ   
      セールコード    型　番    全長（a）    価格（税抜）    セール価格（税抜）  
      3-6238-11-30    XB490S    1000    ￥5,700    ￥5,130  
  ■  仕様　  ●  吐出量： 350p/ストローク　●  吐出部外径： φ22a
●  材質： 本体／PP、パッキン／バイトンR

●  アダプター規格： NPT2インチ、NPT1/4インチ 

¥¥5,130 ¥¥17,800

¥¥52,200 ¥¥28,800

¥5,700
¥19,800

¥58,000
¥32,000

 手動式ペールポンプ   
      セールコード    型　番    全長（a）    価格（税抜）    セール価格（税抜）  
      3-6236-01-30    XB316T    600    ￥19,800    ￥17,800  
      ■  仕様　  ●  吐出量： 200p/ストローク
●  接液部材質： 本体／SUS316、パッキン／PTFE
●  吐出部外径： 13a　●  使用液体粘度： 1000cP以下
●  アダプター規格： NPT2インチ
●  付属品： PTFEホース（外径15×内径13a）×長さ560a 

 アスピレーター   
      セールコード    型　番    排気量（50/60]）    価格（税抜）    セール価格（税抜）  
      1-7483-21-30    GAS-1    18r/x/22r/x    ￥58,000    ￥52,200  
      1-7483-31-30    真空計付き減圧調整弁    ￥20,000    ￥18,000  
        ■  仕様
  ●  タンク容量： 約10r（PP製）　●  電源： AC100V　50/60] 

   ●  オプションの真空計付減
圧調整弁を使用すると、
真空度の調整が可能です。 

 コンパクトドライアスピレーター   
      セールコード    型　番    吸気流量（50/60]）    価格（税抜）    セール価格（税抜）  
      2-7838-11-30    DAS-01    8r/x／9.6r/x    ￥32,000    ￥28,800  
      2-7838-21-30    交換用ボトル    φ77×127.5    ￥  2,000    ￥  1,800  
        ■  仕様
  ●  真空到達度： －75kPa　●  接続口径： 吸気口／φ7.5a、排気口／φ7.5a
●  電源： AC100V　50/60] 

で検索

仕様詳細はカタログもしくは、 で検索!! 検索アズワン AXEL

1010%%
OFF!!OFF!!

1010%%
OFF!!OFF!!

ンプ）

1010%%
OFF!!OFF!!

カタログ価格（税抜）

1010%%
OFF!!OFF!!

けで

1010%%
OFF!!OFF!!
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1010%%
OFF!!OFF!!
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スタンダードな屈折計シリーズを
低価格でラインナップ

¥¥22,50022,500
¥¥9,600

¥25,000

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 ： 2018年3月30日（金）受注分まで。  価格は税抜き価格です。

1台で吸引と加圧が可能！

スマートフォン接続で
水質検査が可能！

優れた耐久性と回転数・タイマー設定を
備えたハイスペック機

最高12,000rpmの高速回転と
速度調節が可能

オイルフリーで
クリーンなエアーを

¥¥23,900
¥26,600

¥¥33,800
¥39,800

¥12,000

¥¥20,000
¥23,500

¥¥68,000
¥75,600

P.300
カタログ
掲載ページ

P.599
カタログ
掲載ページ

P.468
カタログ
掲載ページ

P.1224
カタログ
掲載ページ

P.1223
カタログ
掲載ページ

P.310
カタログ
掲載ページ

1010%%
OFF!!OFF!!

な ア を

1010%%
OFF!!OFF!!1010%%

OFF!!OFF!!

 マルチエアーステーション   
      セールコード    型　番    吸気・排気流量    価格（税抜）    セール価格（税抜）  
      1-7482-11-30    MAS-1    12r/x    ￥26,600    ￥23,900  
  ■  仕様
  ●  真空到達度： －75kPa　●  最高排気圧力： 0.2MPa
●  吐出・吸引兼用　●  電源： AC100V　50/60] 

 オイルレスエアーコンプレッサー   
      セールコード    型　番    吐出空気量（r/x）    タンク容量（r）    価格（税抜）    セール価格（税抜）  
      1-3472-01-30    DR-115-22L    122/147（50/60]）    22    ￥75,600    ￥68,000  
  ■  仕様　  ●  最高圧力： 0.68MPa　●  モーター出力： 1125W
●  モーター回転数（50/60]）： 1450/1720rpm
●  電源： AC100V　50/60]　●  騒音レベル： 84[
●  サイズ： 610×300×600a　●  接続口径： PT1/4 

 小型高速遠心機  （タイマー機能付き） 
      セールコード    型　番    回転数（rpm）    価格（税抜）    セール価格（税抜）  
      3-6731-01-30    MF-12000    1000～12000    ￥39,800    ￥33,800  
      ■  仕様   　●  最大遠心力： 6900G（ローター2使用時： 3700G）
●  回転数設定： デジタル（1000rpm単位） ●  タイマー設定： 15秒～99分 
      ■  ローター仕様   　●  ローター1（1.5/2.0㎖マイクロチューブ×6本）
● ローター2（8連PCRチューブ×2本）
●  0.2㎖チューブ/0.5 ㎖チューブ用アダプター（ローター1に適合）  ●  六角レンチ

ローター1ローター1

ローター2ローター2 チューブ用
アダプター

チューブ用
アダプター

 ハイスピンミニ遠心機   
      セールコード    型　番    回転速度（rpm）    価格（税抜）    セール価格（税抜）  
      1-2827-01-30    HSC-12000    1000～12000    ￥23,500    ￥20,000  
      ■  仕様   　●  最大遠心力： ローター1／6900G、ローター2／3700G
●  回転数設定： デジタル（1000rpm単位） 
      ■  ローター仕様   　●  ローター1（1.5/2.0㎖マイクロチューブ×6本）
● ローター2（8連PCRチューブ×2本）
●  0.2㎖チューブ/0.5 ㎖チューブ用アダプター（ローター1に適合）  ●  六角レンチ

 手持屈折計   
      セールコード    型　番    測定範囲（％）    測定精度（％）    最小目盛（％）    サイズ（a）    重量(n）    価格（税抜）    セール価格（税抜）  
      3-6580-01-30    RAB-10    Brix0～10  

  ±0.1    0.1    40×40×
198    175  

  ￥12,000    ￥9,600  
      3-6580-02-30    RAB-18    Brix0～18    ￥12,000    ￥9,600  
      3-6580-03-30    RAB-20    Brix0～20    ￥12,000    ￥9,600  
      3-6580-04-30    RAB-32    Brix0～32    ±0.2    0.2    40×40×178    165    ￥12,000    ￥9,600  
      3-6580-05-30    RAB-50    Brix0～50  

  ±0.5    0.5  
  40×40×160  

  160  
  ￥12,000    ￥9,600  

      3-6580-06-30    RAB-60    Brix0～60    40×40×155    ￥12,000    ￥9,600  
      3-6580-07-30    RAB-62    Brix28～62    ±0.2    0.2    40×40×160    ￥12,000    ￥9,600  
      3-6580-09-30    RAB-82    Brix45～82    ±0.5    0.5    40×40×

137    155    ￥12,000    ￥9,600  
      3-6580-10-30    RAB-92    Brix58～92    ±0.2    0.2    ￥12,000    ￥9,600  
  ■  仕様　  ●  自動温度補正機能付き（RAB-60を除く）
●  付属品： 目盛調整用ドライバー、スポイト、本体収納カバー 

RAB-10 RAB-32
 スマートフォン用水質検査キット   
      セールコード    型　番    仕様    価格（税抜）    セール価格（税抜）  
      3-7004-01-30    SAM-1    本体のみ    ￥25,000    ￥22,500  
      3-7004-12-30    S2000C/SAM  

  pHセンサー  
  ￥14,000    ￥12,600  

      3-7004-13-30    S1750CD/SAM    ￥22,000    ￥19,800  
      3-7004-14-30    S2900C/SAM    ￥28,000    ￥25,200  
      3-7004-15-30    S5500C/SAM    ORPセンサー    ￥20,000    ￥18,000  
      3-7004-16-30    CS1500TCK-1/SAM    導電率センサー    ￥24,000    ￥21,600  
      3-7004-17-30    SAMA-100    充電ケーブル    ￥  2,000    ￥  1,800  

   ●  測定データにGPSデータ、時間、
コメントをメールで送信できます。       

 ■  センサー仕様
  型　番    S2000C/SAM    S1750CD/SAM    S2900C/SAM    S5500C/SAM    CS1500TC-K=1/SAM  
  単位    pH    mV    aS/b／ppm TDS  

  センサータイプ  
  複合電極 （pH/比較）、 ウルテ
ム樹脂製胴体、 シングルジャ
ンクション、密閉タイプ  

  複合電極 （pH/比較）、ウル
テム樹脂製胴体、ダブルジャ
ンクション、 突き刺しチップ 
pH ガラス、 密閉タイプ  

  複合電極 （pH/比較/温度）
（30k NTC）、 ウルテム樹脂製
胴体、 シングルジャンクショ

ン、密閉タイプ  

  複合電極（ORP/比較）、 ウル
テム樹脂製胴体、シングル
ジャンクション、 密閉タイプ  

  エポキシ樹脂製胴
体、 グラファイト
製測定部（30k NTC 

K=1）  

  測定範囲    0～14pH    －1250～1250mV    0～5000aS/b  

  精度    ＋/－0.01pH    ＋/－1mV    ＋/－1aS／
＋/－0.1°C  

  分解能    0.01pH    1.0mV    1.0aS／1.0ppm  
  測定対象液温度範囲    0～80°C  

SAM-1

S2000C/SAM

12000rpm 12000rpm

1515%%
OFF!!OFF!!

ロ

1515%%
OFF!!OFF!!

2020%%
OFF!!OFF!!



7仕様詳細はカタログもしくは、 で検索!! 検索アズワン AXEL

防水、コンパクト、高精度！

ポケットサイズの
pHメーター！

金属ボディで堅牢！
さらに防水！

航空機用
アルミニウム製のボディ！

金属ボディで堅牢！
さらに防水！

テストチューブにも使用可能！

¥¥20,700
¥23,000

¥¥21,600
¥24,000 ¥¥54,500

¥60,500

¥¥19,800
¥22,000

¥¥25,600
¥32,000

¥¥7,840
¥9,800

P.464
カタログ
掲載ページ

P.474
カタログ
掲載ページ

P.476
カタログ
掲載ページ

P.480
カタログ
掲載ページ

P.482
カタログ
掲載ページ P.488

カタログ
掲載ページ

カタログ

1010%%
OFF!!OFF!!

1010%%
OFF!!OFF!!

1010%%
OFF!!OFF!!

カタログ

1010%%
OFF!!OFF!!

 防水ポータブルpHメーター   
      セールコード    型　番    測定項目    価格（税抜）    セール価格（税抜）  
      1-2815-01-30    AS700    pH・温度・ORP    ￥32,000    ￥25,600  
      1-2815-11-30    201T-S    交換用pH電極    ￥11,200    ￥  8,960  
      1-2815-12-30    301PT-1    ORP電極    ￥14,700    ￥11,800  
      ■  仕様   ●  測定範囲： pH／－2.00～19.99pH、温度／0～100℃
●  精度： ±0.01pH±1digit ●  電源： 単3乾電池（1.5V）×2本（テスト用付属）
●  防水： IP57 ●  付属品： 専用pH電極201T-S×1本、 pH標準液 

   ●  付属の電極1本で、pH・
温度が測定できます。

●  電極（別売）を交換すれば
ORPも測定できます。 

精度±0.01pH±1digitの高精度測定が可能です。

 pH計  （ペンタイプ） 
      セールコード    型　番    測定項目    価格（税抜）    セール価格（税抜）  
      1-062-01-30    AS600    pH・℃    ￥9,800    ￥7,840  
      1-062-11-30    SX625    交換用pHセンサー    ￥4,900    ￥3,920  

  ■  仕様
  ●  測定範囲： pH／－1.00～+15.00、温度／0～60℃
●  分解能： pH／0.01、温度／0.1℃
●  精度： pH／±0.01、温度／±1.0℃
●  3点校正
●  防塵・防水： IP57
●  電源： CR2032リチウム電池×2個（テスト用付属） 
  ■  付属品
  ●  pH標準液（4.01・6.86・9.18）×各1本
●  ポータブルケース
●  電極保存液（10p）×1本
●  CR2032リチウム電池×2個（予備）
 

 ペンタイプpHメーター  （防水型） 
      セールコード    型　番    測定範囲（pH/℃）    分解能（pH/℃）    価格（税抜）    セール価格（税抜）  
      1-873-01-30    ULTRAPEN PT2    0.00～14.00/0～71    0.01/0.1    ￥23,000    ￥20,700  
      1-873-11-30    交換用センサー    ￥  8,100    ￥  7,290  
  ■  仕様　  ●  精度： pH／±0.01pH、温度／±0.1℃　●  測定時間： 10～30秒
●  校正： 1点（pH7）・2点（pH7・4またはpH7・10）・3点（pH4・7・10）
●  自動温度補償機能付き　●  電源： 単5アルカリ乾電池×1本（テスト用付属）
●  防塵・防水： IP67・NEMA6 

 ペンタイプ導電率計  （防水型） 
      セールコード    型　番    サイズ（a）    重量（n）    価格（税抜）    セール価格（税抜）  
      1-709-01-30    ULTRAPENTM PT1    φ16×172    55    ￥22,000    ￥19,800  
      1-709-11-30    校正用溶液KCL-1800    56.7p    ￥  1,980    ￥  1,780  
  ■  仕様　  ●  校正用溶液濃度： 1800aS 

  　    導電率    TDS    塩　分    温　度  
  測定範囲    1～9999aS    1～9999ppm    0.0010～9.999ppt    0～71℃  

  分解能    0.1（1.0～99.9aS）/1（100
～9999aS）  

  0.1（1.0～99.9ppm）/1
（100～9999ppm）  

  0.0001（0.0010～
0.0999ppt）/0.001（0.100

～9.999ppt）  
  0.1℃  

  その他    自動温度補償・オートレンジ・校正（1点）/
電源：単5アルカリ乾電池×1本（テスト用付属）/防塵・防水：IP67・NEMA6  

 ペンタイプORP計  （防水型） 
      セールコード    型　番    価格（税抜）    セール価格（税抜）  
      2-9349-01-30    ULTRAPENTM PT-3    ￥24,000    ￥21,600  
      ■  仕様　  ●  測定範囲： ORP／－1000mV～＋1000mV、温度／0～71℃
●  分解能： ORP／1mV、温度／0.1℃　●  精度： ORP／±10mV、温度／±0.1℃
●  材質： アルミニウム外装　●  電源： 単5アルカリ乾電池×1本（テスト用付属）
●  防塵・防水： IP67・NEMA6 

   ●  自動パワーオフ機能、ホールド機能、バッ
テリー表示機能付きです。

●  すくいとりカップ（付属）を使用すると、少
量の液体をすくって測定できます。 

取扱いしやすい、スリムな
ポケットサイズです。

 溶存酸素計  （ULTRAPEN） 
      セールコード    型　番    測定範囲    価格（税抜）    セール価格（税抜）  
      3-6325-01-30    PT5    溶存酸素／0～20m/r、

酸素飽和度／0～200％、温度／0～71℃    ￥60,500    ￥54,500  
  ■  仕様
  ●  精度： 溶存酸素／±2％、酸素飽和度／読取値の±2％、温度／±0.1℃
●  分解能： 溶存酸素／0.01m/r、酸素飽和度／0.1％、温度／±0.1℃、高度補

 正／－0.6～4.5d、塩化物補正／0～0.05m/r
●  電源： 単5アルカリ乾電池×1本（テスト用付属）
●  防水： IP67・NEMA6準拠 
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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 ： 2018年3月30日（金）受注分まで。  価格は税抜き価格です。

湿度センサー内蔵で
相対湿度・露点等も
測定可能！

毎日、最小・最大値を記録

充電池を内蔵で電源のない場所でも使用可能！ 秤量110gの大容量タイプ

¥¥22,100～～
¥26,000～

¥¥9,000～～
¥10,000～

¥¥71,800～～
¥89,800～

¥¥6,240
¥7,800

¥¥7,960
¥9,950

¥¥5,400
¥6,000

P.354
カタログ
掲載ページ

P.377
カタログ
掲載ページ

P.381
カタログ
掲載ページ

P.390
カタログ
掲載ページ

P.414
カタログ
掲載ページ

P.606
カタログ
掲載ページ
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  ■  仕様　  ●  再現性： AXB3002・6002／±0.01n、AXB30001・60001／±0.1n  
●  直線性： AXB3002・6002／±0.02n、AXB30001・60001／±0.2n  
●  皿サイズ： AXB3002・6002／145×115a、AXB30001・60001／188×148a
●  表示： LCD、バーグラフ、バックライト付　●  機能： 個数・風袋引き（・％・日時表示・CALEXT）
●  サイズ： AXB3002・6002／219×293×176.5a、AXB30001・60001／219×293×80.5a
●  電源： AC100V　50/60] 

