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フロンニュース

撹拌におけるバッフル板の効力
フッ素樹脂の現状レポート
カタログ NR50000 価格・仕様訂正表／ 7 月1日適用分

撹拌におけるバッフル板の効力   今月のピックアップ

フロンケミカル便り

毎年、段々と気温が上がってきている気がする夏がやってまいりました。皆様いかがお過ごしでしょうか。
ここ数年は楽しいイベントもすべて中止であまり良い思い出がありませんが、今年こそは花火大会や夏祭りなど、
楽しく、気温も気持ちも熱い夏になればなぁ…と願う筆者でございます。
さて、本号では『撹拌におけるバッフル板の効力』及び『フッ素樹脂の現状』についてお伝えいたします。

フッ素樹脂の現状レポート
前号では様々な商品が受注停止となる旨をご報告しましたが、その後状況に改善は見られません。そんな中、価格はどんどん

上昇し、年内には更なる値上げが実施されるという最新情報も入って来ており厳しさは増すばかりです。

具体的な上げ幅等についてはまだ明確になっていませんが、もし弊社にて製作のご依頼や商品のご購入をお考えいただいて

おりましたら、早め早めにご検討くださることをお勧めいたします。

今後も業界の動向に注視し、詳細な情報が入り次第周知してまいります。引き続きフロンニュースにご留意のほど、よろしく

お願い申し上げます。※詳細については弊社までお問合せください。

突然ですが、皆様「バッフル板」はご存じでしょうか？ 撹拌し

ていてなかなか思うように混ざらない、沈殿物が発生してしま

う等、経験した事はございませんでしょうか？

バッフル板とは通称『ジャマ板』と呼ばれるもので、流れのあ

る流体の中に入れることにより、流れ方向を変え、乱流を起こ

す役割を果たします。ではその使用方法や効果はどのようなも

のでしょうか？実際に行ったある実験結果を皆様にご紹介いた

します。

実際に使用してみると、驚くほど試料がかき混ぜられ、撹拌効率が格段にUP 致しました。

ある程度スペースがあることが条件になりますが、撹拌効率でお悩みでしたらぜひ一度バッフル板をご検討ください！

※カタログ掲載はしておりませんが、特注品にて対応致します。お気軽に弊社営業までご連絡下さい。

用意した物
■ セパラブルフラスコ

■ PTFE 撹拌棒（NR6712 ネオツイスター撹拌棒）

■ PTFEバッフル板（特注品）

■ バッフル板固定用 PTFE 傾斜型ホルダー（特注）

実験内容
■ フラスコ内へ水と色付きのラメ2種類（銀色 + 赤色）

を入れて撹拌した。

■ 赤色の大きなラメがフラスコ底部に沈殿したのを

確認した後、バッフル板を挿入した。

底の部分に試料が
滞留することがある

バッフル板を入れる事で巻き上げ
られる流体がバッフル板に衝突し
流れが大きく変わる。

滞留物がかきまぜられる

撹拌力UP

バッフル板挿入前 バッフル板挿入後
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ページ NR コード 品　名 誤 正 旧価格 新価格

