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新カタログ NR50000 新商品ピックアップ
フロンケミカル便り
カタログ NR50000 価格・仕様訂正表／1月15 日適用分

フロンケミカル便り
　新年あけましておめでとうございます。
今年は“平成”最後の年であり、消費税も 8％から 10％へと、まさに色んな意味で新しい年になりますね。
そんな中、筆者はまさかの本厄をむかえます（汗）が、更に気を引き締め頑張っていきたいと思いますので、
皆様本年も何卒宜しくお願い致します！

遂に、新カタログ『NR50000 版』発刊！
2019 年 1月11日発送。2 月より本格稼働。
　大変お待たせ致しました。無事に新カタログを発刊する事ができ
ました。本カタログ製作に携わっていただきました関係者の方々に
はこの場を借りまして改めて御礼申し上げます。手前味噌になりま
すが、「“見て・知って・親しむ”カタログを！」というコンセプトの基
にこの一年進めて参りまして、非常に良いカタログに仕上がってい
るかと思います。デジタル・IT化によりペーパーレスが進む中、紙
面の良さってなんだろう？と、色 と々試行錯誤して参りました。商品
を販売する為だけのカタログでは検索性の高いデジタルに負けてし
まいます。では一体どうすれば紙面の良さが伝わるのか？という事で、
今回のカタログでは、下記の項目を重点的に強化しております。ま
た皆様、お時間のある際にでもゆっくりとカタログをご覧いただき、
少しでもFLONLINE商品群に愛着を持っていただければと願います。

親しみを持ってもらう為
① マスコットキャラクター登場
「フッくん」という名前の弊社イメージキャラク
ターが誕生しました。非常にコミカルで愛らし
いキャラクターです。各所で色々な説明をしてく
れますので、是非可愛がってあげて下さい！

② 継手・バルブの選定基準解説
「何だか似たような商品でどれを選んだら良いかわからない」そんなカタロ
グとは、おさらばです。“継手、バルブ”に関しては、個々の特徴や選定
基準を明確にしました。

③ フッ素樹脂の特徴解説
「フッ素樹脂って、何が凄いの？」という基本的な疑問について、トップペー
ジでその特徴を『代表的な6つ』に区分けしました。フッくんがそれぞれ

について代表商品を交えながらコミカルに説明してくれていますので、是非
ご覧下さい。

④ 本（物語）のように読んでもらいたい
紙面の良さというのは、ある商品を探していたら新たに関連する商品や、
以前探していた商品が偶然見つかる等、一つの物を探すだけではなく“付
属（おまけ）”や“偶然の発見”にあると思います。パート１（第1章）の「バ
ルブ・継手・フランジ・シール材」から始まり最終パート10まで、同類商
品群について“〇〇〇シリーズ”という括りを持たせておりますので、皆様
の新たな発見に繋がればうれしく思います。

⑤ 特注事例紹介
各パートの冒頭に“特注事例”を写真にてご紹介しております。売上の約
3 割を占める特注品について「あんな事やこんな事もできるんだ…」と、想
像を膨らませていただき、何らかのヒントに繋がる事を期待しております。

⑥ 動画を採用
今回は 3つしかご用意できませんでしたが、一部の商品について動画によ
る商品説明をしております。ＱＲコードがついている商品が対象になります
ので、是非お探し下さい。スマホやタブレットのQRコードリーダーで読み
とれますよ。

あとがき　昨今のフッ素樹脂 -市場動向ですが、相変わらずの深
刻な材料不足、値上げが続いています。この状況は2020 年の東
京オリンピックの頃まで続くと業界内では囁かれておりますが、もう
少し先まで続くのではという意見もあります。その影響もあり新カタ
ログでは納期表記を「在庫」or「お問合せ」の 2 種類に変更させて
いただきました。また、価格についても企業努力では対処しかねる
範囲まできてしまい、ある程度見直しをかけさせていただきました。
色 と々ご不便・ご迷惑をおかけしてしまいますが、改めて今後とも変
わらぬご愛顧のほど、何卒宜しくお願い申し上げます。
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新カタログNR50000 新商品 PICK UP!
NR0302
PCTFE オス・ルアーロック継手

NR6702
フッ素樹脂（PTFE）MSE 撹拌子

NR5016 フッ素樹脂（PTFE）
特殊パンチングシート

NR2118 〜 2125 ヘルールジョイント・バルブ シリーズ〈組合せ例〉

NR0324
PCTFE メス・ルアーロック継手

（P. 93/334）

（P. 287）

（P. 171）

〈幅広タイプ〉 〈45°長穴タイプ〉（P. 93/334）

（P. 112, 113）
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ページ NR コード 品　名 誤 正 旧価格 新価格