 電子天秤  （AXB） 
      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）  
      3-6699-11-30    AXB3002    300  

  0.01    ￥32,000    ￥27,200  
      3-6699-12-30    AXB6002    600    ￥39,000    ￥33,200  
      3-6699-03-30    AXB30001    3000  

  0.1    ￥26,000    ￥22,100  
      3-6699-04-30    AXB60001    6000    ￥39,800    ￥33,800  

AXB6002

AXB60001

で検索

 ハロゲン水分計   
      セールコード    型　番    水分率（％）    最小表示(%/m)    価格（税抜）    セール価格（税抜）  
      3-6557-01-30    HM1105    10.0～90.0％    0.1/5    ￥  89,800    ￥  71,800  
      3-6557-02-30    HMA1101    0.10～99.9％    0.01/1    ￥149,800    ￥120,000  
        ■  仕様　  ●  測定モード： HM1105／標準乾燥、HMA1101／標準・緩速・急速乾燥
●  秤量(n)： 0.021～110n　●  加熱温度範囲： 40～199℃　●  メモリ： 15件
●  タイマー： 1～99x　●  計量皿サイズ： φ90a
●  電源： AC100V　50/60] 

HM1105

HMA1101

 放射温度計   
      セールコード    型　番    測定範囲（℃）    分解能（℃）    価格（税抜）    セール価格（税抜）  
      3-5646-01-30    TN43CJ0    －38～＋365    0.2    ￥7,800    ￥6,240  
  ■  仕様
  ●  精度： 0～365℃／±2.5％rdgまたは±2.5℃の大きい方、－38～0℃／±（5％rdg+2.5）℃
●  再現性： ±1％rdgまたは±0.3℃の大きい方　●  放射率： 0.3・0.7・0.95
●  距離係数（D： S）/12： 01　●  応答時間： 1秒　●  最大値表示
●  電源： 単4乾電池×2本（テスト用付属） 

 放射温度計   
      セールコード    型　番    測定範囲（℃）    分解能    価格（税抜）    セール価格（税抜）  
      3-5647-01-30    TN418JCR    －60～＋500    －9.9～＋199.9℃／0.1℃、その他／1℃    ￥9,950    ￥7,960  
  ■  仕様　  ●  精度： 0～500℃／±2％rdgまたは±2℃の大きい方、－60～0℃／±（5％rdg+2）℃
●  再現性： ±1％rdgまたは±0.3℃の大きい方
●  放射率： 0.10～1.00（0.01ステップ）　●  距離係数： 12： 1　●  応答時間： 1秒
●  機能： 最大/最小値表示・平均値表示・ホールド・レーザーマーカー・バック ライト・

 オートパワーオフ・アラーム
●  電源： 単4乾電池×2本（テスト用付属） 

 温度計   
      セールコード    型　番    仕様    測定範囲（℃）    価格（税抜）    セール価格（税抜）  
      1-3429-01-30    TM-80N    本体（1chタイプ）  

  －200～＋1370    ￥10,000    ￥  9,000        1-3429-02-30    TM-82N    本体（2chタイプ）    ￥12,200    ￥11,000  
      1-3429-11-30    TP-01    K熱電対（φ3.2×150a）  

  －50～＋700    ￥  5,800    ￥  5,220  
      1-3429-12-30    TP-02    K熱電対（φ10×150a）    ￥  5,800    ￥  5,220  
      1-3429-13-30    TP-03    ビード（1c）    －50～＋200    ￥  2,900    ￥  2,610  
      1-3429-14-30    TP-04    表面温度センサー（φ15×100a）    －50～＋400    ￥  5,800    ￥  5,220  
 ※ センサーは別売です。 

  ■  仕様　  ●  分解能： 0.1℃　●  精度： ±（0.05％＋0.7℃）
●  機能： 最大/最小/平均値表示・ホールド・オートパワーオフ
●  電源： 006P（9V）乾電池×1個（テスト用付属）
●  サイズ： 本体／56×38×130a、センサーケーブル長／1c 

TM-82N

 大画面温度計  （TRACEABLE） 
      セールコード    型　番    測定範囲（℃）    分解能（℃）    価格（税抜）    セール価格（税抜）  
      3-6337-01-30    4160    －25～＋70    0.1    ￥6,000    ￥5,400  
  ■  仕様　  ●  精度： ±1℃　●  材質： ABS樹脂　●  メモリー： 最小値・最大値
●  電源： 単4乾電池×1本（テスト用付属）　●  サイズ： 89×19×108a
●  NIST準拠　●  貼付用シール付き 
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 設定温度と実測温度を同時に表示 

       測定レンジ    分解能    精度  

  DC電圧    400mV・4V・40V・
250V  

  0.1mV・0.001V・
0.01V・
0.1V  

  ±（0.5％＋5dgt）・±（0.8％＋
5dgt）・±（0.8％＋5dgt）・

±（0.8％＋5dgt）  

  AC電圧    4V・40V・250V    0.001V・0.01V・0.1V    ±（1.0％＋5dgt）  
  DC電流  

  40.00mA・400.0mA    0.01mA・0.1mA  
  ±（1.5％＋5dgt）  

  AC電流    ±（2.0％＋5dgt）  

  抵抗  
  400.0・4.000k・
40.00k・400.0k・
4.000M・40.00MΩ  

  0.1Ω・0.001kΩ・0.01k
Ω・0.1kΩ・

0.001MΩ・0.01MΩ  

  ±（1.2％＋5dgt）・±（1.0％＋
5dgt）・±（1.0％＋5dgt）・

±（1.5％＋5dgt）・±（2.0％＋5dgt）  

  周波数    9.999]-9.999M]  
  0.001]・0.01]・
0.1]・0.001k]・
0.01k]・

0.1k]・0.001M]  
  ±（1.0％＋5dgt）  

  キャパシタンス  
  40.00n・400.0n・
4.000a・40.00a・

100.0aF  

  0.01nF・0.1nF・
0.001aF・0.01aF・

0.1aF  

   －・±（4％＋5dgt）・±（4.0％
＋5dgt）・±（4％＋5dgt）・

±（5％＋5dgt）  

  ダイオードテスト    1.5V  

テストリードを本体に巻きつけ可能。

温度管理を周囲にお知らせします。 周囲に温度異常をお知らせします。

コンパクトボディに機能を満載した
温度調節器

¥¥40,500
¥45,000

¥¥28,700
¥31,900

¥¥21,60021,600～～
¥24,000～

¥¥32,40032,400
¥36,000

¥¥1,880
¥2,350

P.394
カタログ
掲載ページ

P.554
カタログ
掲載ページ

P.400
カタログ
掲載ページ
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 デジタル温度調節器   
      セールコード    型　番    温度設定範囲    最少表示単位    価格（税抜）    セール価格（税抜）  
      1-4597-21-30    TC-1000A  

  －20.0～
500.0℃    0.1℃  

  ￥24,000    ￥21,600  
      1-4597-22-30    TC-2000A    ￥30,000    ￥27,000  
      1-4597-23-30    TC-3000A    ￥36,000    ￥32,400  
      ■  仕様　  ●  温度表示精度： ±2.6℃　●  センサー： K熱電対・Pt100Ω（オプション）
●  接続容量： AC100V　MAX12A　●  安全装置： センサー異常検出・サーキットプロテクター
●  温度設定方式： LCDデジタル表示（設定・測定温度同時表示）
●  付加機能： 設定値メモリー・キーロック　●  電源： AC100V　50/60]　
●  付属品： K熱電対（φ4.0×200a）×1本 

   ＜TC-1000A・2000A・3000A共通＞
●  4種類のタイマー機能（ON・OFF・ON/OFF・SET）を備えています。
●  ヒーター異常検出・センサー異常検出等、自己診断機能を備えています。
＜TC-2000A・3000A共通＞
●  最大8ステップまでのプログラム機能を備え
ています。

＜TC-3000A＞
●  データ記憶・通信機能対応で
すので試験データをPCで管
理できます。 

TC-3000A

  TXN800W  
TXN800WAL

 デジタル温度過昇防止器   
      セールコード    型　番    設定範囲（℃）    最小表示単位（℃）    価格（税抜）    セール価格（税抜）  
      1-4598-11-30    OP-1000A    －20.0～500.0    0.1    ￥31,900    ￥28,700  
 ※ 温度過昇で電源がカットされた後に温度が下がっても復帰しません。 

      ■  仕様　  ●  温度表示精度： ±2.6℃　●  センサー： K熱電対
●  接続容量： AC100V　MAX12A
●  安全装置： センサー異常検出・サーキットプロテクター
●  温度設定方式： LCDデジタル表示（設定・測定温度同時表示）
●  付加機能： 設定値メモリー・キーロック　●  電源： AC100V　50/60]　
●  付属品： K熱電対（φ4.0×200a）×1本 

 ポケットマルチメータ   
      セールコード    型　番    サイズ（a）    重量（n）    価格（税抜）    セール価格（税抜）  
      3-6687-01-30    M320    71×21×124    106（電池含む）    ￥2,350    ￥1,880  
  ■  仕様　  ●  表示： 3999カウント（最大）　●  電源： LR44ボタン電池×2個（テスト用付属）
●  安全規格： IEC-61010　CAT2250V
●  機能： データホールド、ローバッテリー表示、オートパワーオフ、オートレンジ
●  付属品： テストリード 

 デジタル温度調節器  （アラート用出力付） 
      セールコード    型　番    仕様    価格（税抜）    セール価格（税抜）  
      3-6768-01-30    TXN800W    130×160×84a    ￥45,000    ￥40,500  
 ※ 付属のK熱電対センサーは標準的なタイプですので、高温対応のセンサーは別途ご準備ください。 

      ■  仕様　  ●  電源： AC100V　50/60]
●  接続容量： AC100V　MAX15A（アラート用出力込み）
●  温度表示精度： ±2℃または指示値±（0.3％＋1digit）のどちらか大きい方
●  センサータイプ： K熱電対　●  設定温度： －100～＋1000℃
●  タイマー設定可能時間： 1～99時間59分
●  付属品： シース型K熱電対センサー（0～750℃対応） 

   ●  アラート用出力は100V／1A仕様となっており、警告灯やブザーな
ど様々な組み合わせが可能です。

●  温度制御と警報制御が設定でき、警報設定に達すると警報用出力が
ONされます。

●  OUTランプで現在の出力状況が一目で確認できます。 

P.396
カタログ
掲載ページ

 温度過昇防止器  （アラート用出力付） 
      セールコード    型　番    仕様    価格（税抜）    セール価格（税抜）  
      3-6824-01-30    TXN800WAL（本体）    130×160×84a    ￥36,000    ￥32,400  
 ※ 付属のK熱電対センサーは標準的なタイプです。高温対応のセンサーは別途ご準備ください。 

        ■  仕様
  ●  電源： AC100V　50/60]
●  接続容量： AC100V　MAX15A（アラート用出力込み）
●  温度表示精度： ±2℃または指示値±（0.3％1digit）のどちらか大きい方
●  センサータイプ： K熱電対　●  設定温度： －100～＋1000℃
●  付属品： K熱電対丸端子仕様（180℃対応）、ケーブル長： 約2c 

     ●  温度異常を強制OFFするだけでなく、アラート用
電源を出力します。

●  アラート用出力は100V／1A仕様となっており、
警告灯やブザーなど様々な組み合わせが可能です。

●  別途、耐熱度の高いセンサーを使用すれば、
1000℃までの制御ができます。 

P.400
カタログ
掲載ページ
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 TXN800用共通オプション   
      セールコード    型　番    仕様    価格（税抜）    セール価格（税抜）  
      3-6849-01-30    VL04M-100NPR/AY    LED警告灯（ブザー無し）    ￥  7,800    ￥  7,020  
      3-6849-02-30    VL04M-100BPR/AY    LED警告灯（ブザー付き）    ￥14,800    ￥13,300  
      3-6849-11-30    壁面取付ブラケットセット（LED警告灯用）    壁面取付ブラケットセット    ￥  1,500    ￥  1,350  
      3-6849-12-30    マグネット付台座セット（LED警告灯用）    マグネット付台座セット    ￥     800    ￥     720  
      3-6774-01-30    電源変換タップ（TE-VC）    100V15A/ケーブル長約300a    ￥  4,000    ￥  3,600  
      3-6751-01-30    K熱電対変換ケーブル（TE-KC）    M3.5端子・メスコネクタ/ケーブル長約100a    ￥  3,000    ￥  2,700  
  ■  セット内容　  ＜壁面取付ブラケットセット＞●  ブラケットミニ　●  ブラケットカバー
＜マグネット付台座セット＞●  マグネット付台座　●  保護シール LED警告灯

K熱電対
変換ケーブル

壁面取付
ブラケットセット
（LED警告灯用）

マグネット付台座セット
（LED警告灯用）

仕様詳細はカタログもしくは、 で検索!! 検索アズワン AXEL
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¥¥150,000～～
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 ： 2018年3月30日（金）受注分まで。  価格は税抜き価格です。

基本性能と安全性を重視した
ベーシックタイプ！

扉を収納できるので、狭いスペースでも作業がしやすい！

¥¥115,000～～
¥128,000～

 定温乾燥器  （強制対流方式） 
      セールコード    型　番    タイプ    扉    庫内寸法（a）    価格（税抜）    セール価格（税抜）  
      1-2125-01-30    OF-300B    スチール

タイプ・窓
無し  

  左  

  300×330×300    ￥128,000    ￥115,000  
      1-2125-02-30    OF-450B    450×450×450    ￥148,000    ￥133,000  
      1-2125-03-30    OF-600B    600×500×500    ￥178,000    ￥160,000  
      1-2126-01-30    OFW-300B    スチール

タイプ・窓
付き  

  300×330×300    ￥137,000    ￥123,000  
      1-2126-02-30    OFW-450B    450×450×450    ￥158,000    ￥142,000  
      1-2126-03-30    OFW-600B    600×500×500    ￥184,000    ￥166,000  
 ※ 右扉（左ハンドル右開き）タイプも標準でご用意しております。 お問い合わせください。

   ●  3種類のタイマー機能（ON・OFF・SVスタート）を標準装備。
●  任意に動作温度設定が可能な完全独立式過昇防止機能をは
じめ、安全機能が充実しています。 

 ■  共通仕様
  型　番    OF-300B    OF-450B    OF-600B    OFW-300B    OFW-450B    OFW-600B  

  温度調節範囲    室温＋20～270℃  
  温度分布幅※    10℃ （at270℃）  
  庫内容量    29.7r    91.0r    150.0r    29.7r    91.0r    150.0r  
  外寸法    400×447×610a    550×567×760a    700×617×810a    400×447×610a    550×567×760a    700×617×810a  
  重量    約25o    約40o    約50o    約25o    約40o    約50o  
  電源    AC100V　50/60]　コード長2.4c（3Pプラグ）  
  付属品    棚板×2枚・棚板レール×2組  OFW-450B(スチールタイプ・窓付き)

P.9
カタログ
掲載ページ

1010%%
OFF!!OFF!!

55%%
OFF!!OFF!!

1010%%
OFF!!OFF!!