P33

NR1100-001 二方ストップコック　φ 4.5 ¥2,600 ¥3,300 

NR1100-002 二方ストップコック　φ 6 ¥2,600 ¥3,300 

NR1100-003 二方ストップコック　φ 7 ¥2,850 ¥3,700 

NR1100-004 二方ストップコック　φ 8 ¥2,850 ¥3,700 

NR1100-005 二方ストップコック　φ 9 ¥2,850 ¥3,700 

NR1100-006 二方ストップコック　φ 10 ¥2,850 ¥3,700 

NR1100-007 二方ストップコック　φ 11 ¥4,550 ¥5,900 

NR1101-001 三方ストップコック　φ 4.5 ¥3,100 ¥4,000 

NR1101-002 三方ストップコック　φ 6 ¥3,100 ¥4,000 

NR1101-003 三方ストップコック　φ 7 ¥3,100 ¥4,000 

NR1101-004 三方ストップコック　φ 8 ¥3,100 ¥4,100 

NR1101-005 三方ストップコック　φ 9 ¥3,900 ¥4,700 

NR1101-006 三方ストップコック　φ 10 ¥3,900 ¥4,700 

NR1101-007 三方ストップコック　φ 11 ¥4,500 ¥5,900 

P40
P419

NR0339-001 チューブフレア器具 販売終了
（代替あり：NR0339-002）

NR0339-002 チューブフレア器具 NR0339-001 の代替品
商品画像の変更 ¥8,000 

P54

NR0097-001 フッ素樹脂逆流防止バルブＡ型　φ６ ¥18,000 ¥19,800 

NR0097-002 フッ素樹脂逆流防止バルブＡ型　φ８ ¥18,000 ¥19,800 

NR0097-003 フッ素樹脂逆流防止バルブＡ型　φ 10 ¥20,000 ¥22,000 

NR0097-004 フッ素樹脂逆流防止バルブＡ型　φ 12 ¥20,000 ¥22,000 

P55 NR0098-004 フッ素樹脂（ＰＴＦＥ）チェックバルブ　Ａ型　
Rc3/4 販売終了

P74
P419

NR1404-010 グルービングカッター　φ 6･8･10･12 用 ¥9,000 ¥11,000 

NR1404-011 グルービングカッター　φ 1/4・3/8・1/2 用 ¥13,800 ¥16,800 

NR1404-012 グルービングカッター　φ 19、3/4 用 ¥13,800 ¥16,800 

P86

NR0082-001 PTFE チューブコネクターＬ型　φ 4 ¥1,650 ¥2,000 

NR0082-002 PTFE チューブコネクターＬ型　φ 6 ¥1,650 ¥1,900 

NR0082-003 PTFE チューブコネクターＬ型　φ 8 ¥1,850 ¥2,200 

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

〈2022 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

P86 NR0082-004 PTFE チューブコネクターＬ型　φ 10 ¥1,950 ¥2,300 

P87

NR0083-001 PTFE チューブコネクターＴ型　φ 4 ¥1,950 ¥2,300 

NR0083-002 PTFE チューブコネクターＴ型　φ 6 ¥1,980 ¥2,300 

NR0083-003 PTFE チューブコネクターＴ型　φ 8 ¥1,980 ¥2,300 

NR0083-004 PTFE チューブコネクターＴ型　φ 10 ¥2,450 ¥2,800 

NR0085-001 チューブコネクター十字　φ 4 ¥2,100 ¥2,400 

NR0085-002 チューブコネクター十字　φ 6 ¥2,100 ¥2,400 

NR0085-003 チューブコネクター十字　φ 8 ¥2,450 ¥2,800 

NR0085-004 チューブコネクター十字　φ 10 ¥2,500 ¥2,900 

P97

NR0086-001 PTFE ベローズジョイント　TS14/23-TS14/23 ¥7,300 ¥8,400 

NR0086-002 PTFE ベローズジョイント　TS14/23-TS29/32 ¥8,500 ¥9,800 

NR0086-003 PTFE ベローズジョイント　TS19/26-TS19/26 ¥8,000 ¥9,200 

NR0086-004 PTFE ベローズジョイント　TS19/26-TS29/32 在庫限りで販売終了

NR0086-005 PTFE ベローズジョイント　TS24/29-TS24/29 ¥9,000 ¥10,500 

NR0086-006 PTFE ベローズジョイント　TS29/32-TS29/32 ¥11,000 ¥12,700 

NR0086-007 PTFE ベローズジョイント　TS34/35-TS34/35 ¥12,000 ¥14,000 

NR0086-008 PTFE ベローズジョイント　TS45/50-TS45/50 ¥16,500 ¥19,000 

P102 NR1407-003 オムニフィット ®　スタンダードコネクター  F 
OM 1004 販売終了

P112

NR2118-001 フッ素樹脂（PFA）ヘルール×おねじジョイント　
8A × R1/4 ¥39,000 ¥48,000 

NR2118-002 フッ素樹脂（PFA）ヘルール×おねじジョイント　
10A × R3/8 ¥39,000 ¥48,000 

NR2118-003 フッ素樹脂（PFA）ヘルール×おねじジョイント　
15A × R1/2 ¥42,000 ¥52,000 

NR2119-001 フッ素樹脂（PFA）サニタリーヘルール×おねじ
ジョイント　1S × R3/8 ¥43,000 ¥59,000 

NR2119-002 フッ素樹脂（PFA）サニタリーヘルール×おねじ
ジョイント　1S × R1/2 ¥43,000 ¥59,000 

NR2119-003 フッ素樹脂（PFA）サニタリーヘルール×おねじ
ジョイント　1S × R3/4 ¥46,000 ¥62,000 

NR2119-004 フッ素樹脂（PFA）サニタリーヘルール×おねじ
ジョイント　1S × R1 ¥55,000 ¥64,000 

NR2119-005 フッ素樹脂（PFA）サニタリーヘルール×おねじ
ジョイント　1.5S × R1/2 ¥56,000 ¥68,000 

NR2119-006 フッ素樹脂（PFA）サニタリーヘルール×おねじ
ジョイント　1.5S × R3/4 ¥56,000 ¥68,000 

NR2119-007 フッ素樹脂（PFA）サニタリーヘルール×おねじ
ジョイント　1.5S × R1 ¥58,000 ¥69,000 

NR2121-001 フッ素樹脂（PFA）ヘルール×タケノコジョイント　
8A ×φ 12 ¥29,000 ¥39,000 

NR2121-002 フッ素樹脂（PFA）ヘルール×タケノコジョイント　
10A ×φ 14 ¥32,000 ¥42,000 
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ページ NR コード 品　名 誤 正 旧価格 新価格

