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フッ素樹脂製品のエンジニアリング
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今月のピックアップ商品

フロンケミカル便り

カタログNR30000 価格・仕様訂正表／4月1日適用分

今月のピックアップ商品 ： NR0595 ステンレス金網メッシュシート／NR0596 ステンレスフィルター金網メッシュシート

気体中の異物・油分・水分の除去
液中の不純物・固形物の除去
化学合成繊維・プラスチック等の高分子濾過

NR0595
［通常品］

NR0596
［フィルター金網］

www.fl on.co.jp

フロンケミカル便り

■おかげさまで、新フロン
ニュース創刊第２号です！
最新情報を年4回でお届けします。

この４月号では、創刊号でもお伝え

した「テフロン®」表記が変更になる

件を再掲載しました（右記事）。今後と

も幅広くご周知いただきますよう

お願い申し上げます。

また【ピックアップ商品】を毎号ご提

案。お気軽にスタッフまでお問い合

わせください。「え!? フロンケミカ

ルはこんな事もやっているの？」と

いった感想を持っていただけるよ

うな有意義な情報誌にしていきた

いと思っております。

次号では今秋いよいよ発刊予定の

『NR40000カタログ』最新情報を

お届けいたします。乞うご期待！

■商品名の表記が変わります。
1938 年に米国デュポン社のプラ

ンケット氏によって発見され、最初

に開発されたのがフッ素樹脂PTFE

（ポリテトラフルオロエチレン）で

す。テフロン ®と名付けて商品化さ

れ、あらゆる産業に広がっているこ

とはご周知の通りです。

また、テフロン®（PTFE）は、米国デュ

ポン社（三井フロロケミカル（株））

の登録商標ですが、これまでフッ素

樹脂の代名詞のように親しまれ呼称

されてきました。

今日、商標や様々な知的財産がそ

の権利関係を明らかにすべき時勢の

中、私たちフロンケミカルもこれまで

使用してきた「テフロン®」を付け

た商品名を、この度改めることとしま

した。

まずは当社ウェブサイト（www.fl on.

co.jp）より随時新名称へと切り替え

ていき、今年度刊行を予定しており

ます次期総合カタログにて完全に新

たな商品名に移行する予定です。過

渡期におきましてはお客様にご迷惑

をおかけすることもあるかと存じます

が、今後とも変わらぬご愛顧をお願

い申し上げます。

（従来）NR0023　テフロン® 二方バルブ装置用

（新規）NR0023　フッ素樹脂（PTFE）二方バルブ装置用

※変更例

※NR30000 未掲載品
（単品カタログ有り、お問い合わせください。）

ステンレス金網メッシュシート
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フッ素樹脂製品総合カタログ NR30000　価格・仕様 訂正表

ページ  コード 品　　　　　名 誤 正 旧価格 新価格
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P115 0157-03 広口ボトル 50ｃｃ          73×45φ×34φ                    70×45φ×31φ
 0157-04 広口ボトル 100ｃｃ             91×51φ×34φ                    86×51φ×34φ
P177 0305-01 真空ポンプ手動型 ＳＰ－１５   ¥23,000 ¥24,200
 0305-02 真空ポンプ手動型 ＳＰ－３６   ¥27,500 ¥29,000
P206 2568-01 オールテフロン撹拌シャフト（鉄芯入） 300ｍｍ   ¥4,300 ¥5,000
 2568-02 オールテフロン撹拌シャフト（鉄芯入） 400ｍｍ   ¥4,700 ¥5,500
 2568-03 オールテフロン撹拌シャフト（鉄芯入） 500ｍｍ   ¥5,300 ¥6,000
P207 0256-01 撹拌羽根 40ｍｍ 掛率：Ｂ 掛率：Ｃ ¥500 ¥330
 0256-02 撹拌羽根 50ｍｍ 掛率：Ｂ 掛率：Ｃ ¥520 ¥330
 0256-03 撹拌羽根 60ｍｍ 掛率：Ｂ 掛率：Ｃ ¥530 ¥330
 0256-04 撹拌羽根 75ｍｍ 掛率：Ｂ 掛率：Ｃ ¥580 ¥380
 0256-05 撹拌羽根 90ｍｍ 掛率：Ｂ 掛率：Ｃ ¥700 ¥680
 0256-06 撹拌羽根 100ｍｍ 掛率：Ｂ 掛率：Ｃ ¥1,800 ¥980
 0256-07 撹拌羽根 125ｍｍ 掛率：Ｂ 掛率：Ｃ ¥2,000 ¥1,100
 0256-08 撹拌羽根 150ｍｍ 掛率：Ｂ 掛率：Ｃ ¥2,700 ¥1,500
P236 0288-14 各種ピンセット №１１Ａ  製造中止    
P243 2695-02～04 ゴアテックスジョイントシーラント   取扱中止    
P247 2025-01 ニューＴＦＥコート 420ｃｃ   ¥3,600 ¥4,800
  2025-02 ニューＴＦＥコート 4Ｌ 掛率：Ｄ 掛率：ＤＤ ¥52,000 ¥40,000
 2025-03 ニューＴＦＥコート 18Ｌ 掛率：Ｄ 掛率：ＤＤ ¥208,000 ¥160,000
P252 0338-02 ダイフロイル ＤＯ－１０００－１０   ¥55,000 ¥59,500
P258 0322-07 テープシール 0.1ｔ×13×15   ¥260 ¥320
 0329-01 ダイフロイルグリースＤＧ２０３－Ｔ 50ｇ   ¥3,400 ¥3,600
 0329-02 ダイフロイルグリースＤＧ２０３－Ｇ 1ｋｇ   ¥53,000 ¥58,000
P418 0660-01 フッ素樹脂被覆マグネチックスターラー　NC２１００（ラボタイプ）  製造中止    
P446 6150-01～12 卓上シーラー     製造中止（後続機種ございます都度お問い合わせ下さい）
P452 6180-01 ゼテックスプラスリバーシブル・ダブルパームミットン 35ｃｍ   ¥18,500 ¥21,000
 6180-02 ゼテックスプラスリバーシブル・ダブルパームミットン 58ｃｍ   ¥24,000 ¥27,000
 6181-02 ゼテックスプラスミットン 35ｃｍ   ¥11,000 ¥12,100
 6181-03 ゼテックスプラスミットン 58ｃｍ   ¥19,000 ¥16,800
 6182-01 ゼテックスミットン 28ｃｍ   ¥6,500 ¥9,000
 6182-02 ゼテックスミットン 35ｃｍ   ¥7,300 ¥10,300
 6182-03 ゼテックスミットン 58ｃｍ   ¥13,200 ¥17,200
 6183-02 ゼテックスアルミ被覆手袋 35ｃｍ   ¥16,800 ¥21,700
P453 6177-01 ゼテックスダブルパーム手袋 35ｃｍ   ¥21,300 ¥26,100
 6177-02 ゼテックスダブルパーム手袋 58ｃｍ   ¥28,500 ¥34,400
 6178-01 ゼテックスプラス手袋 28ｃｍ   ¥12,100 ¥14,000
 6178-02 ゼテックスプラス手袋 35ｃｍ   ¥13,300 ¥15,200
 6178-03 ゼテックスプラス手袋 8ｃｍ   ¥21,500 ¥25,000
 6179-01 ゼテックス手袋 28ｃｍ   ¥8,600 ¥11,200
 6179-02 ゼテックス手袋 35ｃｍ   ¥9,500 ¥11,800
 6179-03 ゼテックス手袋 58ｃｍ   ¥15,000 ¥18,500
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