 真空乾燥器   
      セールコード    型　番    庫内容量（r）    プログラム機能    価格（税抜）    セール価格（税抜）  
      1-2186-01-30    AVO-200NB    8  

  ー  

  ￥180,000    ￥162,000  
      1-2186-02-30    AVO-250NB    15    ￥214,000    ￥193,000  
      1-2186-03-30    AVO-310NB    30    ￥280,000    ￥252,000  
      1-2186-04-30    AVO-450NB    91    ￥600,000    ￥540,000  
      1-7547-31-30    AVO-200NS    8  

  16ステップ
8パターン  

  ￥197,000    ￥177,000  
      1-7547-32-30    AVO-250NS    15    ￥230,000    ￥207,000  
      1-7547-33-30    AVO-310NS    30    ￥298,000    ￥268,000  
      1-7547-34-30    AVO-450NS    91    ￥620,000    ￥558,000  
      1-7547-41-30    AVO-200NS-D    8    ￥218,000    ￥196,000  
      1-7547-42-30    AVO-250NS-D    15    ￥250,000    ￥225,000  
      1-7547-43-30    AVO-310NS-D    30    ￥318,000    ￥286,000  
      1-7547-44-30    AVO-450NS-D    91    ￥645,000    ￥580,000  
 ※ 庫内容量91rについては運送費・搬入費、据付費等が別途必要です。お問合せください。 
※ 庫内容量91rは単相AC200Vの電源が必要です。
  ■  仕様　  ●  独立温度過昇防止機能： NBタイプ/アナログ設定式、NS・NS-Dタ

 イプ/デジタル設定式
●  付属品： AVO-200（250・310）NB・NS・NS-D/棚板×2枚、AVO-450NB・

 NS・NS-D/棚板×3枚 

      ■  共通仕様
  ●  加熱方式： 缶体加熱方式
●  温度設定範囲： 40～220℃
●  使用真空度範囲： 0.1～101kPa
●  制御方式： PID制御・SSR出力
●  バルブ口径： 外径φ13a 

Bシリーズ／
ベーシックタイプ

Sシリーズ／
プログラムタイプ

NS-Dシリーズ／
プログラム＋内部センサータイプ

P.15
カタログ
掲載ページ

P.1856
カタログ
掲載ページ

P.20
カタログ
掲載ページ

¥¥162,000162,000～～
¥180,000～

 器具殺菌乾燥保管庫  （扉収納式） 
      セールコード    型　番    外寸法（a）    内寸法（a）    容量（r）    価格（税抜）    セール価格（税抜）  
      3-1691-01-30    SAD-80    450×550×974    320×460×700    80    ￥158,000    ￥150,000  
      3-1691-02-30    SAD-400    802×710×1415    620×620×1100    400    ￥375,000    ￥356,000  
 ※ 運送費・搬入費等が別途必要です。お問い合わせください。 

      ■  仕様　  ●  自然対流式　●  使用温度範囲： 室温+10～120℃
●  温度上昇時間： 120℃　60分　●  電源： AC100V　50/60]
●  消費電力： SAD-80／400W、SAD-400／1450W
●  付属棚板（パンチングメタル）： SAD-80／2枚、SAD-400／3枚
●  重量： SAD-80／約47o、SAD-400／約130o
●  キャスター： SAD-80／無し、SAD-400／有り　●  付属品： 水受けバット 

   ●  扉はSAD-400は両開き、SAD-80は片開きで、側面に収納することが
できます。

●  高温（120℃）で多量の器具の乾燥ができ、乾燥後はそのまま保管庫と
しても利用できます。

●  内装はステンレス（SUS304）製のため、耐食性に優れ、常に清潔に使
用できます。 

SAD-400

¥158,000～

安全性をさらに重視、
デジタル式安全装置を採用。
 インキュベーター  （エアジャケット自然対流式） 
      セールコード    型　番    仕様    庫内容量（r）    外寸法（a）    庫内寸法（a）    価格（税抜）    セール価格（税抜）  
      1-7473-41-30    EI-300V  

  タイマー
タイプ  

  27    400×410×685    300×300×300    ￥  86,000    ￥  77,400  
      1-7473-42-30    EI-450V    91    550×540×835    450×430×450    ￥  99,000    ￥  89,100  
      1-9383-41-30    EI-600V    150    700×610×885    600×500×500    ￥115,000    ￥103,500  
      1-9383-42-30    EI-700V    135    550×540×1085    450×430×700    ￥120,000    ￥108,000  
      1-7474-31-30    EIP-300V  

  プログラ
ムタイプ  

  27    400×410×685    300×300×300    ￥  94,000    ￥  84,600  
      1-7474-32-30    EIP-450V    91    550×540×835    450×430×450    ￥107,000    ￥  96,300  
      1-9384-31-30    EIP-600V    150    700×610×885    600×500×500    ￥123,000    ￥110,700  
      1-9384-32-30    EIP-700V    135    550×540×1085    450×430×700    ￥128,000    ￥115,200  
      ■  仕様　  ●  温度調節範囲： 室温＋5～80℃　●  温度分布幅： 2℃（at37℃）
●  重量： EI-300V・EIP-300V/約30o、EI-450V／EIP-450V/約40o、

 EI-600V／EIP-600V/約50o、EI-700V／EIP-700V/約45o
●  電源： AC100V　50/60]　コード長2c　3Pプラグ
●  付属品： 棚板×2枚・棚板レール×2組 

 ●  実測値と設定値の確認が容易なPV・SV二段表示に加え、
過昇温防止設定温度表示を採用しています。

●  内側の扉が透明な二重扉式　内扉を開けずに試料の観
察ができます。 

EI-450V

庫内

¥¥77,400～～
¥86,000～¥86 000～

1010%%
OFF!!OFF!!



11仕様詳細はカタログもしくは、 で検索!! 検索アズワン AXEL

扱いやすいコンパクト＆パーソナルタイプの
汎用電気炉

常用最高1200℃・
スピード昇温!

面倒な廃液処理から開放されます。 熱伝導性の良いアルミ製ビーズです。

無負荷時昇温は1200℃まで約1時間！

パーソナルタイプの高温電気炉です。

P.82
カタログ
掲載ページ

P.88
カタログ
掲載ページ

P.73
カタログ
掲載ページ

P.73
カタログ
掲載ページ

P.88・89
カタログ
掲載ページ

P.84
カタログ
掲載ページ

1010%%
OFF!!OFF!!

1010%%
OFF!!OFF!!

1010%%
OFF!!OFF!!

 エコノミー電気炉   
      セールコード    型　番    外寸法（a）    炉内寸法（a）    プログラム機能    価格（税抜）    セール価格（税抜）  
      1-5921-01-30    ROP-001    210×260×

290  
  90×110×
70※  

  無し    ￥  98,000    ￥  88,200  
      1-5921-02-30    ROP-001P    有り    ￥120,000    ￥108,000  
 ※ センサー突起部含む 

      ■  仕様　  ●  温度設定範囲： 100～900℃
●  プログラム機能（ROP-001Pのみ）： 16ステップ・4パターン
●  温度設定分解能： 1℃　●  時間設定分解能： 1分
●  材質： 外装／スチール耐熱塗装、 炉体／セラミックファイバー
●  電源： AC100V　50/60]　●  重量： 約5o 

   ●  最高温度までの昇温時間が
約15分と早い高性能タイプ
です。

●  デジタル表示で温度設定・
炉内温度の確認が可能です。 

ROP-001P

¥¥88,200～～
¥98,000～

¥¥248,000～～
¥275,000～

¥¥115,000～～
¥128,000～

¥¥18,000
¥20,000

¥¥170,000
¥189,000

   ●  温度異常時にはヒーターを遮断する安全回路
を内蔵し、センサー異常を感知するバーンア
ウト機能も装備しています。

●  デジタル表示で温度設定・炉内温度の確認が
可能です。 

炉内部

 小型プログラム電気炉  （高温仕様） 

 ※ 炉内寸法はセンサー突起部を含みます。 

      ■  仕様　  ●  使用温度範囲： 100～1300℃（常用： ～1250℃）
●  プログラム機能： 16ステップ・4パターン　●  温度設定単位： 1℃　
●  時間設定単位： 1分　●  電源： AC100V　50/60]　●  重量： 約5o 

      セールコード    型　番    外寸法（a）    炉内寸法（a）    価格（税抜）    セール価格（税抜）  
      3-6543-01-30    ROP-001H    210×275×300    90×110×70    ￥189,000    ￥170,000  

1010%%
OFF!!OFF!!

 プログラム管状電気炉   
      セールコード    型　番    外寸法（a）    炉内寸法（a）    価格（税抜）    セール価格（税抜）  
      1-7555-21-30    TMF-300N    395×350×488    30×300    ￥275,000    ￥248,000  
      1-7555-42-30    TMF-500N  

  395×390×510  
  50×300    ￥315,000    ￥284,000  

      1-7555-23-30    TMF-700N    70×300    ￥490,000    ￥441,000  
 ※ 本体に炉心管は付属していません。 

  ■  仕様　  ●  温度設定範囲： 100～1200℃
●  機能： プログラム設定(16ステップ・8パターン)・タイマー
●  電源： TMF-300N/AC100V　50/60]　12A、TMF-500N/AC100V

 50/60]　15A、TMF-700N/単層AC200V　50/60]　9A
●  重量： TMF-300N（500N）/約38o、TMF-700N/約39o 

   ●  設定温度に連動する自動過昇
温防止機能に加え、完全独立
式過昇防止機能・センサー異
常を検知するバーンアウト機
能も装備されています。

●  ドアを開けた際にヒーターへ
の通電をカットする安全機能
付きです。 

TMF-300N

放

1010%%
OFF!!OFF!!

 スリーゾーン電気炉   
      セールコード    型　番    外寸法（a）    炉内寸法（a）    価格（税抜）    セール価格（税抜）  
      3-1474-01-30    3ZTF-50    595×340×570    φ50×700    ￥890,000    ￥801,000  
      3-1474-11-30    セラミック炉心管  

  φ50×700  
  φ42×700    ￥  19,000    ￥  17,100  

      3-1474-12-30    アルミナ99％炉心管    ￥127,400    ￥115,000  
      3-1474-13-30    石英炉心管    φ44×700    ￥192,000    ￥173,000  
      1-7555-44-30  

  ガス置換ユニット  
  適応炉心管：セラミック・アルミナ    ￥  58,000    ￥  52,200  

      1-7555-45-30    適応炉心管：石英    ￥  58,000    ￥  52,200  
 ※ 炉心管は付属していません。 

      ■  仕様　  ●  最高温度： 常用／1200℃、設定／1250℃
●  機能： プログラム設定（16ステップ・6パターン）、タイマー　●  管状炉径： φ50a
●  電源： 単相200V　50/60]　7.2kW　36A
●  材質： 外装／スチール耐熱塗装、ヒーターボビン／セラミック、取手／木製 

  ●   管状炉内を3つのゾーンに分け独立制御。
  ●   単一ゾーン制御電気炉と比較して、
長く均一温度帯を保ちます。 

¥801,000¥890,000

 ビーズバス   
      セールコード    型　番    仕様    温度設定範囲（℃）    価格（税抜）    セール価格（税抜）  
      3-6770-01-30    BBH-1    ホット    室温＋5～150    ￥128,000    ￥115,000  
      3-6770-02-30    BBCW-1    クール＆ウォーム    室温－15～60（※0℃以下不可）    ￥198,000    ￥178,000  
 ※ 本機はビーズ用ですので、水槽接液体を入れることはできません。 

   ●  アルミビーズを熱媒体とするこ
とで、水・オイル等の液体を使
わず、容易に検体の加熱/冷却・
加温が可能です。

●  液体を使わないので周囲を汚さ
ずに済み、片付けに便利です。 

 ■  仕様
  型　番    BBH-1    BBCW-1  
  外寸法    335×216×222a    335××241×266a  
  槽内寸法    300×150×150a  
  本体重量    約7.5o    約9.0o  
  材質    本体／SPCC、水槽・フタ／ステンレス（SUS304）  
  耐荷重    8o  
  電源    AC100V　50/60Hｚ　2P⇔3P変換プラグ付  

  消費電力    約750W    約250W  
BBH-1

BBCW-1

 アルミビーズ  （ビーズバス用） 
      セールコード    型　番    容量（r）    大きさ目安（a）    価格（税抜）    セール価格（税抜）  
      3-6752-01-30    アルミビーズ 大  

  2  
  約φ10    ￥20,000    ￥18,000  

      3-6752-02-30    アルミビーズ 小    約φ4    ￥20,000    ￥18,000  
      ■  仕様　  ●  材質： アルミニウム合金
●  使用温度範囲： －80～＋350℃　●  重量： 大／約3.3o、小／約3.4o 

   ●  熱媒体として水やオイル、ア
ルミブロックの代わりに使
用できます。

●  使用可能温度域が広い為、加
熱・冷却・保温・冷蔵と様々
な用途に使用できます。 

小

大

900℃

1250℃

1200℃

炉内部

ガス置換
ユニット

け独立制御。
して、

1010%%
OFF!!OFF!!
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1500rpm 500℃ 1500rpm 480℃

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 ： 2018年3月30日（金）受注分まで。  価格は税抜き価格です。

高温度での使いやすさとコストパフォーマンスに
優れたホットプレートです。

安心の耐久性でロギング・
オートOFF機能付の
ハイスペックタイプ

ご要望の多い600℃対応を実現!

ドラフト内でのプレート単体の使用が可能

デジタル表示による高温度管理に優れています。

パワフル撹拌で
高温域まで
対応

¥¥32,900～～
¥36,500～

¥¥33,800～～
¥37,500～

¥¥205,000205,000～¥228,000～

¥¥85,50085,500¥95,000

 セラミックホットプレート  （アナログタイプ） 
      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）  
      1-9386-31-30    CHP-170AF  

  550  
  175×178    ￥36,500    ￥32,900  

      1-9386-32-30    CHP-250AF    251×254    ￥52,000    ￥46,800  
      1-9386-33-30    CHP-400AF    350    400×300    ￥82,500    ￥74,300  
      ■  仕様
  ●  加熱板サイズ： CHP-170AF（DF）/155×159a、CHP-250AF（DF）/232×235a、CHP-400AF（DF）/380×280a
●  電源： AC100V　50/60] 

   ●  セラミックガラス製プレートですので、耐熱性・
耐薬品性に優れています。

●  最高温度550℃（CHP-400タイプは350℃）まで
の高温加熱用途に使用できます。 

CHP-170AF

P.55
カタログ
掲載ページ

P.55
カタログ
掲載ページ

P.62
カタログ
掲載ページ

P.62
カタログ
掲載ページ

P.158
カタログ
掲載ページ

P.158
カタログ
掲載ページ

カタログ

1010%%
OFF!!OFF!!

カタログ

1010%%
OFF!!OFF!! セラミックホットプレート  （デジタルタイプ） 

      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）  
      1-9387-41-30    CHP-170DF  

  550  
  175×178    ￥37,500    ￥33,800  

      1-9387-42-30    CHP-250DF    251×254    ￥57,500    ￥51,800  
      1-9387-43-30    CHP-400DF    350    400×300    ￥98,000    ￥88,200  
      ■  仕様
  ●  加熱板サイズ： CHP-170AF（DF）/155×159a、CHP-250AF（DF）/232×235a、CHP-400AF（DF）/380×280a
●  電源： AC100V　50/60] 

   ●  デジタルタイプはボタン入力（10℃単位）で温度
設定が可能です。

●  セラミックガラス製プレートですので、耐熱性・
耐薬品性に優れています。

●  最高温度550℃（CHP-400タイプは350℃）まで
の高温加熱用途に使用できます。 

CHP-250DF

 ホットプレート600  （耐薬天板） 
      セールコード    型　番    最高温度（℃）    天板サイズ（a）    価格（税抜）    セール価格（税抜）  
      3-6756-01-30    HPR6-1515  

  600  
  150×150    ￥228,000    ￥205,000  

      3-6756-02-30    HPR6-3030    300×300    ￥298,000    ￥268,000  
 ※ 天板に鋭利な金属等を当てますと、コーティングが剥離やクラックを起こし内部の金属がさらさ
れる事になり、腐食等の原因となりますのでご注意ください。
※ HPR6-3030は30Aの電源が必要です。 

   ●  天板は耐薬性を高めたセラミックコーティング仕様です。
●  シーズヒーターを採用し、高温の加熱が可能です。 

 ■  仕様
  型　番    HPR6-1515    HPR6-3030    SHPR-4030  
  本体材質    ステンレス（SUS304・底板のみSUS430）    ステンレス（SUS304/底板・コントロール部SUS430）  
  天板材質    ステンレス（SUS304）＋セラミックコーティング    アルミニウム＋セラミックコーティング  

  サイズ※    335×225×121a    485×375×125a    プレート部：402.5×302.5×120a、
コントロール部：110×150（169)×102a  

  温度調節タイマー    0～99時間59分（装置停止機能付き）  
  電源    AC100V　50/60]    単相200V　50/60]    AC100V　50/60]  

  電源コード    2.5c、アース付き3Pプラグ    2.5c、プラグ形状     2.5c アース付き3Pプラグ（2P変換アダプター付き）  
  重量    6.6o    21o    本体／5.7o、コントロール部／1.9o  
  耐荷重    5o    10o  

HPR6-1515

 セパレートホットプレート  （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）  
      3-1479-01-30    SHPR-4030    200    400×300    ￥95,000    ￥85,500  
      ■  仕様　  ●  温度表示精度： ±2℃　●  熱板表面温度： 室温＋5℃～200℃ 

   ●  コンパクトなので設置・移動が容易です。 

折りたたみ時使用例

 ホットスターラー   
      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）  
      3-6514-01-30    DSHS-1N    デジタル    100～1500    ￥63,000    ￥56,700  
      3-6514-02-30    ASHS-1N    アナログ    ～約1500    ￥58,000    ￥52,200  
  ■  仕様　  ●  攪拌容量： ～20r　●  温度設定範囲： 室温～500℃
●  本体寸法： 248×341×135a　●  天板寸法： 184×184a 

      ■  共通特長　  ● 天板はガラスセラミック製で耐熱性や耐熱衝撃性に強く、耐薬品性にも優れています。
● SDカードを差し込むことで温度・回転数・時間をロギングでき、実験データの保管や記録が容易です。
● タイマーによるオートオフ機能付きです。 

               ■  共通仕様　 ● 材質：本体／アルミダイキャスト、天板／セラミックガラス 
● 回転数設定：10rpm単位（デジタルタイプのみ）
● 回転数表示精度：±10rpm（デジタルタイプのみ）　●  防塵・防水： IP21

DSHS-1N

ASHS-1N

 ホットスターラー  （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）  
      3-6513-01-30    DSHS-1HP    デジタル    100～1500    ￥83,000    ￥74,700  
      3-6513-02-30    ASHS-1HP    アナログ    ～約1500    ￥78,000    ￥70,200  
  ■  仕様　  ●  攪拌容量： ～30r　●  温度設定範囲： 室温～480℃
●  本体寸法： 328×424×138a　●  天板寸法： 254×254a 

DSHS-1HP

ASHS-1HP¥¥70,200～～
¥78,000～

¥¥52,200～～
¥58,000～

まで

1010%%
OFF!!OFF!!