P112

NR2121-003 フッ素樹脂（PFA）ヘルール×タケノコジョイント　
15A ×φ 16 ¥32,000 ¥42,000 

NR2122-001 フッ素樹脂サニタリーヘルール×タケノコジョイント　
１S ×φ 26 ¥42,000 ¥60,000 

NR2122-002 フッ素樹脂サニタリーヘルール×タケノコジョイント　
φ 1.5 ×φ 40 ¥58,000 ¥69,000 

P113

NR2123-001 フッ素樹脂サニタリー偏心ヘルール
レデューサー　1.0S × 1.5S ¥18,000 ¥22,000 

NR2123-002 フッ素樹脂サニタリー偏心ヘルール
レデューサー　1.5S × 2.0S ¥26,000 ¥30,000 

NR2124-001 フッ素樹脂両端サニタリーヘルールホース　
1.0S × 300L ¥66,000 ¥72,000 

NR2124-002 フッ素樹脂両端サニタリーヘルールホース　
1.0S × 500L ¥72,000 ¥78,000 

NR2124-003 フッ素樹脂両端サニタリーヘルールホース　
1.0S × 1000L ¥90,000 ¥96,000 

NR2124-004 フッ素樹脂両端サニタリーヘルールホース　
1.5S × 300L ¥86,000 ¥92,000 

NR2124-005 フッ素樹脂両端サニタリーヘルールホース　
1.5S × 500L ¥97,000 ¥100,000 

NR2124-006 フッ素樹脂両端サニタリーヘルールホース　
1.5S × 1000L ¥123,000 ¥132,000 

NR2124-007 フッ素樹脂両端サニタリーヘルールホース　
2.0S × 300L ¥108,000 ¥118,000 

NR2124-008 フッ素樹脂両端サニタリーヘルールホース　
2.0S × 500L ¥120,000 ¥130,000 

NR2124-009 フッ素樹脂両端サニタリーヘルールホース　
2.0S × 1000L ¥158,000 ¥168,000 

NR2125-001 フッ素樹脂ダイアフラムバルブ
（サニタリーヘルール仕様）　標準 ¥270,000 ¥298,000 

NR2125-002 フッ素樹脂ダイアフラムバルブ
（サニタリーヘルール仕様）　スチーム ¥270,000 ¥298,000 

P116

NR0321-001 フッ素樹脂（PTFE）ソフトテープ　
TK-4　1.5t × W3 × 30m ¥21,000 ¥25,500 

NR0321-002 フッ素樹脂（PTFE）ソフトテープ　
TK-7　3t × W6 × 15m ¥21,000 ¥25,500 

NR0321-003 フッ素樹脂（PTFE）ソフトテープ　
TK-11　4t × W9 × 8m ¥19,000 ¥23,000 

NR0321-004 フッ素樹脂（PTFE）ソフトテープ　
TK-15　5t × W12 × 5m ¥19,000 ¥23,000 

P117 NR0322-001 テープシール（PTFE）　0.1t × W13 × 5m ¥120 ¥180 

P118

NR1134-001 粘着ソフトシール（PTFE）
1t × W20 × 15m ¥23,000 ¥36,000 

NR1134-002 粘着ソフトシール（PTFE）
1t × W30 × 15m ¥34,000 ¥54,500 

NR1134-003 粘着ソフトシール（PTFE）
1t × W50 × 15m ¥60,000 ¥96,000 

NR1134-004 粘着ソフトシール（PTFE）
2t × W20 × 5m ¥18,000 ¥29,000 

NR1134-005 粘着ソフトシール（PTFE）
2t × W30 × 5m ¥24,000 ¥38,500 

NR1134-006 粘着ソフトシール（PTFE）
2t × W50 × 5m ¥39,000 ¥62,500 

NR1134-007 粘着ソフトシール（PTFE）
3t × W20 × 5m ¥18,000 ¥29,000 

NR1134-008 粘着ソフトシール（PTFE）
3t × W30 × 5m ¥26,000 ¥42,000 

NR1134-009 粘着ソフトシール（PTFE）
3t × W50 × 5m ¥44,000 ¥70,500 



▶

– 5/42 –

ページ NR コード 品　名 誤 正 旧価格 新価格
P118
P457 NR0328-001 フッ素樹脂ペ－スト　VP-100　100g ¥5,800 ¥7,000 

