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今月のピックアップ：技術情報【切削加工】、
NR50000 デジタル版のご案内、出展情報
カタログ NR50000 価格・仕様訂正表／ 7 月1日適用分

技術情報【切削加工】
　一品一様でご希望の品を製作

する事の多い私たちが、一番身近

に取扱う加工技術が【切削加工】

です。丸棒や板材などの素材、時

にはパイプやブロック、既製の成

型品を使用して、切ったり削ったり

して形を作り出します。

　基本的には丸棒や板材などの素材を使用する為、作りた

い商品が素材のサイズよりも大きい場合、製作不可になって

しまうのですが、それでも何とかご要望に近いものをご提案する

のが弊社のノウハウになります。ただし、工場が保有する機械

のスペックや職人の技量も製作可否の起因となりますし、形に

なったとしても使い物にならなかったり、あるいは切削加工で

は製作不可能な形状等もございます。予めご了承ください。

NR50000版 フロンケミカル総合カタログ
（デジタル版）完成！
　遂に、待望の『デジタルカタログ』が完成。

弊社ホームページ TOP 画面上からアクセスできます。

　これまで弊社では、総合カタログ電子版の整備ができてい

ませんでしたが、5/24（金）より運用を開始いたしました。是非

この機会にご覧ください。商品検索などにもご活用いただけ

れば幸いです。また、このデジタルカタログは 3ヵ月に一度の

定価改定や仕様変更等も反映した内容となっておりますので、

最新情報として安心してご利用いただけます。

『第 21回 インターフェックス ジャパン』に
出展いたします。

期　　　間 ： 2019 年 7 月 3 日（水）～ 7 月 5 日（金）
場　　　所 ： 東京ビッグサイト（西展示棟２F：供給・輸送ゾーン）
ブース番号 ： W23-63

技術情報／NR50000デジタルカタログのご案内／展示会のご案内   今月のピックアップ

フロンケミカル便り

　皆さま、こんにちは。うだるような暑さが続き、すっかり夏が来ましたね！
　この季節が来ると大黒摩季さんの『夏が来るぅ～♬』のメロディーが頭から離れない筆者であります。
　さて本号では、前半で技術情報を、その後に NR50000 デジタル版などのご案内をさせていただきます。

切削加工品例
「ヘルール式段付きブッシング」

　インターフェックス ジャパンは、医薬・化粧品・洗剤を製造・

研究するための機器・システム・技術が一堂に出展する日本最

大の専門技術展です。今回の弊社イチオシ展示品は『フェルー

ル継手配管』で、W1000 × H2000 程度の大型「配管モデ

ル」を展示会場に設置し、現地にて流体が流れている配管イ

メージをご覧いただけます。ご興味のある方は勿論ですが、そ

れほど関心のない方でも、実機を設置した配管モデルを目に

する事はあまりないと思います。この機会に是非一度お立ち寄

りいただけます事を、スタッフ一同心よりお待ちしております。

ここを
クリック！
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貫通でないためφ10からφ30へ広げられない

キャップして溶接後端面を仕上げる
製作不可 対応策（案）

この対応策が
NGの場合、
成形加工に
なります。
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ページ NR コード 品　名 誤 正 旧価格 新価格