イププププ

1010%%
OFF!!OFF!!

1010%%
OFF!!OFF!!

1010%%
OFF!!OFF!!

600℃

200℃
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時計回り、反時計回りを交互に
繰り返し旋回します。

電磁式で発熱が少なく省電力です。

高温かつ耐薬品性に優れたホットプレートです。

実験に便利なミニサイズで、
耐久性に優れたスターラー！

静かで耐久性に優れたモータレススターラー

¥¥6,240～
¥7,800～

¥¥28,400
¥31,500

¥¥36,00036,000～～

¥¥136,000
¥160,000

¥¥135,000
¥150,000

¥40,000～

P.156
カタログ
掲載ページ

P.138
カタログ
掲載ページ

P.142
カタログ
掲載ページ

1010%%
OFF!!OFF!!

1010%%
OFF!!OFF!!

1515%%
OFF!!OFF!!

 セラミックホットスターラー  （アナログタイプ） 
      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）  
      2-8080-31-30    CHPS-170AF  

  550  
  175×178    ￥40,000    ￥36,000  

      2-8080-32-30    CHPS-250AF    251×254    ￥56,000    ￥50,400  

   ●  セラミックガラス製プレートで耐熱性・耐薬品性に優れています。
●  最高温度550℃までの高温加熱用途に使用できます。 

CHPS-250AF

 セラミックホットスターラー  （デジタルタイプ） 
      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）  
      2-8081-41-30    CHPS-170DF  

  550  
  175×178    ￥45,000    ￥40,500  

      2-8081-42-30    CHPS-250DF    251×254    ￥60,000    ￥54,000  
 ※ 回転子は付属していません。 

      ■  仕様
  ●  回転数： アナログタイプ／最大約1200rpm、デジタルタイプ／100～1200rpm
●  温度・回転数調節： アナログタイプ／ボリューム設定式、デジタルタイプ／

 デジタル設定（10℃/10rpm単位）
●  電源： AC100V　50/60]
●  加熱板サイズ： 170AF・DF／155×159a、250AF・DF／232×235a
●  重量： 170AF・DF／約3o、250AF・DF／約3.5o 

CHPS-250DF

 ミニスターラー   
      セールコード    型　番    攪拌容量（r）    回転数（rpm）    価格（税抜）    セール価格（税抜）  
      3-6518-01-30    NMS-05    ～約0.5  

  MAX約1500    ￥7,800    ￥6,240  
      3-6518-02-30    NMS-2    ～約2    ￥9,800    ￥7,840  
      ■  仕様   ●  材質： 本体／ABS樹脂、天板／PET（ポリエチレンテレフタレート）
●  本体寸法： NMS-05／101×140×51a、NMS-2／128×175×49a
●  付属品： 回転子（φ6×30a）×1個 

   ●  ブラシレスモーター採用により長寿命です。
●  無段階の回転数調整ができます。 

NMS-05

です。

2020%%
OFF!!OFF!!

1010%%
OFF!!OFF!!

 電磁式スターラー  （モータレス） 
      セールコード    型　番    回転数（rpm）    撹拌容量（r）    価格（税抜）    セール価格（税抜）  
      2-952-01-30    MLS-100C    80～2000    5    ￥31,500    ￥28,400  
      ■  仕様　  ●  回転数設定単位： 10rpm　●  出力： 24W
●  電源： AC100～240V　50/60]　●  最大使用可能撹拌子： φ12×50a
●  天板サイズ： 140×140a　●  サイズ： 160×200×48a 

   ●  最高2000rpmでの撹拌が可能です。
●  インキュベーター等の中でも使用で
きます。 

 オービタルシェーカー   
      セールコード    型　番    仕様    価格（税抜）    セール価格（税抜）  
      2-986-01-30    AS-MOR-3001    本体    ￥160,000    ￥136,000  
      2-986-21-30    SI-200-10    250pフラスコホルダー（1個入）    ￥    8,800    ￥    7,480  
      2-986-22-30    SI-200-11    500pフラスコホルダー（1個入）    ￥    8,800    ￥    7,480  
      2-986-13-30    MS-FLAT-30    交換用滑り止めラバーマット30×30b    ￥    2,000    ￥    1,700  
      2-986-14-30    MW-SP    固定用スプリング（2個入）    ￥    3,800    ￥    3,200  
      ■  仕様　  ●  回転速度： 0～200rpm（2方向振盪の時は0～100rpm）
●  旋回範囲： 20a（最大）　●  負荷荷重： MAX10.0o
●  タイマー： 1～9999分　●  使用温度範囲： 室温～40℃
●  電源： 110V or 220V切り替え可
●  本体サイズ： 300×310×130a（プラットフォーム300×300a）
●  重量： 7o 

   ●  耐荷重10oと重量物の撹拌も可能です。 

250pフラスコホルダー使用例 500pフラスコホルダー使用例 ラバーマット スプリング使用例

P.179
カタログ
掲載ページ

で検索

 電磁式オービタルシェーカー   
      セールコード    型　番    回転速度（rpm）    旋回範囲（a）    価格（税抜）    セール価格（税抜）  
      3-6560-01-30    COSH6    30～300    19    ￥150,000    ￥135,000  
      3-6560-11-30    FH100    フラスコホルダー100p用  

  最大取付15個    ￥    1,500    ￥    1,350        3-6560-12-30    FH250    フラスコホルダー250p用    ￥    1,800    ￥    1,620  
      3-6560-13-30    FH500    フラスコホルダー500p用    最大取付9個    ￥    2,200    ￥    1,980  
      3-6560-14-30    SH    スプリングホルダー    ￥  22,000    ￥  19,800  
      ■  仕様　  ●  使用環境： 5～60℃、＜99％RH　●  負荷荷重： 最大6o
●  電源： AC100～240V　50/60]　●  消費電力： 30W
●  サイズ： 本体／360×300×96a、コントローラー／360×105×75a 

   ●  CO2インキュベータ内での使用が可能です。
●  コントロール部分は本体に付けた状態でも、放して使用することも可能です。 

COSH6 FH500 使用例 SH 使用例

P.182
カタログ
掲載ページ

1200rpm 550℃

仕様詳細はカタログもしくは、 で検索!! 検索アズワン AXEL
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開口30b拡大（正面）

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 ： 2018年3月30日（金）受注分まで。  価格は税抜き価格です。

樹脂・各種粉体の圧縮成型テスト・サンプルの作製に

"使いやすさ"にこだわった真空デシケーター 穴を開けずに庫内の空気を攪拌

少量の粉体の分級に適しています。

¥¥374,000374,000～～¥415,000～

¥¥67,500
¥75,000

¥¥96,900～～
¥102,000～

¥¥24,300～～
¥27,000～¥¥11,600～～

¥12,900～

P.213
カタログ
掲載ページ

55%%
OFF!!OFF!!

1010%%
OFF!!OFF!!

1010%%
OFF!!OFF!!

1010%%
OFF!!OFF!!1010%%

OFF!!OFF!!

 小型熱プレス機   
      セールコード    型　番    加重（ｔ）    サイズ（a）    重量（o）    価格（税抜）    セール価格（税抜）  
      2-7903-11-30    H300-01    0～1    470×350（500）×456    約54    ￥415,000    ￥374,000  
      2-7903-12-30    H300-05    0～5    470×380（735）×490    約55    ￥456,500    ￥411,000  
      2-7903-13-30    H300-15    0～15    570×380（725）×570    約70    ￥456,500    ￥411,000  
 ※ （　）内はハンドル含む 

  ■  仕様　  ●  熱板サイズ：  200×150a　●  熱板ストローク： 0～90a
●  加熱温度：  室温＋20～300℃　●  電源： AC100V　50/60]
●  電源コード長： 2.5c（3Pプラグ付き） H300-15

 ミニふるい振とう機   
      セールコード    型　番    サイズ（a）    価格（税抜）    セール価格（税抜）  
      1-8990-11-30    MVS-1N    115×230×253    ￥75,000    ￥67,500  
 ※ ふるいは付属していません（3～5段で使用してください）。 

  ■  仕様
  ●  材質： 本体外装／亜鉛ダイキャスト焼付塗装、ふるい部／ステンレス
●  回転数： 1000～2500rpm　●  重量： 3o（ふるい5段取り付け時）
●  電源： AC100～240V　50/60]（専用ACアダプタ付属） 
  ■  付属品
  ●  ステンレスふるい用フタ　●  受器（固定）　●  中間受器　●  防振シート 

 高精度電鋳ふるい  （ニッケルフィルター） 
      セールコード    型　番    開口寸法（b）    ピッチ（b）    価格（税抜）    セール価格（税抜）  
      3-6820-01-30    S30H30（JIS）    30  

  45  

  ￥102,000    ￥  96,900  
      3-6820-02-30    S29H30（JIS）    29    ￥102,000    ￥  96,900  
      3-6820-03-30    S28H30（JIS）    28    ￥102,000    ￥  96,900  
      3-6820-04-30    S27H30（JIS）    27    ￥102,000    ￥  96,900  
      3-6820-05-30    S26H30（JIS）    26  

  40  

  ￥102,000    ￥  96,900  
      3-6820-06-30    S25H30（JIS）    25    ￥108,000    ￥103,000  
      3-6820-07-30    S24H30（JIS）    24    ￥108,000    ￥103,000  
      3-6820-08-30    S23H30（JIS）    23    ￥108,000    ￥103,000  
      3-6820-09-30    S22H30（JIS）    22  

  35  

  ￥108,000    ￥103,000  
      3-6820-10-30    S21H30（JIS）    21    ￥108,000    ￥103,000  
      3-6820-11-30    S20H30（JIS）    20    ￥114,000    ￥108,000  
      3-6820-12-30    S19H30（JIS）    19    ￥114,000    ￥108,000  
      3-6820-13-30    S18H30（JIS）    18  

  30  

  ￥114,000    ￥108,000  
      3-6820-14-30    S17H30（JIS）    17    ￥114,000    ￥108,000  
      3-6820-15-30    S16H30（JIS）    16    ￥114,000    ￥108,000  
      3-6820-16-30    S15H30（JIS）    15    ￥120,000    ￥114,000  
      3-6820-17-30    S14H30（JIS）    14  

  25  
  ￥120,000    ￥114,000  

      3-6820-18-30    S13H30（JIS）    13    ￥120,000    ￥114,000  
      3-6820-19-30    S12H30（JIS）    12    ￥120,000    ￥114,000  
      3-6820-20-30    S11H30（JIS）    11  

  21  
  ￥120,000    ￥114,000  

      3-6820-21-30    S10H30（JIS）    10    ￥132,000    ￥125,000  
      3-6820-22-30    S9H30（JIS）    9    ￥132,000    ￥125,000  

      セールコード    型　番    開口寸法（b）    ピッチ（b）    価格（税抜）    セール価格（税抜）  
      3-6820-23-30    S8H30（JIS）    8  

  17  
  ￥144,000    ￥137,000  

      3-6820-24-30    S7H30（JIS）    7    ￥144,000    ￥137,000  
      3-6820-25-30    S6H30（JIS）    6    ￥144,000    ￥137,000  
      3-6820-26-30    S5H30（JIS）    5  

  15  
  ￥168,000    ￥160,000  

      3-6820-27-30    S4H30（JIS）    4    ￥168,000    ￥160,000  
      3-6820-28-30    S3H30（JIS）    3    ￥204,000    ￥194,000  
      3-6820-29-30    S2H30（JIS）    2  

  13    ￥276,000    ￥262,000  
      3-6820-30-30    S1H30（JIS）    1    ￥336,000    ￥319,000  

   ●  メッシュ部に網目の無いふるいで高速分注が可能、隙間に粉体が溜まりません。
●  全数検査証明書付きで安心して使用できます。 

      ■  仕様　  ●  材質： フィルター部／ニッケル、フレーム部／ステンレス（SUS304）
●  フレーム規格： JIS／JIS Z8801-1（φ75a）準拠、ISO／ISO3310-1（φ75a）準拠、ASTM／ASTM　E11（φ76a）準拠
●  穴形状： □　●  穴径交差： ±0.5b（15b以上は±0.8b）　●  付属品： 検査証明書 

開口5b拡大（正面）

開口30b拡大（斜め）

P.232
カタログ
掲載ページ

P.235
カタログ
掲載ページ

P.888
カタログ
掲載ページ

P.861
カタログ
掲載ページ

 成形真空デシケーター   
      セールコード    型　番    中板サイズ（a）    仕様    価格（税抜）    セール価格（税抜）  
      2-931-01-30    RVD-250    φ250  

  バルブ×2個    ￥12,900    ￥11,600        2-931-02-30    RVD-300    φ310    ￥18,200    ￥16,400  
      2-931-03-30    RVD-250ゲージ付    φ250    バルブ×2個、

真空計×1個  
  ￥17,500    ￥15,800  

      2-931-04-30    RVD-300ゲージ付    φ310    ￥22,000    ￥19,800  
      ■  仕様
  ●  真空バルブ径： 外径約φ10a　●  許容真空度： 約133Pa
●  本体容量： RVD-250／約6.5r、RVD-300／約13r 

   ●  ロック付きですので、
常圧時の密閉性が高いうえ、
真空引きも容易に行えます。

●  用途・スペースに応じてバルブ、
真空ゲージの位置を
付け替えることができます。 

RVD-250ゲージ付き

 マグネティックファン   
      セールコード    型　番    サイズ（a）    重量（n）    価格（税抜）    セール価格（税抜）  
      3-6671-01-30    MGF-MBRT    110×63×130    約800    ￥55,000    ￥49,500  
      3-6671-02-30    MGF-110F    110×54×110    約400    ￥27,000    ￥24,300  
 ※ -01・-02セットでの使用となります。　※ 鉄板のような磁性体では使用できません。 

      ■  仕様　  ●  回転数： 200～3000 rｐｍ（最大回転数は、板厚・材質によって異なります）。
●  環境温度： 最高50℃　●  電源： AC100～240V　50/60]　コード1.5c 

   ●  庫内にMGF-110F（ファンヘッド）を、外側にMGF-MBRT（制御部）を取
り付け（吸盤）、磁力でファンを駆動することで庫内の気体を撹拌します。

●  風量を調節できるので、用途に合わせた
使用が可能です。 

風の流れ

MGF-110F

MGF-MBRT
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55%%
OFF!!OFF!!