P120

NR2016-001 パーフロ O リング　P-6 ¥1,350 ¥1,400 

NR2016-002 パーフロ O リング　P-7 ¥1,550 ¥1,600 

NR2016-003 パーフロ O リング　P-8 ¥1,800 ¥1,900 

NR2016-004 パーフロ O リング　P-10 ¥2,000 ¥2,100 

NR2016-005 パーフロ O リング　P-12 ¥3,500 ¥4,200 

NR2016-006 パーフロ O リング　P-14 ¥4,000 ¥4,600 

NR2016-007 パーフロ O リング　P-16 ¥4,500 ¥5,000 

NR2016-008 パーフロ O リング　P-18 ¥4,700 ¥5,500 

NR2016-009 パーフロ O リング　P-20 ¥4,850 ¥5,600 

NR2016-010 パーフロ O リング　P-22 ¥5,200 ¥5,800 

P121

NR2017-004 フッ素樹脂（PFA）被覆　Ｏリング　P-16 ¥1,950 ¥2,150 

NR2017-005 フッ素樹脂（PFA）被覆　Ｏリング　P-21 ¥2,090 ¥2,300 

NR2017-006 フッ素樹脂（PFA）被覆　Ｏリング　P-24 ¥2,440 ¥2,700 

NR2017-007 フッ素樹脂（PFA）被覆　Ｏリング　P-29 ¥2,890 ¥3,200 

NR2017-008 フッ素樹脂（PFA）被覆　Ｏリング　P-34 ¥3,350 ¥3,700 

NR2017-009 フッ素樹脂（PFA）被覆　Ｏリング　P-39 ¥3,730 ¥4,100 

NR2017-010 フッ素樹脂（PFA）被覆　Ｏリング　P-44 ¥4,150 ¥4,600 

NR2017-011 フッ素樹脂（PFA）被覆　Ｏリング　P-50A ¥4,950 ¥5,500 

NR2017-012 フッ素樹脂（PFA）被覆　Ｏリング　P-60 ¥5,840 ¥6,500 

NR2017-013 フッ素樹脂（PFA）被覆　Ｏリング　P-70 ¥6,600 ¥7,300 

NR2017-014 フッ素樹脂（PFA）被覆　Ｏリング　P-80 ¥7,440 ¥8,200 

NR2017-015 フッ素樹脂（PFA）被覆　Ｏリング　P-90 ¥8,200 ¥9,000 

NR2017-016 フッ素樹脂（PFA）被覆　Ｏリング　P-100 ¥9,270 ¥10,500 

NR2017-017 フッ素樹脂（PFA）被覆　Ｏリング　P-110 ¥10,330 ¥11,500 

NR2017-018 フッ素樹脂（PFA）被覆　Ｏリング　P-120 ¥11,400 ¥12,600 

NR2017-019 フッ素樹脂（PFA）被覆　Ｏリング　P-130 ¥12,330 ¥13,600 

NR2017-020 フッ素樹脂（PFA）被覆　Ｏリング　P-140 ¥13,490 ¥14,900 

NR2017-021 フッ素樹脂（PFA）被覆　Ｏリング　P-150 ¥13,800 ¥15,200 

P122 NR0314-001 フッ素樹脂（PTFE）　Ｏリング　P-6　10 個入 ¥1,000 ¥1,100 
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ページ NR コード 品　名 誤 正 旧価格 新価格

P122

NR0314-002 フッ素樹脂（PTFE）　Ｏリング　P-7　10 個入 ¥1,000 ¥1,100 

NR0314-003 フッ素樹脂（PTFE）　Ｏリング　P-8　10 個入 ¥1,000 ¥1,100 

NR0314-004 フッ素樹脂（PTFE）　Ｏリング　P-10　10 個入 ¥1,200 ¥1,300 

NR0314-005 フッ素樹脂（PTFE）　Ｏリング　P-12　10 個入 ¥1,600 ¥1,800 

NR0314-006 フッ素樹脂（PTFE）　Ｏリング　P-14　10 個入 ¥1,600 ¥1,800 

NR0314-007 フッ素樹脂（PTFE）　Ｏリング　P-16　10 個入 ¥1,700 ¥1,900 

NR0314-008 フッ素樹脂（PTFE）　Ｏリング　P-18　10 個入 ¥1,800 ¥2,000 

NR0314-009 フッ素樹脂（PTFE）　Ｏリング　P-20　10 個入 ¥1,900 ¥2,100 

NR0314-010 フッ素樹脂（PTFE）　Ｏリング　P-22　10 個入 ¥2,000 ¥2,200 

NR0316-002 フッ素ゴムＯリング　P-7　10 個入 ¥700 ¥750 

NR0316-003 フッ素ゴムＯリング　P-8　10 個入 ¥700 ¥770 

NR0316-004 フッ素ゴムＯリング　P-10　10 個入 ¥800 ¥900 

NR0316-005 フッ素ゴムＯリング　P-12　10 個入 ¥950 ¥1,050 

NR0316-006 フッ素ゴムＯリング　P-14　10 個入 ¥950 ¥1,050 

NR0316-007 フッ素ゴムＯリング　P-16　10 個入 ¥1,000 ¥1,100 

NR0316-008 フッ素ゴムＯリング　P-18　10 個入 ¥1,100 ¥1,200 

NR0316-009 フッ素ゴムＯリング　P-20　10 個入 ¥1,100 ¥1,200 

NR0316-010 フッ素ゴムＯリング　P-22　10 個入 ¥1,150 ¥1,250 

NR0317-001 シリコンＯリング　P-6　10 個入 ¥410 お問合せ

NR0317-002 シリコンＯリング　P-7　10 個入 ¥410 お問合せ

NR0317-003 シリコンＯリング　P-8　10 個入 ¥410 お問合せ

NR0317-004 シリコンＯリング　P-10　10 個入 ¥460 お問合せ

NR0317-005 シリコンＯリング　P-12　10 個入 ¥600 お問合せ

NR0317-006 シリコンＯリング　P-14　10 個入 ¥600 お問合せ

NR0317-007 シリコンＯリング　P-16　10 個入 ¥650 お問合せ

NR0317-008 シリコンＯリング　P-18　10 個入 ¥650 お問合せ

NR0317-009 シリコンＯリング　P-20　10 個入 ¥720 お問合せ

NR0317-010 シリコンＯリング　P-22　10 個入 ¥720 お問合せ

P129
NR7903-001 PTFE 帯電防止チューブ　φ 4 ×φ 6 × 10m ¥21,000 ¥26,800 

NR7903-002 PTFE 帯電防止チューブ　φ 6 ×φ 8 × 10m ¥30,000 ¥45,700 
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P129
NR7903-003 PTFE 帯電防止チューブ　