P25

NR1103 PVDF ボールバルブ 規格：ねじ込み式
（Rp 規格）

規格：ねじ込み式
（Rc 規格）

NR1127-002 フッ素樹脂 (PCTFE) ミニ二方バルブ　φ 3 用 ¥4,600 ¥5,300

NR1127-003 フッ素樹脂 (PCTFE) ミニ二方バルブ　φ 4 用 ¥5,600 ¥7,800

P54 NR1123-007 フッ素樹脂ミニチェックバルブ
（インラインタイプ）φ 6 用 フッ素ゴム ¥5,200 ¥6,000

P93
P334

NR1119-002 フッ素樹脂 (PCTFE) メス・ルアー　φ 2 用 ¥2,100 ¥2,200

NR1119-003 フッ素樹脂 (PCTFE) メス・ルアー　φ 3 用 ¥2,100 ¥2,310

NR1119-004 フッ素樹脂 (PCTFE) メス・ルアー　φ 4 用 ¥2,400 ¥2,600

NR1120-001 フッ素樹脂 (PCTFE) オス・ルアーテーパー
φ 3 用 ¥2,100 ¥2,800

P114

NR2020-003 フッ素樹脂 (PTFE) クッションガスケット 20A ¥6,000 ¥6,500

NR2020-004 フッ素樹脂 (PTFE) クッションガスケット 25A ¥6,000 ¥7,000

NR2020-005 フッ素樹脂 (PTFE) クッションガスケット 32A ¥6,000 ¥7,500

NR2020-006 フッ素樹脂 (PTFE) クッションガスケット 40A ¥6,200 ¥8,000

NR2020-007 フッ素樹脂 (PTFE) クッションガスケット 50A ¥7,000 ¥9,500

NR2020-008 フッ素樹脂 (PTFE) クッションガスケット 65A ¥9,600 ¥11,000

NR2020-009 フッ素樹脂 (PTFE) クッションガスケット 80A ¥10,200 ¥11,500

P121
NR2053-029 PFA 被覆 O リング P-stuck( ピースタック )　　

AS568-344 販売終了

NR2053-030
（新規）

PFA 被覆 O リング P-stuck( ピースタック )　　
AS568-346

線径（φ）5.33、内径（φ）104.14、
外径 114.8（φ） ¥6,600

P193

NR2010-001 F4 ビーカー　    50ml ¥1,400 ¥1,260

NR2010-002 F4 ビーカー　  100ml ¥1,300 ¥1,400

NR2010-003 F4 ビーカー　  200ml ¥2,100 ¥2,300

NR2010-004 F4 ビーカー　  300ml ¥3,050 ¥2,800

NR2010-005 F4 ビーカー　  500ml ¥4,900 ¥4,400

NR2010-006 F4 ビーカー　1000ml ¥9,950 ¥8,500

NR2010-007 F4 ビーカー　2000ml ¥19,900 ¥17,000

P194

NR0204-001 フッ素樹脂（PFA) ビーカー　  30ml ¥1,600 ¥1,800

NR0204-002 フッ素樹脂（PFA) ビーカー　  50ml ¥1,800 ¥2,000

NR0204-003 フッ素樹脂（PFA) ビーカー　100ml ¥2,400 ¥2,600

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7 月1 日適用〉
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ページ NR コード 品　名 誤 正 旧価格 新価格