仕様詳細はカタログもしくは、 で検索!! 検索アズワン AXEL

必要な時だけセットできるお手軽な粉体用ドラフト！

必要な時だけセットできるお手軽ドラフトチャンバー！

セラミックシリーズがさらに充実！
さらに充実したラインナップ!
最高クラスの耐薬品性をもつ薬品庫！

持ち運びに便利な可動トレー（ステンレス製）で
清潔に保てます。

必要な時だけセットできるお手軽クリーンブース！

 折りたたみ粉体計量ドラフト   
      セールコード    型　番    ファンユニット    サイズ（a）※    価格（税抜）    セール価格（税抜）  
      3-6789-01-30    DC700    1台付き    700×500×550（700）    ￥  95,000    ￥  90,300  
      3-6789-02-30    DC1000    2台付き    1000×500×550（700）    ￥164,000    ￥155,800  
 ※ （　）はユニットを含んだ高さです。 

      ■  仕様
  ●  材質： フレーム／アルミニウム、シートカバー／軟質PVC、 窓／硬質PVC
●  折りたたみ時サイズ： DC700／700×75×550a（フレームのみ）、DC1000

 ／1000×75×550a（フレームのみ） 

   ●  不織布製プレフィルターと抗菌・防臭HEPAフィルターで粉塵を取り除いて、
ワークスペースから安全に排気されます。

●  工具無しでフレームを折りたたむことができますので、
使用しないときは容易に収納することができます。 

DC700

 折りたたみ簡易ドラフト   
      セールコード    型　番    ファンユニット    サイズ（a）※    価格（税抜）    セール価格（税抜）  
      3-6786-01-30    SC700    1台付き    700×500×550（700）    ￥  96,000    ￥  91,200  
      3-6786-02-30    SC1000    2台付き    1000×500×550（700）    ￥168,000    ￥160,000  
 ※ （　）はユニットを含んだ高さです。 

      ■  仕様
  ●  材質： フレーム／アルミニウム、シートカバー／軟質PVC（塩化ビニル樹脂）、

 窓／硬質PVC（塩化ビニル樹脂）
●  折りたたみ時サイズ： SC700／700×75×550a（フレームのみ）、

 SC1000 ／1000×75×550a（フレームのみ） 

   ●  不織布製プレフィルターと繊維
活性炭フィルターで庫外への有
機ガスの排出を軽減します。

●  工具無しでフレーム
を折りたたむことが
できますので、使用
しないときは容易に
収納することができ
ます。 

SC700

 折りたたみ簡易クリーンブース  （窓付き） 
      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）  
      3-6788-01-30    CB700    ファンユニット1台付き    700×500×550（700）    ￥58,000    ￥55,100  
      3-6788-02-30    CB1000    ファンユニット2台付き    1000×500×550（700）    ￥96,000    ￥91,200  
 ※ （　）はユニットを含んだ高さです。 

      ■  仕様
  ●  材質： フレーム／アルミニウム、シートカバー／軟質PVC（塩化ビニル樹脂）、 

 窓／硬質PVC（塩化ビニル樹脂）
●  折りたたみ時サイズ： CB700／700×75×550a（フレームのみ）、

 CB1000／1000×75×550a（フレームのみ） 

   ●  不織布製プレフィルターと抗
菌・防臭HEPAフィルターを通
して、クリーンな空気をワーク
スペース内に供給します。

●  工具無しでフレーム
を折りたたむことが
できますので、使用
しないときは容易に
収納できます。 

CB700
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 卓上クリーンベンチ   
      セールコード    型　番    サイズ（a）    ワークエリア寸法(a)    価格（税抜）    セール価格（税抜）  
      8-5881-01-30    HCB-900    900×600×880    700×450/550×450    ￥480,000    ￥456,000  
      8-5881-02-30    HCB-1200    1200×600×880    1000×450/550×450    ￥580,000    ￥551,000  
      ■  仕様
  ●  材質： 本体／スチール（焼付塗装）、作業面・ハンガーパイプ／ ステンレス

（SUS304）、前面扉／透明強化ガラス（厚さ5a）
●  庫内清浄度： Class 5（クラス100）　●  庫内ハンガーパイプ（φ25a×1本）付き
●  電源： AC100V　50/60]（3Pプラグ、コード長3c）
●  照明： LED照明（20W相当）　●  コンセント（2口）付き　●  差圧計付き　
●  重量： HCB-900／64o、HCB-1200／79o 

   ●  前面扉が作業しやすい角度に傾斜しています。
●  前面扉はバランサーにより、任意の位置で開口面積を保持できます。
●  庫内上部にはハンガーパイプが付いています。 

HCB-1200

P.828
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掲載ページ
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 セフティキャビネット  （セラミックコート） 
      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）  
      3-1497-01-30    SM-3E    トータルロック    455×600×800    ￥195,000    ￥185,000  
      3-1497-02-30    SM-3E1N    セパレートロック    486×600×800    ￥255,000    ￥242,000  
      3-1498-01-30    GM-3E    トータルロック    455×600×800    ￥245,000    ￥233,000  
      3-1498-02-30    GM-3E1N    セパレートロック    486×600×800    ￥295,000    ￥280,000  
 ※ GM-3E・3E1Nは上段での使用はできません。
※ セパレートロックとトータルロックの上下連結はできません（左右連結は可）。 

      ■  仕様
  ●  材質： 本体／ステンレス（SUS304） （セラミックコート）、 レール／スチール（フッ素コート） 

   ●  ステンレス製の薬品庫本体に
セラミックコートを施し、耐
薬品性能を高めています。 

SM-3E1N

 ステンレストレーラック   
      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）  
      2-821-01-30    STR-O    オープンタイプ    313×370×433    ￥53,200    ￥47,900  
      2-821-02-30    STR-KD    鍵付き扉タイプ    363×394×433    ￥63,200    ￥56,900  
      ■  仕様　  ●  材質： 本体・トレー／ステンレス（SUS304）、 鍵／亜鉛合金（クロムめっき）、

 キー／黄銅板（ニッケルめっき）
●  重量： STR-O／約12.5o、KD／約15.2o（トレー4枚含む）
●  トレー数： 4段　●  トレーサイズ： 外寸法／274×359×60a、底内寸法／216×301a
●  トレー耐荷重： 約9o　●  付属品： トレー（1-2393-06）×4枚 

   ●  トレーはA4クリアファイル
が納まる深型大容量仕様
です。 

STR-O 使用例

STR-KD

0～
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抗菌・防臭
フィルター

抗菌・防臭
フィルター
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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 ： 2018年3月30日（金）受注分まで。  価格は税抜き価格です。

2つの高さをラインナップ 滑り止めシートで荷物の落下を防止

収納と作業効率の両立
キャビネットとスタンドのハイブリッドモデル
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 ラボサーバーラック  （薬品保管庫・ヘンペイ20r用） 
      セールコード    型　番    サイズ（a）    収納本数    タイプ    価格（税抜）    セール価格（税抜）  
      2-682-01-30    LSR-W-H20　1列1段    350×600×1200    上段：1、下段：1  

  スチー
ル製  

  ￥  51,800    ￥  49,200  
      2-682-02-30    LSR-W-H20　2列1段    550×600×1200    上段：2、下段：2    ￥  74,800    ￥  71,100  
      2-682-03-30    LSR-W-H20　1列2段    350×600×1700    上段：1、中段：1、下段：1    ￥  77,800    ￥  73,900  
      2-682-04-30    LSR-W-H20　2列2段    550×600×1700    上段：2、中段：2、下段：2    ￥102,800    ￥  97,700  
      2-693-01-30    LSR-S-H20　1列1段    350×600×1200    上段：1、下段：1  

  ステン
レス製  

  ￥  93,800    ￥  89,100  
      2-693-02-30    LSR-S-H20　2列1段    550×600×1200    上段：2、下段：2    ￥132,800    ￥126,000  
      2-693-03-30    LSR-S-H20　1列2段    350×600×1700    上段：1、中段：1、下段：1    ￥139,800    ￥133,000  
      2-693-04-30    LSR-S-H20　2列2段    550×600×1700    上段：2、中段：2、下段：2    ￥166,800    ￥158,000  

LSR-W-T（2列2段） LSR-S-P（2列2段）

 ラボサーバーラック  （薬品保管庫・ヘンペイ10r用） 
      セールコード    型　番    サイズ（a）    収納本数    タイプ    価格（税抜）    セール価格（税抜）  
      2-675-01-30    LSR-W-H10　1列1段    350×600×960    上段：1、下段：1  

  スチー
ル製  

  ￥  48,800    ￥  46,400  
      2-675-02-30    LSR-W-H10　2列1段    500×600×960    上段：2、下段：2    ￥  69,800    ￥  66,300  
      2-675-03-30    LSR-W-H10　1列2段    350×600×1350    上段：1、中段：1、下段：1    ￥  71,800    ￥  68,200  
      2-675-04-30    LSR-W-H10　2列2段    500×600×1350    上段：2、中段：2、下段：2    ￥  94,800    ￥  90,100  
      2-678-01-30    LSR-S-H10　1列1段    350×600×960    上段：1、下段：1  

  ステン
レス製  

  ￥  83,800    ￥  79,600  
      2-678-02-30    LSR-S-H10　2列1段    500×600×960    上段：2、下段：2    ￥118,000    ￥112,000  
      2-678-03-30    LSR-S-H10　1列2段    350×600×1350    上段：1、中段：1、下段：1    ￥125,800    ￥120,000  
      2-678-04-30    LSR-S-H10　2列2段    500×600×1350    上段：2、中段：2、下段：2    ￥162,800    ￥155,000  
  ■  仕様　  ●  構造： 最下段収納棚固定・サーバーラック棚稼働方式
●  扉： 1列／片開き、2列／観音開き、シリンダー錠付き
●  付属品： 壁面固定金具・床固定金具・横連結用金具
●  材質： LSR-W／スチール（メラミン焼付塗装）、LSR-S／ステンレス（SUS430）   

 ラボサーバーラック  （薬品保管庫・ペール缶用） 
      セールコード    型　番    サイズ（a）    収納本数    タイプ    価格（税抜）    セール価格（税抜）  
      2-673-01-30    LSR-W-P　1列1段    500×600×960    上段：1、下段：1  

  スチー
ル製  

  ￥  49,800    ￥  47,300  
      2-673-02-30    LSR-W-P　2列1段    850×600×960    上段：2、下段：3    ￥  74,800    ￥  71,100  
      2-673-03-30    LSR-W-P　1列2段    500×600×1350    上段：1、中段：1、下段：1    ￥  83,800    ￥  79,600  
      2-673-04-30    LSR-W-P　2列2段    850×600×1350    上段：2、中段：2、下段：3    ￥100,800    ￥  95,800  
      2-674-01-30    LSR-S-P　1列1段    500×600×960    上段：1、下段：1  

  ステン
レス製  

  ￥  88,800    ￥  84,400  
      2-674-02-30    LSR-S-P　2列1段    850×600×960    上段：2、下段：3    ￥130,800    ￥124,000  
      2-674-03-30    LSR-S-P　1列2段    500×600×1350    上段：1、中段：1、下段：1    ￥133,800    ￥127,000  
      2-674-04-30    LSR-S-P　2列2段    850×600×1350    上段：2、中段：2、下段：3    ￥177,800    ￥169,000  
  ■  仕様　  ●  構造： 最下段収納棚固定・サーバーラック棚稼働方式
●  扉： 1列／片開き、2列／観音開き、シリンダー錠付き
●  付属品： 壁面固定金具・床固定金具・横連結用金具
●  材質： LSR-W／スチール（メラミン焼付塗装）、LSR-S／ステンレス（SUS430） 

      ■  共通ポイント
  ●  サーバー棚はスライド式ですので出し入れが容易に行えます。
●  鍵及び固定具が付いていますので、薬品を安全に管理できます。
●  保管庫としてだけでなく、使いやすい高さでサーバーとして利用できます。
●  最下段は収納棚ですので、予備タンクを格納できます。
●  標準装備の通気口に排気ダクトが取り付け可能です。 

LSR-W-H20（2列2段） LSR-W-H10（1列1段）

デル

55%%
OFF!!OFF!!

 ステンレスハンガーラック  （小物掛けフック付き） 
      セールコード    型　番    外寸法（a）    価格（税抜）    セール価格（税抜）  
      2-634-01-30    SHRF1800-600    600×400×1800    ￥47,500    ￥42,800  
      2-634-02-30    SHRF1800-1200    1200×400×1800    ￥52,500    ￥47,300  
      2-634-03-30    SHRF2000-600    600×400×2000    ￥49,500    ￥44,600  
      2-634-04-30    SHRF2000-1200    1200×400×2000    ￥54,500    ￥49,100  
      ■  仕様　  ●  材質： ステンレス（SUS304）
●  キャスター： φ50a（対角ストッパー付き）
●  小物掛けフック12個付属（各ポール両面3個ずつ付属） 

 木製平台車   
      セールコード    型　番    サイズ（a）    価格（税抜）    セール価格（税抜）  
      3-6872-01-30    WFT4530    450×300×135    ￥2,100    ￥1,680  
      3-6872-02-30    WFT6045    600×450×135    ￥3,100    ￥2,480  
      3-6872-03-30    WFT9060    900×600×135    ￥4,300    ￥3,440  
■ 仕様　●  材質： 合板
●  キャスター： φ76aPE（ポリエチレン）製（4輪自在）
●  耐荷重： 80o
●  重量： WFT4530/ 約 3.1o、WFT6045/ 約 4.5o、

 WFT9060/約7.9o

   ●  フードや手袋を掛けられる小物掛
けフックがポールに付いています。 

SHRF1800-600

SHRF2000-1200

カタ グ
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 ボンベ固定スタンド   
      セールコード    型　番    容量（r）    架数（本）    価格（税抜）    セール価格（税抜）  
      3-6578-01-30    BS201    1500・

2000用  
  1    ￥10,000    ￥  8,000  

      3-6578-02-30    BS202    2    ￥12,800    ￥10,200  
      3-6578-03-30    BS701  

  7000用  
  1    ￥12,800    ￥10,200  

      3-6578-04-30    BS702    2    ￥17,600    ￥14,100  
      ■  仕様　  ●  材質： スチール
●  ボンベサイズ： BS201・202/φ140～166・高さ660～

 810a、BS701・702/φ230～255・高さ
 1070～1600a

●  重量： BS201/約2.6o、BS202/約3.3o、BS701/約4.3o、
 BS702/約6.4o 

 チェーンで転倒を防止 

BS201

BS702

WFT9060

WFT4530

WFT6045

P.965
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 ラボサーバーラック  （薬品保管庫・一斗缶用） 
      セールコード    型　番    サイズ（a）    収納本数    タイプ    価格（税抜）    セール価格（税抜）  
      2-694-01-30    LSR-W-T　1列1段    500×600×960    上段：1、下段：2  

  スチー
ル製  

  ￥  49,800    ￥  47,300  
      2-694-02-30    LSR-W-T　2列1段    850×600×960    上段：2、下段：6    ￥  74,800    ￥  71,100  
      2-694-03-30    LSR-W-T　1列2段    500×600×1350    上段：1、中段：1、下段：2    ￥  83,800    ￥  79,600  
      2-694-04-30    LSR-W-T　2列2段    850×600×1350    上段：2、中段：2、下段：6    ￥100,800    ￥  95,800  
      2-696-01-30    LSR-S-T　1列1段    500×600×960    上段：1、下段：2  

  ステン
レス製  

  ￥  88,800    ￥  84,400  
      2-696-02-30    LSR-S-T　2列1段    850×600×960    上段：2、下段：6    ￥130,800    ￥124,000  
      2-696-03-30    LSR-S-T　1列2段    500×600×1350    上段：1、中段：1、下段：2    ￥133,800    ￥127,000  
      2-696-04-30    LSR-S-T　2列2段    850×600×1350    上段：2、中段：2、下段：6    ￥177,800    ￥169,000  
       ●  最下段は収納棚ですので、予備のペール缶を格納できます。 
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正しい手洗いを評価・トレーニング

イソプロピルメチルフェノール配合の
医薬部外品です。

バッテリー液の補充、
塗料・薬液の希釈に！

水道水・井戸水・飲料水・排水等の水質検査に
適しています。

しつこい油汚れを強力に除去食品添加物のため安全性に優れています。

実験室まわり・
金属器具の洗浄に!

食品由来の汚れに優れた洗浄力を発揮

食品添加物成分で強力に除菌

¥¥2,790
¥3,100

¥¥1,620
¥1,800

¥¥1,226060
¥1,400

¥¥1,440440
¥1,800

¥¥2,970
¥3,300

¥¥1,350
¥1,500
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 手洗いマスター   
      セールコード    仕様    価格（税抜）    セール価格（税抜）  
      3-5388-01-30    セット    ￥9,800    ￥8,820  
 ※ 手洗いマスターセットにACアダプターは付属していません。
※ 詳細はAXELをご覧ください。 

      ■  仕様
  ●  本体サイズ： 315×260×260a
●  電源： 単3乾電池×4本（別売）またはAC100V　50/60]（ACアダプター別売）
●  主成分： 専用蛍光ローション／保湿剤・安定化剤・蛍光剤 
  ■  セット内容
  ●  本体×1台　●  ランプ×1個　●  専用蛍光ローション×2本　
●  ハンドソープ×1個 

   ●  センサーライト搭載で省エネです。 

本体

ランプ ハンドソープ 専用蛍光ローション

ブラックライト照射時
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 業務用薬用ハンドソープ  （サニクリア） 
      セールコード    型　番    容量    価格（税抜）    セール価格（税抜）  
      3-5378-01-30    H5000    5o×1本入    ￥3,100    ￥2,790  
      ■  仕様　  ●  有効成分： イソプロピルメチルフェノール
●  ストレートタイプ（無香料）　●  医薬部外品 

 業務用強力油汚れ用洗剤  （サニクリア） 
      セールコード    型　番    容量    価格（税抜）    セール価格（税抜）  
      3-5375-01-30    A5000    5o×1本入    ￥1,800    ￥1,620  
  ■  仕様　  ●  成分： 界面活性剤（直鎖アルキルベンゼンスルホ

 ン酸塩）・水酸化ナトリウム・溶剤・安定
 化剤・金属イオン封鎖剤

●  液性： アルカリ性 

 業務用除菌漂白剤  （サニクリア） 
      セールコード    型　番    容量    価格（税抜）    セール価格（税抜）  
      3-5376-01-30    B5500    5.5o×1本入    ￥1,400    ￥1,260  
  ■  仕様　  ●  成分： 次亜塩素酸ナトリウム（塩素系）6％
●  液性： アルカリ性 

 業務用アルコール製剤  （サニクリア） 
      セールコード    型　番    容量    価格（税抜）    セール価格（税抜）  
      3-5377-01-30    E5000    5r×1本入    ￥3,300    ￥2,970  
      ■  仕様　  ●  成分： エタノール（58％）・食品添加物（DL-リン

 ゴ酸・グリセリン脂肪酸エステル）・精製水
●  液性： 弱酸性 

 業務用中性洗剤  （サニクリア） 
      セールコード    型　番    容量    価格（税抜）    セール価格（税抜）  
      3-5374-01-30    N4500    4.5o×1本入    ￥1,500    ￥1,350  
      ■  仕様　  ●  主成分： 界面活性剤（直鎖アルキルベンゼンスル

 ホン酸塩（無リン））
●  液性： 中性 

   ●  ストレートタイプのハンド
ソープで、有効成分「イソ
プロピルメチルフェノール」
が、皮膚を清浄・殺菌・消
毒します。 

   ●  弱酸性ですので、エタノール
濃度が低くても
高い除菌効果を発揮します。 

●  防錆効果があり、金属洗
浄にも適しているので工
業用に使用できます。

●  調理器具や野菜・果物の
洗浄に適しています。

 ミネラル洗浄剤  （界面活性剤無添加） 
      セールコード    型　番    容量（r）    価格（税抜）    セール価格（税抜）  
      2-1201-01-30    SRS-K　1L    1    ￥  2,950    ￥2,660  
  2-1201-02-30    SRS-K　4L    4    ￥11,000    ￥9,900  

      ■  仕様
  ●  主成分： 精製水、リン酸K、珪酸Na、炭酸K、炭酸Na、

 リン酸Na、 CMC（カルボキシメチルセルロース）・Na
●  pH値： 13.5（強アルカリ性） 

 ※ アルカリに対して弱い器具へのご使用はお控えください。 

4r¥¥2,660～～
¥2,950～

 工業用精製水   
      セールコード    型　番    容量（r）    価格（税抜）    セール価格（税抜）  
      2-961-01-30    A300    20    ￥1,800    ￥1,440  
 ※ 有効期限：製造日より1年 

  ■  仕様　  ●  サイズ： 300×300×300a
●  材質： 外箱／ダンボール、 内袋・キャップ・コック／PE（ポリエチレン）
●  JIS K 0557： A2相当　●  コック付き 

内袋外箱 コック

2020%%
OFF!!OFF!!