φ 8 ×φ 10 × 10m ¥38,000 ¥52,300 

NR7903-004 PTFE 帯電防止チューブ　
φ 10 ×φ 12 × 10m ¥49,000 ¥77,500 

P146

NR1228-001 フッ素樹脂（PFA）　フレキシブルストレート
ユニオン　φ 6 ×φ 4 ¥7,300 ¥8,000 

NR1228-002 フッ素樹脂（PFA）　フレキシブルストレート
ユニオン　φ 8 ×φ 6　R1/4 ¥9,200 ¥10,200 

NR1228-003 フッ素樹脂（PFA）　フレキシブルストレート
ユニオン　φ 8 ×φ 6　R3/8 ¥9,300 ¥10,400 

NR1228-004 フッ素樹脂（PFA）　フレキシブルストレート
ユニオン　φ 10 ×φ 8　R1/4 ¥11,000 ¥12,200 

NR1228-005 フッ素樹脂（PFA）　フレキシブルストレート
ユニオン　φ 10 ×φ 8　R3/8 ¥11,100 ¥12,400 

NR1228-006 フッ素樹脂（PFA）　フレキシブルストレート
ユニオン　φ 12 ×φ 10  R3/8 ¥12,700 ¥14,000 

NR1228-007 フッ素樹脂（PFA）　フレキシブルストレート
ユニオン　φ 12 ×φ 10  R1/2 ¥13,500 ¥15,000 

P155

NR0645-001 シリコーンチューブ　φ 0.5 ×φ 1 × 10m ¥690 ¥820 

NR0645-002 シリコーンチューブ　φ 0.5 ×φ 3 × 10m ¥4,580 ¥5,280 

NR0645-003 シリコーンチューブ　φ 1 ×φ 2 × 10m ¥660 ¥750 

NR0645-004 シリコーンチューブ　φ 1 ×φ 3 × 10m ¥810 ¥1,180 

NR0645-005 シリコーンチューブ　φ 1.5 ×φ 2.5 × 10m ¥780 ¥1,060 

NR0645-006 シリコーンチューブ　φ 2 ×φ 3 × 10m ¥810 ¥930 

NR0645-007 シリコーンチューブ　φ 2 φ×φ 4 × 10m ¥1,110 ¥1,260 

NR0645-008 シリコーンチューブ　φ 3 ×φ 5　(/m) ¥140 ¥170 

NR0645-009 シリコーンチューブ　φ 3 ×φ 6　(/m) ¥240 ¥260 

NR0645-010 シリコーンチューブ　φ 4 ×φ 6　(/m) ¥170 ¥210 

NR0645-011 シリコーンチューブ　φ 4 ×φ 7　(/m) ¥260 ¥310 

NR0645-012 シリコーンチューブ　φ 4 ×φ 8　(/m) ¥420 ¥480 

NR0645-013 シリコーンチューブ　φ 5 ×φ 7　(/m) ¥200 ¥240 

NR0645-014 シリコーンチューブ　φ 5 ×φ 8　(/m) ¥320 ¥380 

NR0645-015 シリコーンチューブ　φ 5 ×φ 9　(/m) ¥440 ¥540 

NR0645-016 シリコーンチューブ　φ 6 ×φ 8　(/m) ¥220 ¥270 

NR0645-017 シリコーンチューブ　φ 6 ×φ 9　(/m) ¥380 ¥450 

NR0645-018 シリコーンチューブ　φ 6 ×φ 10　(/m) ¥540 ¥640 

NR0645-019 シリコーンチューブ　φ 6 ×φ 12　(/m) ¥860 ¥1,030 

NR0645-020 シリコーンチューブ　φ 6 ×φ 15　(/m) ¥1,600 ¥1,900 

NR0645-021 シリコーンチューブ　φ 7 ×φ 9　(/m) ¥260 ¥310 
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P155