P36 NR1306-003 PFA 三方バルブ装置用　10φ　R3/8 ¥18,300 ¥20,400

P92 NR1660-002 PTFE Y 型ソケット　接続ネジ　Rc3/8　 ¥6,500 ¥7,400

P94
P335 NR0788-002 PVDF ルアーフィッティング用栓　VRFP8 在庫なくなり次第、写真の形状が

変更となります
P95

P336 NR0787-002 PP ルアーフィッティング用栓　VRSP6
オス・ルアープラグ 販売終了

P95
P336 NR0787-002 PP ルアーフィッティング用栓　VRFP6

メス・ルアーキャップ
在庫なくなり次第、写真の形状が

変更となります

P107 NR0807-003 ミニチュアフィッティング　PVDF コネクター
Y 型コネクタ 型番：VGY208 型番：VGY308

P113

NR2123-001
～ 002 PFA サニタリー偏心ヘルールレデューサー 在庫品 納期：お問合せ

NR2124-001
～ 009 PFA 両端サニタリーヘルールホース 在庫品 納期：お問合せ

NR2125-001
～ 002

フッ素樹脂 (PFA) ダイアフラムバルブ
（サニタリーヘルール仕様） 在庫品 納期：お問合せ

P165

NR0547-001
～ 007

チューコーフロー ® ファブリックシート
（FGF-400 シリーズ） 在庫品 納期：お問合せ

NR0548-001
～ 005

チューコーフロー ® ファブリックシート
（FGF-500 シリーズ） 在庫品 納期：お問合せ

P165
P442

NR0549-001
～ 007

チューコーフロー ® ファブリック粘着シート
（AGF-400・500 シリーズ） 在庫品 納期：お問合せ

P194

NR0202-001 フッ素樹脂 (PTFE) 肉厚ビーカー　50ml ¥4,700 ¥6,400

NR0202-002 フッ素樹脂 (PTFE) 肉厚ビーカー　100ml ¥6,800 ¥8,600

NR0202-003 フッ素樹脂 (PTFE) 肉厚ビーカー　150ml ¥8,000 ¥9,300

NR0202-005 フッ素樹脂 (PTFE) 肉厚ビーカー　500ml ¥14,000 ¥15,800

NR0202-007 フッ素樹脂 (PTFE) 肉厚ビーカー　2000ml ¥53,000 ¥46,000

NR0202-008 フッ素樹脂 (PTFE) 肉厚ビーカー　3000ml ¥130,000 ¥83,000

P228

NR0157-001 フッ素樹脂（PTFE) ボトル　10ml ¥4,500 ¥5,000

NR0157-002 フッ素樹脂（PTFE) ボトル　25ml ¥7,600 ¥8,400

NR0157-003 フッ素樹脂（PTFE) ボトル　50ml ¥9,300 ¥13,600

P246

NR1674-001 フッ素樹脂 (PTFＥ）ウェハーディッパー柄付
3 インチ用

Ｆ寸法：10 F 寸法：15NR1674-003 フッ素樹脂 (PTFＥ）ウェハーディッパー柄付
4 インチ用

NR1674-004 フッ素樹脂 (PTFＥ）ウェハーディッパー柄付
2 インチ用

P317

NR2028-006
～ 008 PTFE 被覆撹拌棒（傾斜型 4 枚羽根 I 型） 文中表記「EX…鉄芯出し（φ 8 × 50L）」 → 「EX…鉄芯出し（シャフト

径φ 10 の場合φ 6.5 × 50L、シャフト径φ 16 の場合φ 8.5 × 50L）

NR2029-008
～ 010 PTFE 被覆撹拌棒（アンカー型 I タイプ） 文中表記「EX…鉄芯出し（φ 8 × 50L）」 → 「EX…鉄芯出し（シャフト

径φ 10 の場合φ 6.5 × 50L、シャフト径φ 16 の場合φ 8.5 × 50L）

P358 NR1268-001 オールフッ素樹脂 (PTFE)　マイクロ波試料分解
容器　一式セット：20ml ¥120,000 ¥138,000

FLON LINE フロンケミカル総合カタログ NR50000版　価格・仕様 訂正表

〈2019 年1 月15 日適用〉
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ページ NR コード 品　名 誤 正 旧価格 新価格

P364 NR1139-003 フッ素樹脂　蒸溜装置セット　A-2000 ¥1,200,000 ¥1,300,000

P365

NR0125-003 フッ素樹脂 (PTFE)　セパラブルフラスコ　２L ¥498,000 ¥630,000

NR0130-001 フッ素樹脂撹拌シール　TS29/32　φ10 ¥12,500 ¥14,800

NR0137-002 フッ素樹被覆温度計　蒸溜用 ¥24,500 ¥35,000

P369 NR6707-001 フッ素樹脂 (PTFE)　ベローズ真空計 在庫品 納期：お問合せ

P436 NR2055-001
～ 011

Nitto フッ素樹脂粘着テープ＜NC76＞　　
0.13mm 厚

販売終了
（代替品ございます。お問合せ下さい）

P443 NR5054-001
～ 002

チューコーフロー ® ファブリック粘着シート
（帯電防止タイプ） 在庫品 納期：お問合せ

P456 NR6704-001 シルガード　184　W/C　KIT 在庫品 納期：お問合せ

P516

NR6146-001 卓上バキュームシーラー　SQ-203S

在庫限りで製造中止NR6147-001 卓上バキュームシーラー　SQ-303W

NR6149-001 卓上バキュームシーラー　SQ-205S

FLON LINE フロンケミカル総合カタログ NR50000版　価格・仕様 訂正表

〈2019 年1 月15 日適用〉
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