 滅菌採水瓶   
      セールコード    型　番    容量（p）    入数    価格（税抜）    セール価格（税抜）  
      3-5437-01-30    SB-100    100（ハイポ無）    1箱（1本/袋×

200袋入）  
  ￥16,300    ￥13,000  

      3-5437-02-30    SB-100H    100（ハイポ入）    ￥18,800    ￥15,000  
      3-5438-01-30    SB-200    200（ハイポ無）    1箱（1本/袋×

144袋入）  
  ￥13,400    ￥10,700  

      3-5438-02-30    SB-200H    200（ハイポ入）    ￥15,400    ￥12,300  
      ■  仕様　  ●  材質： PE（ポリエチレン）　●  γ線滅菌済 

   ●  ハイポ入はチオ硫酸ナトリウム
を含有していますので、塩素を
中和します。

●  広口のため、検体を採取しやす
く密閉して運搬することに適し
ています。 

SB-100

SB-100H

SB-200

SB-200H

2020%%
OFF!!OFF!!

¥¥10,700～～
¥13,400～

仕様詳細はカタログもしくは、 で検索!! 検索アズワン AXEL

¥¥8,820
¥9,800



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 ： 2018年3月30日（金）受注分まで。  価格は税抜き価格です。

油回転式真空ポンプ専用の真空ポンプ油です。

ベアリングへの潤滑におすすめです。 耐久性・耐水性に優れる汎用タイプです。 軸受けの磨耗を防止！

空圧工具のアフターメンテナンスにおすすめです。

¥¥5,040
¥5,600

¥¥3,780
¥4,200

¥¥8,820
¥9,800
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 真空ポンプオイル   
      セールコード    容量（r）    価格（税抜）    セール価格（税抜）  
      3-6408-01-30    4    ￥4,800    ￥3,840  
      ■  仕様　  ●  引火点： 250℃　●  流動点： －10℃　●  粘度： VG68
●  動粘度： 68.7e/s（cSt）（40℃にて）　●  熱安定度（170℃×24h）： 合格
●  密度（15℃）： 0.874n/j　●  蒸気圧（50℃）Torr： 1×10-4以下
●  組成： 油滑基油　●  用途： ロータリーポンプ低～中真空機種用 

   ●  蒸気圧が低く、水分離性に優れています。
●  ロータリーポンプを磨耗から守ります。 

¥¥810810
¥900

¥¥850850
¥1,060

¥¥760760
¥950

¥¥720720
¥900

¥¥640640
¥800

¥¥810810
¥900

¥¥3,8403,840
¥4,800

¥¥880～～
¥1,100～

 エンジンオイル   
      セールコード    型　番    容量（r）    価格（税抜）    セール価格（税抜）  
      3-6407-01-30    2サイクル油 VG68  

  1    ￥1,100    ￥    880  
      3-6407-02-30    4サイクル油 10W-40    ￥1,250    ￥1,000  
      ■  仕様　  ●  粘度： 2サイクル油／ISO VG68、4サイクル油／API SL、SAE10W-40相当
●  主成分： 潤滑基油、油滑添加剤 
  ■  用途　  ●  2サイクル油／芝刈機・刈払機・チェンソー等　●  4サイクル油／自動車・小型発電機等 

   ●  2サイクル油は高度精製基油に専用添加剤を配合した
混合ガソリン専用オイルです。

●  4サイクル油はAPI分類SLクラスの4サイクルエンジン
オイルです。

●  品質保持と廃棄を考慮したパウチ容器入りです。 

 マシンオイル   
      セールコード    容量（r）    価格（税抜）    セール価格（税抜）  
      3-6406-01-30    1    ￥900    ￥810  
      ■  仕様　  ●  粘度： ISO VG46　●  主成分： 潤滑基油 

ミ シンオイル   
      セールコード    容量（r）    価格（税抜）    セール価格（税抜）  
      3-6402-01-30    1    ￥1,060    ￥850  
  ■  仕様　  ●  粘度： VG10　●  主成分： 潤滑基油 
  ■  用途　  ●  工業用、家庭用ミシン等 

 コンプレッサーオイル   
      セールコード    容量（r）    価格（税抜）    セール価格（税抜）  
      3-6401-01-30    1    ￥900    ￥720  
  ■  仕様　  ●  粘度： VG68　●  主成分： 潤滑基油 
  ■  用途　  ●  レシプロタイプ（往復運動）の0.5HP～15HP 

 チェーンソーオイル   
      セールコード    容量（r）    価格（税抜）    セール価格（税抜）  
      3-6400-01-30    1    ￥950    ￥760  
  ■  仕様　  ●  粘度： VG100　●  主成分： 潤滑油基油 
  ■  用途　  ●  チェーンソーの潤滑 

 エアツールオイル   
      セールコード    容量（r）    価格（税抜）    セール価格（税抜）  
      3-6404-01-30    1    ￥800    ￥640  
      ■  仕様　  ●  粘度： VG32　●  主成分： 潤滑基油 

 タービンオイル   
      セールコード    容量（r）    価格（税抜）    セール価格（税抜）  
      3-6405-01-30    1    ￥900    ￥810  
  ■  仕様　  ●  粘度： VG32　●  主成分： 潤滑基油 
  ■  用途　  ●  低～中圧油圧作動油・高速回転部の潤滑 

   ●  手差し給油タイプの中荷重低速回転の一般的な潤滑油です。 

   ●  主に空圧工具のブレド（羽）と軸
受けのメンテナンスオイルとし
て、耐摩耗性や防錆性・水への
分離性、熱による安定性などバ
ランスよく配合されています。 

   ●  適度な粘度とカーボンの生成
を限りなくおさえた専用添加
剤を配合しています。

●  粘土変化が少なく、潤滑性お
よび耐摩耗性・
酸化安定性に優れています。 

 ASTOOL リチウムグリース   
      セールコード    型　番    容量（p）    価格（税抜）    セール価格（税抜）  
      3-6602-01-30    No.2    420    ￥5,600    ￥5,040  
  ■  仕様
  ●  主成分： 基油／油滑基油、増ちょう剤／リチウム石けん基
●  使用温度範囲： －15～＋130℃　●  ちょう度： No.2
●  入数： 1箱（20本入） 

 ASTOOL シャーシーグリース   
      セールコード    型　番    容量（p）    価格（税抜）    セール価格（税抜）  
      3-6601-01-30    No.2    420    ￥4,200    ￥3,780  
  ■  仕様
  ●  主成分： 基油／油滑基油、増ちょう剤／カルシウム石けん基
●  使用温度範囲： －10～＋80℃　●  ちょう度： No.1
●  入数： 1箱（20本入） 

 ASTOOL モリブデングリース   
      セールコード    型　番    容量（p）    価格（税抜）    セール価格（税抜）  
      3-6600-01-30    No.2    420    ￥9,800    ￥8,820  
  ■  仕様
  ●  主成分： 基油／油滑基油、増ちょう剤／リチウム石けん基、

 添加剤／油滑添加剤・二硫化モリブデン
●  使用温度範囲： －15～＋130 ℃　●  ちょう度： No.2
●  入数： 1箱（20本入） 
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高機能な新素材ゴムを採用

高い透湿性で作業が快適に！

高性能活性炭シートで、
優れたろ過効率を実現

¥5,0405,040¥6,300¥5,360¥6,300

¥¥940
¥1,180

¥140140～～¥190～

¥¥3,420
¥3,800

¥¥3,680～～
¥4,900～¥¥6,210～～

¥6,900～

 クリーンノールコンフォート   
      セールコード    型　番    サイズ    重量（n）    入数    価格（税抜）    セール価格（税抜）  
      3-6431-01-30    34084-104    L    6.0±0.5  

  1袋（20枚
入）  

  ￥3,800    ￥3,420  
      3-6431-02-30    34084-103    M    5.0±0.5    ￥3,800    ￥3,420  
      3-6431-03-30    34084-102    S    4.5±0.5    ￥3,800    ￥3,420  
      3-6431-04-30    34084-101    XS    4.0±0.5    ￥3,800    ￥3,420  
      ■  仕様　  ●  材料： ポリウレタン　●  厚み： 0.06±0.01a　●  長さ： ＞300a
●  左右兼用　●  エンボス加工無し　●  タッキーグリップ　●  クラス100仕様 

   ●  ゴム手袋の約10倍の水
蒸気透過性能で蒸れにく
く、伸び率が920％で手
にしっかりフィットし、
長時間の作業でも疲れま
せん。 

P.1970
カタログ
掲載ページ

P.1971
カタログ
掲載ページ
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 アズセーフニトリル手袋  （スムースタイプ） 
      セールコード    サイズ    入数    価格（税抜）    セール価格（税抜）  
      3-6429-01-30    L  

  1箱（100枚入）  
  ￥1,180    ￥940  

      3-6429-02-30    M    ￥1,180    ￥940  
      3-6429-03-30    S    ￥1,180    ￥940  
      ■  仕様　  ●  材質： ニトリルゴム　●  全長： 240a
●  厚み： 指先／0.09a、手のひら／0.06a　●  左右兼用　●  パウダーフリー 

   ●  手袋表面加工のないスムース手袋です。
●  ピンホール試験（AQL1.5）に合格
しています。 

 ポリエチレン手袋   
      セールコード    型　番    厚み（a）    入数    価格（税抜）    セール価格（税抜）  
      2-4972-※    エコノミー    0.018  

  1箱
（100枚
入）  

  ￥190    ￥140  
      2-4973-※    スタンダード    0.025    ￥280    ￥210  
      2-4974-※    ヘビー    0.035    ￥330    ￥250  
      2-4975-※    エコノミー外エンボス    0.018    ￥190    ￥140  
      2-4976-※    スタンダード外エンボス    0.025    ￥280    ￥210  
      2-4977-※    ヘビー外エンボス    0.035    ￥350    ￥260  
 ※ご注文の際はサイズコード表にてサイズの指定をお願いします。 

  ■  仕様　  ●  材質： PE（ポリエチレン）　●  全長： 275a 

 ■  サイズコード表
  コード    -01-30    -02-30    -03-30  
  サイズ    L    M    S  

エコノミー エコノミー外エンボス

P.1976
カタログ
掲載ページ

P.1981
カタログ
掲載ページ

P.1981
カタログ
掲載ページ

P.192    0
カタログ
掲載ページ

P.2248
カタログ
掲載ページ

 ウレタン手袋  （レギュラー） 
      セールコード    型　番    サイズ（a）    入数    価格（税抜）    セール価格（税抜）  
      2-817-03-30    S  

  約290    1袋（50枚入）  
  ￥6,300    ￥5,360  

      2-817-02-30    M    ￥6,300    ￥5,360  
      2-817-01-30    L    ￥6,300    ￥5,360  
      ■  仕様　  ●  材質： PU（ポリウレタン）　●  厚み： 約50b　●  左右兼用 

   ●  透湿性が高いため、長時間の作業時、
汗によるムレ・肌あれを抑制します。

●  耐油性・耐溶剤性に優れています。 

レギュラー

 ウレタン手袋  （ロングタイプ） 
      セールコード    型　番    サイズ（a）    入数    価格（税抜）    セール価格（税抜）  
      2-816-01-30    UTS-500    約500    1袋（30枚入）    ￥6,300    ￥5,040  
      ■  仕様　  ●  材質： PU（ポリウレタン）　●  厚み： 約50b　●  左右兼用 

   ●  耐油性・耐溶剤性に優れています。
●  伸縮性があり、手にフィットするので
作業性に優れています。 

ロングタイプ

  1  5  1  5%%
OFF!!OFF!!

2    02    0%%
OFF!!OFF!!

 ニトリルノンパウダー指サック   
      セールコード    タイプ    サイズ    内径×長さ（a）    価格（税抜）    セール価格（税抜）  
      3-6395-01-30  

  ロール  
  L    φ20×65    ￥7,300    ￥6,570  

      3-6395-02-30    M    φ18×65    ￥7,300    ￥6,570  
      3-6395-03-30    S    φ15×65    ￥7,300    ￥6,570  
      3-6396-01-30  

  カット  
  L    φ20×65    ￥6,900    ￥6,210  

      3-6396-02-30    M    φ18×65    ￥6,900    ￥6,210  
      3-6396-03-30    S    φ15×65    ￥6,900    ￥6,210  
 ※ 1袋あたりの価格です。 

      ■  仕様　  ●  材質： ニトリルゴム　●  肉厚： 0.11a
●  マイクロエンボス加工　●  ノンパウダー　●  表面抵抗値： 109～11Ω/□
●  入数： 1袋（1440個入）　●  ケース入数： 1440個/袋×20袋 

   ●  無硫黄・シリコンオイルフリー・
非塩素処理・非帯電です。

●  ESDコントロール、油・低極性溶
剤使用環境で使用できます。 

カットタイプ

ロールタイプ

 高性能活性炭マスク  （4層タイプ） 
      セールコード    型　番    活性炭繊維含有率    入数    価格（税抜）    セール価格（税抜）  
      3-6561-01-30    ACM5025    約40％  

  1箱（50枚入）    ￥4,900    ￥3,680  
      3-6561-02-30    ACM8025    約55％    ￥5,600    ￥4,200  
      ■  仕様　  ●  BFE（細菌ろ過効率）： ≧99％　●  PFE（微粒子ろ過効率）： ≧99％
●  活性炭シート： 坪量／50n/g（ACM5025）・80n/g（ACM8025）、活性炭

 繊維含有率／約40％（ACM5025）・約55％（ACM8025）、
 ベンゼン吸着率／≧80％、厚み／0.1a（ACM5025）・0.15a
（ACM8025）

●  丸ゴムタイプ　●  個包装　●  4層構造 

ACM5025

ロング

109Ω～

1010%%
OFF!!OFF!!

袖口にずれ落ち防止
のゴム付きです。
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電子部品や細かなパーツの
保管・移動に便利

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 ： 2018年3月30日（金）受注分まで。  価格は税抜き価格です。

自立カバー付き

耐薬性に優れた
ラインテープ

熱配管の被覆、防水補修等に!