NR0645-022 シリコーンチューブ　φ 7 ×φ 10　(/m) ¥400 ¥480 

NR0645-023 シリコーンチューブ　φ 7 ×φ 11　(/m) ¥600 ¥720 

NR0645-024 シリコーンチューブ　φ 8 ×φ 10　(/m) ¥320 ¥360 

NR0645-025 シリコーンチューブ　φ 8 ×φ 11　(/m) ¥480 ¥570 

NR0645-026 シリコーンチューブ　φ 8 ×φ 13　(/m) ¥920 ¥1,140 

NR0645-027 シリコーンチューブ　φ 8 ×φ 14　(/m) ¥1,140 ¥1,320 

NR0645-028 シリコーンチューブ　φ 9 ×φ 12　(/m) ¥500 ¥600 

NR0645-029 シリコーンチューブ　φ 9 ×φ 13　(/m) ¥760 ¥880 

NR0645-030 シリコーンチューブ　φ 9 ×φ 15　(/m) ¥1,260 ¥1,420 

NR0645-031 シリコーンチューブ　φ 10 ×φ 13　(/m) ¥550 ¥660 

NR0645-032 シリコーンチューブ　φ 10 ×φ 14　(/m) ¥820 ¥960 

NR0645-033 シリコーンチューブ　φ 10 ×φ 16　(/m) ¥1,360 ¥1,540 

NR0645-034 シリコーンチューブ　φ 12 ×φ 16　(/m) ¥920 ¥1,120 

NR0645-036 シリコーンチューブ　φ 12 ×φ 20　(/m) ¥2,200 ¥2,620 

NR0645-037 シリコーンチューブ　φ 15 ×φ 20　(/m) ¥1,460 ¥1,740 

NR0645-038 シリコーンチューブ　φ 19 ×φ 25　(/m) ¥2,300 ¥2,730 

NR0645-039 シリコーンチューブ　φ 20 ×φ 28　(/m) ¥3,300 ¥3,950 

NR0645-040 シリコーンチューブ　φ 25 ×φ 33　(/m) ¥4,100 ¥4,730 

P156

NR0655-001 ユニチューブ　
#1-1/2（φ 1.5 ×φ 3.5）　(/m) ¥300 ¥350 

NR0655-002 ユニチューブ　
#2（φ 2 ×φ 4）　(/m) ¥300 ¥350 

NR0655-003 ユニチューブ　
#2-1/2（φ 2.5 ×φ 4.0）　(/m) ¥300 ¥350 

NR0655-004 ユニチューブ　
#3（φ 3 ×φ 5）　(/m) ¥330 ¥370 

NR0655-005 ユニチューブ　
#4（φ 4 ×φ 5.8）　(/m) ¥370 ¥410 

NR0655-006 ユニチューブ　
#4S（φ 4.2 ×φ 5.8）　(/m) ¥370 ¥410 

NR0655-007 ユニチューブ　
#5（φ 5 ×φ 7）　(/m) ¥410 ¥460 

NR0655-008 ユニチューブ　
#6（φ 6 ×φ 8.5）　(/m) ¥550 ¥620 

NR0655-009 ユニチューブ　
#6G（φ 6 ×φ 9）　(/m) ¥630 ¥710 

NR0655-010 ユニチューブ　
#7S（φ 7 ×φ 9）　(/m) ¥710 ¥800 

NR0655-011 ユニチューブ　
#7（φ 7 ×φ 10）　(/m) ¥810 ¥900 

NR0655-012 ユニチューブ　
#8（φ 8 ×φ 11.5）　(/m) ¥880 ¥990 
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P156