P194

NR0204-004 フッ素樹脂（PFA) ビーカー　  200ml ¥3,600 ¥4,000

NR0204-005 フッ素樹脂（PFA) ビーカー　  300ml ¥4,000 ¥4,400

NR0204-006 フッ素樹脂（PFA) ビーカー　  500ml ¥7,000 ¥7,800

NR0204-007 フッ素樹脂（PFA) ビーカー　1000ml ¥14,000 ¥15,600

P210

NR6220-001 PFA メスシリンダー　    10ml 目盛 (ml)：0.1 目盛 (ml)：0.2 ¥11,000 ¥11,600

NR6220-002 PFA メスシリンダー　    30ml ¥16,000 ¥16,800

NR6220-003 PFA メスシリンダー　    50ml ¥19,000 ¥20,000

NR6220-004 PFA メスシリンダー　  100ml ¥21,000 ¥22,100

NR6220-005 PFA メスシリンダー　  200ml ¥25,000 ¥26,300

NR6220-006 PFA メスシリンダー　  300ml ¥27,000 ¥28,400

NR6220-007 PFA メスシリンダー　  500ml ¥34,000 ¥35,700

NR6220-008 PFA メスシリンダー　1000ml ¥56,000 ¥58,800

NR6220-009 PFA メスシリンダー　2000ml ¥78,000 ¥81,900

P216

NR0206-002 フッ素樹脂　三角フラスコ　125ml ¥13,000 ¥13,400

NR0206-003 フッ素樹脂　三角フラスコ　250ml ¥18,000 ¥18,500

NR0205-001 フッ素樹脂 (PFA)　三角フラスコ　100ml ¥3,800 ¥4,200

NR0205-002 フッ素樹脂 (PFA)　三角フラスコ　200ml ¥6,200 ¥6,900

NR0205-003 フッ素樹脂 (PFA)　三角フラスコ　300ml ¥8,500 ¥9,200

P217
P509

NR1252-002 フッ素樹脂 (PFA)　吸引フラスコ　100ml ¥8,500 ¥9,400

NR1252-003 フッ素樹脂 (PFA)　吸引フラスコ　200ml ¥11,000 ¥12,000

NR1252-001 フッ素樹脂 (PFA)　吸引フラスコ　300ml ¥13,000 ¥14,000

P224

NR0188-002 フッ素樹脂 (PFA)　細口試薬瓶　    50ml ¥2,000 ¥2,100

NR0188-003 フッ素樹脂 (PFA)　細口試薬瓶　  100ml ¥2,400 ¥2,700

NR0188-004 フッ素樹脂 (PFA)　細口試薬瓶　  250ml ¥3,500 ¥3,800

NR0188-005 フッ素樹脂 (PFA)　細口試薬瓶　  500ml ¥5,300 ¥5,600

NR0188-006 フッ素樹脂 (PFA)　細口試薬瓶　1000ml ¥11,000 ¥11,600

NR0188-007 フッ素樹脂 (PFA)　細口試薬瓶　2000ml ¥28,000 ¥32,000

P225

NR0189-001 フッ素樹脂 (PFA)　細口大型瓶　3L ¥35,000 ¥40,000

NR1240-001 フッ素樹脂 (PFA)　細口瓶活栓付　3L ¥53,000 ¥59,000

NR1240-002 フッ素樹脂 (PFA)　細口瓶活栓付　5L ¥59,000 ¥66,000
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ページ NR コード 品　名 誤 正 旧価格 新価格

P227

NR0191-001 フッ素樹脂 (PFA)　広口瓶　    20ml ¥1,500 ¥1,600

NR0191-002 フッ素樹脂 (PFA)　広口瓶　  100ml ¥3,700 ¥4,000

NR0191-003 フッ素樹脂 (PFA)　広口瓶　  250ml ¥5,500 ¥5,800

NR0191-004 フッ素樹脂 (PFA)　広口瓶　  500ml ¥7,800 ¥8,200

NR0191-005 フッ素樹脂 (PFA)　広口瓶　1000ml ¥12,000 ¥12,600

P238
P355

NR1570 フッ素樹脂　装置用ジャー

◎常用圧力：
0.1MPa 以下

◎常用圧力：
微圧

NR1571 フッ素樹脂　装置用ジャー A 型

NR1572 フッ素樹脂　装置用ジャー B 型

NR1573 フッ素樹脂　装置用ジャー C 型

P241

NR0194-001 フッ素樹脂 (PFA)　細口洗浄瓶　  100ml ¥3,600 ¥3,800

NR0194-002 フッ素樹脂 (PFA)　細口洗浄瓶　  250ml ¥4,600 ¥4,850

NR0194-003 フッ素樹脂 (PFA)　細口洗浄瓶　  500ml ¥6,800 ¥7,150

NR0194-004 フッ素樹脂 (PFA)　細口洗浄瓶　1000ml ¥16,500 ¥17,350

NR0196-001 フッ素樹脂 (PFA)　広口洗浄瓶　  100ml ¥4,600 ¥4,840

NR0196-002 フッ素樹脂 (PFA)　広口洗浄瓶     250ml ¥6,600 ¥6,730

NR0196-003 フッ素樹脂 (PFA)　広口洗浄瓶     500ml ¥9,600 ¥10,100

NR0196-004 フッ素樹脂 (PFA)　広口洗浄瓶   1000ml ¥17,600 ¥18,500

NR1672-001 フッ素樹脂 (PFA) 洗浄瓶（調整機能付）   100ml ¥11,000 ¥11,600

NR1672-002 フッ素樹脂 (PFA) 洗浄瓶（調整機能付）   250ml ¥13,800 ¥14,500

NR1672-003 フッ素樹脂 (PFA) 洗浄瓶（調整機能付）   500ml ¥16,800 ¥17,600

NR1672-004 フッ素樹脂 (PFA) 洗浄瓶（調整機能付） 1000ml ¥22,000 ¥23,000

P291

NR3005-001 フッ素樹脂 (PTFE)　VP サービス撹拌子　
VP1910 ¥1,200 ¥1,500

NR3005-002 フッ素樹脂 (PTFE)　VP サービス撹拌子　
VP1915 ¥1,200 ¥1,500

NR3005-003 フッ素樹脂 (PTFE)　VP サービス撹拌子　
VP1920 ¥1,250 ¥1,800

NR3005-004 フッ素樹脂 (PTFE)　VP サービス撹拌子　
VP1925 ¥1,750 ¥2,200

NR3005-005 フッ素樹脂 (PTFE)　VP サービス撹拌子　
VP1930 ¥1,900 ¥2,400

NR3005-006 フッ素樹脂 (PTFE)　VP サービス撹拌子　
VP1935 ¥2,300 ¥2,800

NR3005-007 フッ素樹脂 (PTFE)　VP サービス撹拌子　
VP1940 ¥2,500 ¥3,000

P329
NR0209-001 フッ素樹脂 (PFA)　スポイド　2.5ml ¥4,400 ¥4,640

NR0209-002 フッ素樹脂 (PFA)　スポイド　5ml ¥4,900 ¥5,160
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P341