耐熱性、耐薬品性、引張強度に
優れたテープです。

耐熱性、耐薬品性に
優れたテープです。

基板の収納、
保管に

¥490～～

¥¥110～
¥¥110000

¥¥1,530～～¥580～

¥150～

¥120

¥1,800～

¥¥790～
¥1,050～

¥¥750～
¥1,000～

P.2263
カタログ
掲載ページ

P.1891
カタログ
掲載ページ

P.1725
カタログ
掲載ページ

P.1714
カタログ
掲載ページ

P.1710
カタログ
掲載ページ

P.1710
カタログ
掲載ページ

P.1728
カタログ
掲載ページ

P.2268
カタログ
掲載ページ

 導電パーツボックス   
      セールコード    型　番    外寸法（a）    内寸法（a）    価格（税抜）    セール価格（税抜）  
      3-6551-01-30    CPB-1    130×125×65    110×100×55    ￥   580    ￥    490  
      3-6551-02-30    CPB-2    160×98×70    148×85×60    ￥   980    ￥    830  
      3-6551-03-30    CPB-3    197×130×90    180×113×80    ￥1,200    ￥1,020  
      3-6551-04-30    CPB-4    233×159×120    215×140×112    ￥1,900    ￥1,620  
      ■  仕様　  ●  材質： 導電性PP（ポリプロピレン）
●  表面抵抗値： 1×103～109Ω 

   ●  積み重ねできますので、場所を取らず広い
作業スペースを確保できます。 

CPB-1 CPB-2 CPB-3 CPB-4

1515%%
OFF!!OFF!!

1515%%
OFF!!OFF!!

1515%%
OFF!!OFF!!

き

～～ グ

2525%%
OFF!!OFF!!

テ プ

2525%%
OFF!!OFF!!

性に
。

～～

に

2525%%
OFF!!OFF!!

～～
2525%%

OFF!!OFF!!

2525%%
OFF!!OFF!!

 導電基板ホルダー   
      セールコード    型　番    外寸法（a）    溝数    価格（税抜）    セール価格（税抜）  
      3-6547-01-30    CBH-1    355×268×128  

  25    ￥2,200    ￥1,870  
      3-6547-02-30    CBH-2    266×205×92    ￥2,800    ￥2,380  
      3-6547-03-30    CBH-3    340×130×22    34    ￥1,800    ￥1,530  
  ■  仕様　  ●  材質： 導電性PP（ポリプロピレン）
●  表面抵抗値： 1×103～109Ω　●  溝幅： CBH-1／2.5a、CBH-2・CBH-3／3a
●  溝深さ： 5a　●  ピッチ： CBH-1／9.5a、CBH-2・CBH-3／9a 

CBH-1

CBH-2

CBH-3

 粘着ローラーテープ   
      セールコード    型　番    サイズ    入数    価格（税抜）    セール価格（税抜）  
      3-5353-01-30    ハンドル（Iタイプ）    約55×230a  

  1本    ￥150    ￥110  
      3-5353-02-30    ハンドル（Tタイプ）    約170×280a    ￥360    ￥270  
      3-5353-11-30    粘着テープ100（Iタイプ用）    幅100a×長さ約13c（90周巻き）    1袋（2本入）    ￥380    ￥290  
      3-5353-12-30    粘着テープ160（Tタイプ用）    幅160a×長さ約13c（90周巻き）    1袋（3本入）    ￥600    ￥450  
 ※ ハンドルに粘着テープは付属していません。 

      ■  仕様　  ●  材質： テープ／紙、粘着剤／エマルジョン、ローラー／PP（Iタイプ）、
 PP・ステンレス（Tタイプ） 

Iタイプ

Tタイプ

 透明OPPテープ   
      セールコード    型　番    サイズ    入数    価格（税抜）    セール価格（税抜）  
      3-6680-01-30    OP5050    幅50a×長さ50c    1巻入    ￥120    ￥100  
      ■  仕様　  ●  材質： 基材／OPP膜、粘着剤／アクリル系　●  厚み： 0.05a±5％ 

  粘着力、耐久性に優れています。 

 ラインテープ   
      セールコード    型　番    サイズ    色    入数    価格（税抜）    セール価格（税抜）  
      3-6672-01-30    T33  

  幅48a×
長さ33c  

  黄/黒  
  1巻入  

  ￥380    ￥290  
      3-6672-02-30    Y33    黄    ￥380    ￥290  
      3-6672-03-30    W33    白    ￥380    ￥290  
  ■  仕様　  ●  材質： 基材／PVC（塩化ビニル樹脂）、粘着剤／ゴム系、芯／紙
●  厚み： 0.15±0.01a　●  引張り強度： 32N/25a 

白 黄 黄/黒

¥¥290290¥380 ¥¥470470
¥630

 アルミテープ   
      セールコード    型　番    入数    価格（税抜）    セール価格（税抜）  
      3-6679-01-30    AL4825    1巻入    ￥630    ￥470  
  ■  仕様　  ●  材質： 基材／アルミニウム、粘着剤／ゴム系　●  温度範囲： 0～60℃
●  サイズ： 幅48a×長さ25c　●  厚み： 0.05±0.001a 

 PTFEテープ   
      セールコード    型　番    サイズ（a）    厚さ（a）    価格（税抜）    セール価格（税抜）  
      3-6608-01-30    AFT813    13a×10c  

  0.08  
  ￥1,050    ￥   790  

      3-6608-02-30    AFT819    19a×10c    ￥1,500    ￥1,130  
      3-6608-03-30    AFT825    25a×10c    ￥1,900    ￥1,430  
      3-6609-01-30    AFT1313    13a×10c  

  0.13  
  ￥1,150    ￥   860  

      3-6609-02-30    AFT1319    19a×10c    ￥1,750    ￥1,310  
      3-6609-03-30    AFT1325    25a×10c    ￥2,300    ￥1,730  
      3-6610-01-30    AFT1513    13a×10c  

  0.15  
  ￥1,300    ￥   980  

      3-6610-02-30    AFT1519    19a×10c    ￥2,000    ￥1,500  
      3-6610-03-30    AFT1525    25a×10c    ￥2,600    ￥1,950  
  ■  仕様　  ●  材質： 基材／PTFEフィルム、粘着剤／シリコン系　●  耐熱温度： 200℃
●  粘着力： 厚さ0.08a／2N/10a、厚さ0.13a／2.5N/10a、厚さ0.15a／4.5N/10a
●  引張強度： 厚さ0.08a／20N/10a、厚さ0.13a／40N/10a、厚さ0.15a／65N/10a 

AFT1313 AFT1319 AFT1325
 PTFEガラス粘着テープ   
      セールコード    型　番    サイズ（a）    厚さ（a）    価格（税抜）    セール価格（税抜）  
      3-6615-01-30    AGC813    13a×10c  

  0.08  
  ￥1,000    ￥   750  

      3-6615-02-30    AGC819    19a×10c    ￥1,450    ￥1,090  
      3-6615-03-30    AGC825    25a×10c    ￥1,900    ￥1,430  
      3-6616-01-30    AGC1313    13a×10c  

  0.13  
  ￥1,050    ￥   790  

      3-6616-02-30    AGC1319    19a×10c    ￥1,600    ￥1,200  
      3-6616-03-30    AGC1325    25a×10c    ￥2,100    ￥1,580  
      3-6617-01-30    AGC1513    13a×10c  

  0.15  
  ￥1,500    ￥1,130  

      3-6617-02-30    AGC1519    19a×10c    ￥2,250    ￥1,690  
      3-6617-03-30    AGC1525    25a×10c    ￥2,900    ￥2,180  
  ■  仕様　  ●  材質： 基材／PTFE＋ガラス繊維フィルム、粘着剤／シリコン系　●  耐熱温度： 200℃
●  粘着力： 厚さ0.08a／2.2N/10a、厚さ0.13a／2.8N/10a、厚さ0.15a／5.0N/10a
●  引張強度： 厚さ0.08a／90N/10a、厚さ0.13a／170N/10a、厚さ0.15a／275N/10a 

AGC1513 AGC1519 AGC1525

103Ω～ 103Ω～
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¥¥1,670～～
¥1,850～

P.1368
カタログ
掲載ページ

P.1368
カタログ
掲載ページ

P.998
カタログ
掲載ページ

P.998
カタログ
掲載ページ

1010%%
OFF!!OFF!!

1010%%
OFF!!OFF!!

1010%%
OFF!!OFF!!

1010%%
OFF!!OFF!!

 クライオチューブ  （CryoFreezeR） 
      セールコード    型　番    容量（p）    仕様    入数    価格（税抜）    セール価格（税抜）  
      3-6368-01-30    6112-S0S  

  1.0  
  内ネジ・自立型  

  1箱
（50本/袋×10袋入）  

  ￥25,300    ￥22,800  
      3-6369-01-30    6212-S0S    外ネジ・自立型    ￥24,100    ￥21,700  
      3-6368-02-30    6121-S0S  

  1.8  
  内ネジ・丸底    ￥25,300    ￥22,800  

      3-6368-03-30    6122-S0S    内ネジ・自立型    ￥25,300    ￥22,800  
      3-6369-02-30    6222-S0S    外ネジ・自立型    ￥24,100    ￥21,700  
      3-6368-04-30    6131-S0S  

  3.6  
  内ネジ・丸底    1箱

（50本/袋×8袋入）  
  ￥24,900    ￥22,400  

      3-6368-05-30    6132-S0S    内ネジ・自立型    ￥24,900    ￥22,400  
      3-6368-06-30    6141-S0S  

  4.5  
  内ネジ・丸底  

  1箱
（50本/袋×6袋入）  

  ￥19,800    ￥17,800  
      3-6368-07-30    6142-S0S    内ネジ・自立型    ￥19,800    ￥17,800  
      3-6369-03-30    6242-S0S    外ネジ・自立型    ￥17,100    ￥15,400  
      3-6367-01-30    6000-01    キャップインサート（青）  

  1箱
（500本/袋×4袋入）  

  ￥  9,500    ￥  8,550  
      3-6367-02-30    6000-02    キャップインサート（緑）    ￥  9,500    ￥  8,550  
      3-6367-03-30    6000-03    キャップインサート（オレンジ）    ￥  9,500    ￥  8,550  
      3-6367-04-30    6000-04    キャップインサート（赤）    ￥  9,500    ￥  8,550  
      3-6367-05-30    6000-05    キャップインサート（紫）    ￥  9,500    ￥  8,550  
      3-6367-06-30    6000-06    キャップインサート（黄）    ￥  9,500    ￥  8,550  
      3-6367-07-30    6000-07    キャップインサート（茶）    ￥  9,500    ￥  8,550  

      ■  仕様
  ●  材質： 本体／PP、キャップ／HDPE、

 キャップインサート／PE
●  書き込みスペース・目盛付
●  DNase・RNase・DNAフリー 

青

緑
オレンジ

赤
紫

黄

茶

使用例（緑）

使用例（赤）

01S
02S

03S 04S

05S

02CS

外ねじキャップ
11S

14S

12CS

15CS

内ねじキャップ

 クライオバイアル   

      ■  仕様　  ● 材質：本体／PP、キャップ／PE・TPE　● 使用温度範囲：－196～＋121℃
●  DNase・RNase・パイロジェン・ATP・ヒューマンDNAフリー
●  γ線滅菌済　●  オートクレーブ可　●  入数： 1箱（50個入） 　●  バーコード・メモ書き付き

  セールコード    3-6378（内ねじキャップ ）   3-6314（外ねじキャップ）  
      容量（p）    仕様    型　番    価格（税抜）    セール価格（税抜）    型　番    価格（税抜）    セール価格（税抜）  
      -01-30    1  

  自立式  
  CRY11S    ￥2,200    ￥1,980    CRY01S    ￥2,200    ￥1,980  

      -02-30  
  2  

  CRY12S    ￥2,200    ￥1,980    CRY02S    ￥2,200    ￥1,980  
      -03-30    丸底    CRY12CS    ￥2,200    ￥1,980    CRY02CS    ￥2,200    ￥1,980  
  -04-30    3  

  自立式  
-   -    -    CRY03S    ￥2,800    ￥2,520  

      -05-30  
  4  

  CRY14S    ￥3,100    ￥2,790    CRY04S    ￥3,100    ￥2,790  
      -06-30    丸底    CRY14CS    ￥3,100    ￥2,790  -   -    -  
      -07-30  

  5  
  自立式    CRY15S    ￥3,100    ￥2,790    CRY05S    ￥3,100    ￥2,790  

      -08-30    丸底    CRY15CS    ￥3,100    ￥2,790  -   -    -  

 オートサンプラー用バイアル   
      セールコード    型　番    仕様        入数    価格（税抜）    セール価格（税抜）  
      2-866-01-30    913-V  

  バイアル瓶のみ  

  透明  
  1パック

（100本入）  

  ￥1,900    ￥1,710  
      2-866-02-30    923-V    透明ラベル付き    ￥2,100    ￥1,890  
      2-866-03-30    935-V    褐色    ￥1,950    ￥1,760  
      2-866-04-30    945-V    褐色ラベル付き    ￥2,300    ￥2,070  
      2-866-11-30    9191-SC  

  青キャップ  
  セプタム付き  

  1パック
（100個入）  

  ￥2,600    ￥2,340  
      2-866-12-30    91191-SC    スリット入りセプタム付き    ￥4,450    ￥4,010  
      2-866-13-30    300-I    平底インサート    300b    ￥1,400    ￥1,260  
      2-866-14-30    250-IP    樹脂脚付きインサート    250b    ￥7,800    ￥7,020  
      ■  仕様
  ●  材質： 本体／硼珪酸ガラス（USP type1）、 キャップ／PP（ポリプロピレン）、セプタム／シリコ

ンゴム（赤）、 接液面／PTFE（四フッ化エチレン）（白）
●  キャップサイズ： 9-425　●  サイズ： φ11.6×32a　●  容量： 1.5p 

   ●  インサートで少量サン
プル（300b、250b）
に対応できます。 

913-V 935-V
9191-SC

300-I

923-V

91191-SC 250-IP

945-V

 オートサンプラー用バイアル   
      セールコード    型　番    仕様    入数    価格（税抜）    セール価格（税抜）  
      2-865-01-30    813-V  

  バイアル瓶のみ  

  透明  
  1パック

（100本入）  

  ￥1,850    ￥1,670  
      2-865-02-30    823-V    透明ラベル付き    ￥2,100    ￥1,890  
      2-865-03-30    835-V    褐色    ￥1,950    ￥1,750  
      2-865-04-30    845-V    褐色ラベル付き    ￥2,300    ￥2,070  
      2-865-11-30    8181-SC  

  黒キャップ  
  セプタム付き  

  1パック
（100個入）  

  ￥2,600    ￥2,340  
      2-865-12-30    81181-SC    スリット入りセプタム付き    ￥4,450    ￥4,010  
      2-865-13-30    8183-SC  

  白キャップ  
  セプタム付き    ￥2,600    ￥2,340  

      2-865-14-30    81183-SC    スリット入りセプタム付き    ￥4,450    ￥4,010  
      2-865-15-30    250-I    平底インサート    250b    ￥1,350    ￥1,220  
      2-865-16-30    150-IP    樹脂脚付きインサート    150b    ￥7,800    ￥7,020  
      ■  仕様　  ●  材質： 本体／硼珪酸ガラス（USP type1）、 キャップ／PP（ポリプロピレン）、セプタ

ム／シリコンゴム（赤）、 接液面／PTFE（四フッ化エチレン）（白）
●  キャップサイズ： 8-425　●  サイズ： φ11.6×32a　●  容量： 1.5p 

   ●  インサートで少量サンプル
（250b、150b）
に対応できます。 

6112-S0S

6121-S0S

6222-S0S

6131-S0S
6242-S0S

¥15,40015,400～～¥17,100～

¥¥1,9801,980～～¥2,200～

¥¥1,710～～
¥1,900～

8181-SC
81181-SC

8183-SC
81183-SC 150-IP

250-I

845-V835-V823-V813-V

硼珪酸
ガラス硼珪酸

ガラス

      ■  仕様　  ●  材質： ハウジング／PP
●  接続： 入口／メス型ルアーロック、出口／オス型ルアースリップ
●  残液量： φ13a／＜25b、φ25a／＜100b　●  入数： 1箱（100個入） 

PFSF-1345NY
 シリンジフィルター  （プレフィルター付き） 
      セールコード    型　番    フィルター径/孔径    メンブレン材質    価格（税抜）    セール価格（税抜）  
      3-6581-01-30    PFSF-1322NY    φ13a/0.22b  

  ナイロン  

  ￥22,000    ￥16,500  
      3-6581-02-30    PFSF-1345NY    φ13a/0.45b    ￥22,000    ￥16,500  
      3-6581-03-30    PFSF-2522NY    φ25a/0.22b    ￥25,000    ￥19,000  
      3-6581-04-30    PFSF-2545NY    φ25a/0.45b    ￥25,000    ￥19,000  
      3-6582-01-30    PFSF-1322PE    φ13a/0.22b  

  PES（ポリエーテルス
ルホン）  

  ￥22,000    ￥16,500  
      3-6582-02-30    PFSF-1345PE    φ13a/0.45b    ￥22,000    ￥16,500  
      3-6582-03-30    PFSF-2522PE    φ25a/0.22b    ￥25,000    ￥19,000  
      3-6582-04-30    PFSF-2545PE    φ25a/0.45b    ￥25,000    ￥19,000  
      3-6583-01-30    PFSF-1322PV    φ13a/0.22b  