NR0655-013 ユニチューブ　
#9（φ 9 ×φ 13）　(/m) ¥1,100 ¥1,250 

NR0655-014 ユニチューブ　
#10（φ 10 ×φ 14.5）　(/m) ¥1,300 ¥1,450 

NR0655-015 ユニチューブ　
#12（φ 12 ×φ 16）　(/m) ¥1,700 ¥1,900 

NR0655-016 ユニチューブ　
#13（φ 13 ×φ 18）　(/m) ¥1,900 ¥2,100 

NR0655-017 ユニチューブ　
#15（φ 15 ×φ 20）　(/m) ¥2,050 ¥2,300 

NR0655-018 ユニチューブ　
#16（φ 16 ×φ 22）　(/m) ¥3,200 ¥3,600 

NR0655-019 ユニチューブ　
#18（φ 18 ×φ 24）　(/m) ¥3,300 ¥3,700 

NR0655-020 ユニチューブ　
#20（φ 20 ×φ 28） ¥4,300 ¥4,800 

NR0655-021 ユニチューブ　
#25（φ 25 ×φ 31）　(/m) ¥4,600 ¥5,100 

NR0655-022 ユニチューブ　
#25（φ 25 ×φ 34）　(/m) ¥5,300 ¥5,900 

NR0655-023 ユニチューブ　
#30（φ 30 ×φ 38）　(/m) ¥6,900 ¥7,700 

NR0655-024 ユニチューブ　
#35（φ 35 ×φ 45）　(/m) ¥9,200 ¥11,000 

NR0655-025 ユニチューブ　
#40（φ 40 ×φ 52）　(/m) ¥11,000 ¥12,500 

NR0655-026 ユニチューブ　
#2W（φ 2 ×φ 5）　(/m) ¥500 ¥560 

NR0655-027 ユニチューブ　
#3W（φ 3 ×φ 6）　(/m) ¥530 ¥590 

NR0655-028 ユニチューブ　
#3WG（φ 3 ×φ 7）　(/m) ¥640 ¥710 

NR0655-029 ユニチューブ　
#4W（φ 4 ×φ 9）　(/m) ¥950 ¥1,050 

NR0655-030 ユニチューブ　
#4WG（φ 4 ×φ 9.5）　(/m) ¥1,050 ¥1,200 

NR0655-031 ユニチューブ　
#4 1/2W（φ 4.5 ×φ 8.5）　(/m) ¥900 ¥1,050 

NR0655-032 ユニチューブ　
#4 1/2（φ 4.5 ×φ 9.5）　(/m) ¥1,000 ¥1,150 

NR0655-033 ユニチューブ　
#5W（φ 5 ×φ 9）　(/m) ¥900 ¥1,050 

NR0655-034 ユニチューブ　
#5WG（φ 5 ×φ 10）　(/m) ¥1,000 ¥1,150 

NR0655-035 ユニチューブ　
#6W（φ 6 ×φ 12）　(/m) ¥1,650 ¥1,850 

NR0655-036 ユニチューブ　
#6WG（φ 6 ×φ 13.5）　(/m) ¥2,500 ¥2,800 

NR0655-037 ユニチューブ　
#7SW（φ 7 ×φ 13）　(/m) ¥2,000 ¥2,250 

NR0655-038 ユニチューブ　
#7W（φ 7 ×φ 15）　(/m) ¥3,100 ¥3,500 

NR0655-039 ユニチューブ　
#8W（φ 8 ×φ 16）　(/m) ¥3,300 ¥3,700 

NR0655-040 ユニチューブ　
#9SW（φ 9 ×φ 15）　(/m) ¥3,200 ¥3,600 

NR0655-041 ユニチューブ　
#9W（φ 9 ×φ 17）　(/m) ¥3,750 ¥4,200 

NR0655-042 ユニチューブ　
#10W（φ 10 ×φ 20）　(/m) ¥4,000 ¥4,500 
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P156

NR0655-043 ユニチューブ　
#11W（φ 11 ×φ 22）　(/m) ¥6,600 ¥7,400 

NR0655-044 ユニチューブ　
#11WG（φ 11 ×φ 28）　(/m) ¥8,000 ¥8,900 

NR0655-045 ユニチューブ　
#12W（φ 12 ×φ 24）　(/m) ¥7,000 ¥7,800 

NR0655-046 ユニチューブ　
#13W（φ 13 ×φ 26）　(/m) ¥7,700 ¥8,500 

NR0655-047 ユニチューブ　
#15SW（φ 15 ×φ 26）　(/m) ¥7,500 ¥8,300 

NR0655-048 ユニチューブ　
#15W（φ 15 ×φ 30）　(/m) ¥8,400 ¥9,400 

NR0655-049 ユニチューブ　
#16W（φ 16 ×φ 34）　(/m) ¥8,800 ¥9,800 

NR0655-050 ユニチューブ　
#19W（φ 19 ×φ 38）　(/m) ¥11,200 ¥12,800 

P164

NR0646-001 シリコーンシート　0.5 ｔ× 300 角 ¥1,100 ¥1,300 

NR0646-002 シリコーンシート　1.0 ｔ× 300 角 ¥1,500 ¥1,600 

NR0646-003 シリコーンシート　1.5 ｔ× 300 角 ¥1,900 ¥2,100 

NR0646-004 シリコーンシート　2.0 ｔ× 300 角 ¥2,300 ¥2,600 

NR0646-005 シリコーンシート　3.0 ｔ× 300 角 ¥3,200 ¥3,600 

NR0646-006 シリコーンシート　4.0 ｔ× 300 角 ¥4,400 ¥5,000 

NR0646-007 シリコーンシート　5.0 ｔ× 300 角 ¥5,600 ¥6,000 

NR0646-008 シリコーンシート　6.0 ｔ× 300 角 ¥6,210 ¥7,000 

NR0646-009 シリコーンシート　8.0 ｔ× 300 角 ¥8,280 ¥9,000 

NR0646-010 シリコーンシート　10.0 ｔ× 300 角 ¥10,350 ¥12,000 

NR0646-011 シリコーンシート　0.5 ｔ× 500 角 ¥3,300 ¥3,600 

NR0646-012 シリコーンシート　1.0 ｔ× 500 角 ¥3,300 ¥3,800 

NR0646-013 シリコーンシート　1.5 ｔ× 500 角 ¥4,300 ¥4,700 

NR0646-014 シリコーンシート　2.0 ｔ× 500 角 ¥5,500 ¥6,100 

NR0646-015 シリコーンシート　3.0 ｔ× 500 角 ¥7,500 ¥8,300 

NR0646-016 シリコーンシート　4.0 ｔ× 500 角 ¥10,350 ¥10,800 

NR0646-017 シリコーンシート　5.0 ｔ× 500 角 ¥13,000 ¥13,800 

NR0646-018 シリコーンシート　6.0 ｔ× 500 角 ¥15,530 ¥18,000 

NR0646-019 シリコーンシート　8.0 ｔ× 500 角 ¥20,700 ¥21,000 

NR0646-020 シリコーンシート　10.0 ｔ× 500 角 ¥24,380 ¥26,500 

NR0646-021 シリコーンシート　0.5 ｔ× 1000 角 ¥11,960 ¥13,500 

NR0646-022 シリコーンシート　1.0 ｔ× 1000 角 ¥12,000 ¥14,500 
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P164