NR0175-001 フッ素樹脂　被覆ヒーター KSW 型　KSW-1A ¥38,000 ¥41,200

NR0175-002 フッ素樹脂　被覆ヒーター KSW 型　KSW-2A ¥38,000 ¥41,200

NR0175-003 フッ素樹脂　被覆ヒーター KSW 型　KSW-1B ¥40,000 ¥45,500

NR0175-004 フッ素樹脂　被覆ヒーター KSW 型　KSW-2B ¥40,000 ¥45,500

NR0175-005 フッ素樹脂　被覆ヒーター KSW 型　SW-2C ¥48,000 ¥52,900

NR0174-001 フッ素樹脂　被覆ヒーター KSL 型　KSL-1A　　 ¥43,000 ¥48,500

NR0174-002 フッ素樹脂　被覆ヒーター KSL 型　KSL-2A　　 ¥43,000 ¥48,500

NR0174-003 フッ素樹脂　被覆ヒーター KSL 型　KSL-1B ¥48,000 ¥55,000

NR0174-004 フッ素樹脂　被覆ヒーター KSL 型　KSL-2B ¥48,000 ¥55,000

NR0174-005 フッ素樹脂　被覆ヒーター KSL 型　KSL-2C ¥55,000 ¥61,700

P398 NR2039 フッ素樹脂 (PCTFE) ピンセット 在庫限りで販売終了

P399
NR0280-001 フッ素樹脂 (ETFE) テフゼル ®

ピンセット形状：直 ¥2,300 ¥2,600

NR0280-002 フッ素樹脂 (ETFE) テフゼル ®
ピンセット形状：先曲り ¥2,400 ¥2,700

P401

NR0277-002 フッ素樹脂 (PCTFE) スパーテル　H-18
全長 180 ¥1,600 ¥1,500

NR0277-003 フッ素樹脂 (PCTFE) スパーテル　H-21
全長 210 ¥1,900 ¥1,650

NR0277-004 フッ素樹脂 (PCTFE) スパーテル　H-24
全長 240 ¥2,100 ¥1,750

P419

NR1404-010 グルービングカッター　φ 6、8、10、12 用 ¥7,000 ¥9,000

NR1404-011 グルービングカッター　φ 1/4、3/8、1/2 用 ¥9,500 ¥13,800

NR1404-012 グルービングカッター　φ 19、3/4 用 ¥11,000 ¥13,800

P426

NR0652-001 サニメント手袋スタンダード M 寸　100 入 ¥730 ¥770

NR0652-002 サニメント手袋スタンダードＬ寸　100 入 ¥730 ¥770

NR0652-003 サニメント手袋スタンダードＳ寸　100 入 ¥730 ¥770

NR0653-001 サニメント手袋エンボスＭ寸　100 入 ¥860 ¥900

NR0653-002 サニメント手袋エンボスＬ寸　100 入 ¥860 ¥900

NR0653-003 サニメント手袋エンボスＳ寸　100 入 ¥860 ¥900

P470

NR0381-005 フッ素樹脂ナノコート ( 内面 ) 共通摺合せナス型 
フラスコ　TS29/42　2000mL ¥35,000 ¥40,000

NR0381-010 フッ素樹脂ナノコート ( 内面 ) 共通摺合せナス型 
フラスコ　TS24/40　2000mL ¥35,000 ¥40,000

NR0383-005 フッ素樹脂ナノコート ( 内面 ) セパラブルフラスコ
丸底　ツバφ 85 ×φ 115　3000mL ¥38,000 ¥40,000

NR0383-006 フッ素樹脂ナノコート ( 内面 ) セパラブルフラスコ
丸底　ツバφ 85 ×φ 115　5000mL ¥54,000 ¥58,000

NR0383-009 フッ素樹脂ナノコート ( 内面 ) セパラブルフラスコ
丸底　ツバφ 120 ×φ 150　3000mL ¥47,000 ¥49,000
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P470 NR0383-010 フッ素樹脂ナノコート ( 内面 ) セパラブルフラスコ
丸底　ツバφ 120 ×φ 150　5000mL ¥63,000 ¥66,000
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