  PVDF（ポリビニデリ
ンフロライド）  

  ￥22,000    ￥16,500  
      3-6583-02-30    PFSF-1345PV    φ13a/0.45b    ￥22,000    ￥16,500  
      3-6583-03-30    PFSF-2522PV    φ25a/0.22b    ￥25,000    ￥19,000  
      3-6583-04-30    PFSF-2545PV    φ25a/0.45b    ￥25,000    ￥19,000  
      3-6584-01-30    PFSF-1322PT    φ13a/0.22b  

  PTFE（四フッ化エチ
レン）  

  ￥22,000    ￥16,500  
      3-6584-02-30    PFSF-1345PT    φ13a/0.45b    ￥22,000    ￥16,500  
      3-6584-03-30    PFSF-2522PT    φ25a/0.22b    ￥25,000    ￥19,000  
      3-6584-04-30    PFSF-2545PT    φ25a/0.45b    ￥25,000    ￥19,000  

目詰まりしにくいシリンジフィルター！

アジレントやウォーターズのGCオートサンプラーに対応 島津製作所のGCオートサンプラーに対応

¥¥16,500～～
¥22,000～

個入） ）
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P.1214
カタログ
掲載ページ

プレフィルター付き

仕様詳細はカタログもしくは、 で検索!! 検索アズワン AXEL



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 ： 2018年3月30日（金）受注分まで。  価格は税抜き価格です。

透明性抜群のアクリル樹脂製水槽

サンプルに傷をつけずに観察できます。 外への持ち出しに特化したサイズです。

P.1137
カタログ
掲載ページ

P.1137
カタログ
掲載ページ

P.1341
カタログ
掲載ページ

P.1370
カタログ
掲載ページ

P.1137
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 アクリル水槽   
      セールコード    型　番    容量（r）    外寸法（a）    重量（o）    価格（税抜）    セール価格（税抜）  
      1-2982-11-30    PW304530    約33    300×450×300  約3.8   ￥15,000    ￥13,500  
      1-2982-12-30    PW306030    約44    300×600×300  約4.6   ￥20,000    ￥18,000  
      1-2982-13-30    PW454530    約50    450×450×300  約4.8   ￥18,000    ￥16,200  
      ■  仕様　  ●  材質： PMMA（アクリル樹脂）　●  板厚： 5a　●  耐水温： 50℃ 

PW304530

PW454530

PW306030

 観察用アクリル水槽  （平型） 
      セールコード    型　番    容量（r）    外寸法（a）    内寸法（a）    価格（税抜）    セール価格（税抜）  
      2-724-01-30    平型（200×60）    約1.8    200×60×200    190×50×195    ￥6,800    ￥6,120  
      2-724-02-30    平型（300×80）    約6.0    300×80×300    290×70×295    ￥7,800    ￥7,000  
      ■  仕様　  ●  本体材質： PMMA（アクリル）　●  板厚： 5a
●  重量： -01／約0.7o、 -02／約1.6o　●  耐水温： 50℃ 

     ■  共通特長
 ●  持ちやすい薄型設計で、サンプルに傷をつけずに観察することができます。　●  透明度が高いアクリル板を採用しています。　●  水中観察だけでなく、昆虫や土中観察にもお使いいただけます。 

平型（300×80）平型（200×60）

手で持つことができる薄型水槽です。

 観察用アクリル水槽  （薄型） 
      セールコード    型　番    容量（r）    外寸法（a）    価格（税抜）    セール価格（税抜）  
      3-6760-01-30    薄型（150×30）    約0.45    150×30×150    ￥5,100    ￥4,590  
      3-6760-02-30    薄型（150×40）    約0.6    150×40×150    ￥5,400    ￥4,860  
      3-6760-03-30    薄型（180×30）    約0.65    180×30×180    ￥5,400    ￥4,860  
      3-6760-04-30    薄型（180×40）    約0.92    180×40×180    ￥5,700    ￥5,130  
      ■  仕様　  ●  本体材質： PMMA（アクリル）　●  板厚： 3a　●  耐水温： 50℃
●  重量： -01／約200n、-02／約220n、-03／約280n、-04／約300n 

150×30
150×40

180×30
180×40

 ハンドラップ   
      セールコード    型　番    容量（p）    径×全高（a）    価格（税抜）    セール価格（税抜）  
      1-4730-01-30    PH-200    200    φ85×108    ￥1,250    ￥1,130  
      1-4730-02-30    PH-500    500    φ100×150    ￥1,380    ￥1,240  
      ■  仕様　  ●  材質： 本体／PE、ポンプ部／真鍮・ニッケルメッキ、チューブ／PTFE 

   ●  軽く頭部を押すだけで一定量の液体が送り出
され、余分に出ません。

●  受け皿よりこぼれた液でまわりを汚さないよ
う、ダブルの受け皿になっています（PH-500）。 

 ハンドラップ   
      セールコード    型　番    容量（p）    径×全高（a）    価格（税抜）    セール価格（税抜）  
      1-4612-01-30    200    170    φ85×108    ￥1,080    ￥    970  
      1-4613-01-30    500    280    φ85×140    ￥1,300    ￥1,170  
      ■  仕様　  ●  材質： 本体／ソーダ石灰ガラス、フタ・中フタ／PP、 ポンプ部／真鍮・ニッケルメッキ、チューブ／PTFE 

   ●  一定量の液体が送り出され余分に出ませんの
で、液体が節約できます。 

500

   ●  透明性の高いアクリル樹脂を用いていますので内部の観察が容易です。 

¥¥6,120～～
¥6,800～

¥¥1,130～
¥1,250～

¥¥970～～
¥1,080～

¥¥4,590～～
¥5,100～

¥¥13,500～
¥15,000～

¥¥690～～
¥810～
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OFF!!OFF!! 1010%%

OFF!!OFF!!
観察例

200
1010%%

OFF!!OFF!! 200200

1010%%
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 シリコンチューブ  （10c） 
      セールコード    型　番    内径×外径（φa）    価格（税抜）    セール価格（税抜）  
      1-596-01-30    S-0.5×1    0.5×1    ￥     810    ￥     690  
      1-596-02-30    S-1×2    1×2    ￥     810    ￥     690  
      1-596-03-30    S-1×3    1×3    ￥     880    ￥     750  
      1-596-04-30    S-2×3    2×3    ￥     880    ￥     750  
      1-596-05-30    S-2×4    2×4    ￥  1,100    ￥     940  
      1-596-06-30    S-3×5    3×5    ￥  1,200    ￥  1,020  

      セールコード    型　番    内径×外径（φa）    価格（税抜）    セール価格（税抜）  
      1-596-07-30    S-4×6    4×6    ￥  1,400    ￥  1,190  
      1-596-08-30    S-5×7    5×7    ￥  1,800    ￥  1,530  
      1-596-09-30    S-5×9    5×9    ￥  3,700    ￥  3,150  
      1-596-10-30    S-6×8    6×8    ￥  1,900    ￥  1,620  
      1-596-11-30    S-6×10    6×10    ￥  4,800    ￥  4,080  
      1-596-12-30    S-6×12    6×12    ￥  7,600    ￥  6,460  
      1-596-13-30    S-6×15    6×15    ￥15,700    ￥13,300  
      1-596-14-30    S-7×9    7×9    ￥  2,100    ￥  1,790  
      1-596-15-30    S-7×10    7×10    ￥  3,600    ￥  3,060  
      1-596-16-30    S-8×10    8×10    ￥  3,700    ￥  3,150  
      1-596-17-30    S-8×12    8×12    ￥  7,300    ￥  6,210  
      1-596-18-30    S-9×12    9×12    ￥  4,100    ￥  3,490  
      1-596-19-30    S-9×15    9×15    ￥16,100    ￥13,700  
      1-596-20-30    S-10×13    10×13    ￥  4,400    ￥  3,740  
      1-596-21-30    S-10×14    10×14    ￥  6,900    ￥  5,870  
      1-596-22-30    S-12×16    12×16    ￥  7,700    ￥  6,550  
      1-596-23-30    S-12×18    12×18    ￥15,700    ￥13,300  
      1-596-24-30    S-15×20    15×20    ￥12,100    ￥10,300  
 ※ 販売は10c単位となります。表示価格は10cあたりの価格です。 

  ■  仕様　  ●  材質： シリコンゴム　●  耐熱温度範囲： －60～＋200℃　●  定尺（最大長さ）： 10c 

エコノミーなベーシックタイプ
1
1
1
1
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¥13,320～～
¥14,800～

¥¥8,500
¥10,000

¥¥7,4707,470～
¥8,300～

¥5,0405,040～～¥5,600～

仕様詳細はカタログもしくは、 で検索!! 検索アズワン AXEL

自在に曲がって便利

収納・取り出しが容易な構造

クリーンな環境での使用に 積み重ねてスペースを有効利用！

オートクレーブ時の悪臭を抑えます！

厚みのあるフィルムもシーリングできます。
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 フレキシブルニードル   
      セールコード    型　番    サイズ（a）    価格（税抜）    セール価格（税抜）  
      3-6805-01-30    FN-30    300    ￥10,000    ￥8,500  
      ■  仕様　  ●  材質： ステンレス鋼　●  針先： 90℃カット　●  長さ： 300a
●  接続形状： メスルアーロック　●  針外径1.59a・内径0.7a 

 ピペットラック  （SUS製） 
      セールコード    型　番    棚　数    外寸法（a）    価格（税抜）    セール価格（税抜）  
      3-1464-01-30    SPR-3    3  

  130×300×300    ￥  8,300    ￥  7,470        3-1464-02-30    SPR-6    6    ￥11,400    ￥10,300  
  ■  仕様　  ●  材質： ステンレス（SUS304）
●  有効内寸法： SPR-3／300×85×85a、SPR-6／300×85×40a 

  ●   3段タイプ（SPR-3）は
滅菌缶を収容できます。

SPR-3

SPR-6

 ディスポカップラック   
      セールコード    型　番    サイズ（a）    仕切内寸法（a）    価格（税抜）    セール価格（税抜）  
      3-1465-01-30    DCF-S    391×158×90    60×60    ￥5,600    ￥5,040  
      3-1465-02-30    DCF-M    516×208×125    85×85    ￥6,800    ￥6,120  
      3-1465-03-30    DCF-L    585×233×148    96×96    ￥10,500    ￥9,450  
  ■  仕様　  ●  材質： ステンレス（SUS304）
●  収納目安： S／100・150p、M／200・300p、L／500p　●  収納数： 10個 

DCF-M

DCF-S
DCF-L

DCF-M（積み重ね時）

 ディッシュラック   
      セールコード    型　番    外寸法（a）    収納数    価格（税抜）    セール価格（税抜）  
      3-1467-01-30    TCR-35    87×87×91  

  6枚×4列    ￥4,500    ￥4,050  
      3-1467-02-30    TCR-60    76×263×110    ￥4,800    ￥4,320  
      2-2044-02-30    SDR-3    314×106×110    6枚（4枚）×3列    ￥5,400    ￥4,860  
      3-1467-03-30    TCR-150    166×313×110    3枚×2列    ￥4,400    ￥3,960  
      ■  仕様　  ●  材質： ステンレス（SUS304）
●  収納可能ディッシュ： TCR-35／φ35×10a、TCR-60／φ60×15a、SDR-3

／φ90×15a（φ90×20a）、TCR-150／φ150×20a 

   ●  安全にプレートの積み重ねやラックの持ち運び
が行えます。 

TCR-35

TCR-60 SDR-3

TCR-150

ラック同士の積み重ねも可
能です。

 オートクレーブ用廃棄バッグ  （消臭機能付き） 
      セールコード    型　番    サイズ（a）    入数    価格（税抜）    セール価格（税抜）  
      3-1489-01-30    S-T    305×660  

  1箱（200枚入）  
  ￥12,800    ￥11,500  

      3-1489-02-30    M-T    405×660    ￥21,000    ￥18,900  
      3-1489-03-30    L-T    610×810    ￥29,000    ￥26,100  
 ※ バッグS型・ M型をL用ラックと組み合わせて使用する場合は、S・M用ラックアダプターが必要です。 

      ■  仕様　  ●  材質： PP　●  オートクレーブ可（121℃・20分以下）
●  付属品： 滅菌インジケーターテープ（オートクレーブ用1巻）、 針金（200枚分） 

   ●  消臭成分が練りこまれたフィルムを使用していますので、オートクレーブ時の脱臭効果に優れ
ています。 

S・M用ラックアダプター
セット例

 コンパクトシーラー   
      セールコード    型　番    シール幅×長さ（a）    サイズ（a）    価格（税抜）    セール価格（税抜）  
      3-7076-01-30    ANT200    2×200    75×200×300    ￥14,800    ￥13,320  
      3-7077-01-30    ANT300    2×300    75×200×410    ￥28,000    ￥25,200  
      3-7076-11-30    ANT200用テフロンシートクロス（1セット）    ￥  1,150    ￥  1,040  
      3-7076-12-30    ANT200用ヒーター（1本）    ￥  1,150    ￥  1,040  
      3-7076-13-30    ANT200用シリコンラバー（1本）    ￥     980    ￥     880  
      3-7077-11-30    ANT300用テフロンシートクロス（1セット）    ￥  1,700    ￥  1,530  
      3-7077-12-30    ANT300用ヒーター（1本）    ￥  1,750    ￥  1,580  
      3-7077-13-30    ANT300用シリコンラバー（1本）    ￥  1,150    ￥  1,040  

ANT200

   ●  ニードル部分は特殊加工で自在に曲げることができます。 

¥¥3,960～～
¥4,400～

¥¥11,500～～
¥12,800～

寸法（a） 価格（税抜） セ
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  ■  仕様　  ●  シール能力： 0.5a　●  シール時間： 0.5～3秒
●  シール温度： 最大150℃　●  ヒーター部材質： ニッケルクローム
●  電源： AC100V　50/60]　●  消費電力： ANT200／310W、ANT300／510W
●  適合フィルム： PE（ポリエチレン）・PP（ポリプロピレン）・LDPE（低密度ポリエチレン）・

 PVC（塩化ビニル樹脂） 
      ■  付属品　  テフロンシートクロス（大･小）×1、ヒーター×2 



■商品の内容に関するお問い合わせ対応窓口

カスタマー相談センター
URL ： https://help.as-1.co.jp/q（24時間受付）
TEL ： 0120-700-875（ユーザー様用）
FAX ： 0120-700-763（24時間受付）

電話受付時間：午前9時～午後5時30分(土・日・祝日及び弊社休業日は除く）

ライフサイエンス試薬の販売、世界中から
最新論文掲載等の製品調査、
調達代行を致します。

点検検査・校正証明書付き商品 情報に自信あり！

特別キャンペーン実施中!!

世界第二位の理化学機器サプライヤーである
VWR社製品の調達代行を致します。
取扱いアイテム 約100万点!

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

ご用命は信用ある代理店へ

171250TTK01

■取扱商品の一例 ■会社概要

掲載商品

TEL
お問い合わせ先 試薬ビジネスグループ

06-6447-8930
FAX
06-6447-8939

E-mail
Reagents@so.as-1.co.jp

24時間受付 24時間受付
＊受付時間/月曜～金曜
午前9時~12時、午後1時~5時半まで
＊土日・祝日及び弊社休業日はご利用頂けません

お問い合わせ先 サービスプロモーショングループ
TEL
06-6447-8623

＊受付時間/月曜～金曜
午前9時~12時、午後1時~5時半まで
＊土日・祝日及び弊社休業日はご利用頂けません

FAX
06-6447-8457

E-mail
tokuchu@so.as-1.co.jp

24時間受付 24時間受付

TEL
お問い合わせ先 サービスプロモーショングループ

06-6447-8623
FAX
06-6447-8457

E-mail
tokuchu@so.as-1.co.jp

24時間受付 24時間受付
＊受付時間/月曜～金曜
午前9時~12時、午後1時~5時半まで
＊土日・祝日及び弊社休業日はご利用頂けません

1852年創業の理化学機器の米国老
舗企業。
9,300名を超えるスタッフが世界中の
研究者をサポートし、幅広い調達ネッ
トワークと商品ラインアップを有して
います。

おんどとりＴＲ-72ｗｆ
（試験成績書付）
※ 温度25℃、湿度50％での試験成績書が付属して
います。

VWR INTERNATIONAL

URL  https://us.vwr.com/store/（英語サイト） VWR  US 検索

¥¥29,80029,800

大好評!!

期間
2017年12月1日～2018年3月30日迄

点検検査費用
なんと0円!!

アズワン　AXEL

お得なキャンペーン情報を続々アップ中！!

ここをクリ
ック!!

ここをクリ
ック!!

ニッチな分野から汎用的な文具・消耗品まで情報を網羅

掲載商品170万点以上！
図面・取説・動画
も見られる

お役立ち
コンテンツ満載

商品Q&Aや
関連品も充実

こちらで検索！

VWR社取扱い製品

●研究・実験用機器 ●容器・コンテナー
●実験設備・保管 ●実験器具・材料・備品
●ライフサイエンス・分析
●滅菌・製造...etc.