NR0646-023 シリコーンシート　1.5 ｔ× 1000 角 ¥15,000 ¥17,500 

NR0646-024 シリコーンシート　2.0 ｔ× 1000 角 ¥20,000 ¥23,500 

NR0646-025 シリコーンシート　3.0 ｔ× 1000 角 ¥27,000 ¥31,500 

NR0646-026 シリコーンシート　4.0 ｔ× 1000 角 ¥37,500 ¥42,000 

NR0646-027 シリコーンシート　5.0 ｔ× 1000 角 ¥47,000 ¥52,000 

NR0646-028 シリコーンシート　6.0 ｔ× 1000 角 ¥52,440 ¥60,000 

NR0646-029 シリコーンシート　8.0 ｔ× 1000 角 ¥69,920 ¥80,000 

NR0646-030 シリコーンシート　10.0 ｔ× 1000 角 ¥87,400 ¥100,000 

P165

NR0547-001 チューコーフロー ® ファブリックシート 　
FGF-400-3 ¥7,200 ¥7,600 

NR0547-002 チューコーフロー ®  ファブリックシート 　
FGF-400-4 ¥9,000 ¥9,500 

NR0547-003 チューコーフロー ® ファブリックシート 　
FGF-400-6 ¥11,000 ¥11,600 

NR0547-004 チューコーフロー ®  ファブリックシート 　
FGF-400-8 ¥12,900 ¥13,600 

NR0547-005 チューコーフロー ® ファブリックシート 　
FGF-400-10 ¥19,000 ¥20,000 

NR0547-006 チューコーフロー ® ファブリックシート 　
FGF-400-14 ¥21,000 ¥22,000 

NR0547-007 チューコーフロー ® ファブリックシート 　
FGF-400-22 ¥32,700 ¥34,500 

NR0548-001 チューコーフロー ® ファブリックシート 　
FGF-500-3 ¥9,300 ¥9,800 

NR0548-002 チューコーフロー ® ファブリックシート 　
FGF-500-4 ¥12,200 ¥12,800 

NR0548-003 チューコーフロー ® ファブリックシート 　
FGF-500-6 ¥13,800 ¥14,500 

NR0548-004 チューコーフロー ® ファブリックシート 　
FGF-500-8 ¥16,500 ¥17,400 

NR0548-005 チューコーフロー ® ファブリックシート 　
FGF-500-10 ¥23,000 ¥24,200 

P165
P442

NR0549-001 チューコーフロー ® ファブリック粘着シート　
AGF-400-3 ¥19,000 ¥20,000 

NR0549-002 チューコーフロー ® ファブリック粘着シート　
AGF-500-3 ¥20,000 ¥21,000 

NR0549-003 チューコーフロー ® ファブリック粘着シート　
AGF-500-4 ¥22,000 ¥23,200 

NR0549-004 チューコーフロー ® ファブリック粘着シート　
AGF-400-6 ¥25,800 ¥27,200 

NR0549-005 チューコーフロー ® ファブリック粘着シート　
AGF-500-6 ¥26,800 ¥28,200 

NR0549-006 チューコーフロー ® ファブリック粘着シート　
AGF-400-10 ¥33,000 ¥34,800 

NR0549-007 チューコーフロー ® ファブリック粘着シート　
AGF-500-10 ¥39,000 ¥41,000 

P166
P443

NR5054-001 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）　AGB-500-6 ¥37,500 ¥39,500 

NR5054-002 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）　AGB ｰ 500 ｰ 3 ¥24,000 ¥25,500 

P167
P443 NR5011-003 CTT ファブリックシート（粘着シート）　

500 角
販売終了

（代替あり NR5011-005、006）
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P167
P443

NR5011-004 CTT ファブリックシート（粘着シート）　
1000 角 販売終了

NR5011-005 CTT ファブリックシート（粘着シート）　
500 角　※ NR5011-003 の後継品 ¥26,000 

NR5011-006 CTT ファブリックシート（粘着シート）　
250 角 ※ NR5011-003 の後継品（サイズ違い） ¥6,500 

P168
P271

NR1133-001 トミーファイレック　PA-5LH ¥23,000 ¥26,000 

NR1133-002 トミーファイレック　PA-10LH ¥42,000 ¥46,000 

P170
P268

NR0521-003
PFA メッシュ　100 メッシュ　PFA-174 目開 174 μ 目開 234 μ

NR0521-010

P173
P267

NR0590-022 ナイロンメッシュシート　メッシュ 10　
目開き 2000 μ m　120cm 幅　(/m) ¥9,200 ¥9,700 

NR0591-023 テトロン PET メッシュシート　メッシュ 14　
目開き 1404　107cm 幅　(/m) ¥4,900 ¥6,900 

P188
NR1321-001 PTFE バイアル瓶 25mL ¥8,000 ¥9,200 

NR1321-002 PTFE バイアル瓶 50mL ¥10,000 ¥11,500 

P190

NR0227-001 フッ素樹脂 ネジ蓋付沈澱管 10mL ¥4,450 ¥4,700 

NR0227-002 フッ素樹脂 ネジ蓋付沈澱管 30mL ¥6,350 ¥6,650 

NR0227-003 フッ素樹脂 ネジ蓋付沈澱管 46mL ¥7,600 ¥8,000 

P191

NR1163-001 PTFE 丸底試験管 リム付 8mL ¥2,300 ¥2,700 

NR1163-002 PTFE 丸底試験管 リム付 17mL ¥2,450 ¥2,800 

NR1163-005 PTFE 丸底試験管 リム付 50mL ¥2,500 ¥3,000 

NR1163-003 PTFE 丸底試験管 キャップ付 8mL ¥2,850 ¥3,300 

NR1163-004 PTFE 丸底試験管 キャップ付 17mL ¥3,000 ¥3,600 

NR1163-006 PTFE 丸底試験管 キャップ付 50mL ¥4,800 ¥5,500 

NR1164-001 PTFE スピッツ底試験管 リム付 13mL ¥1,600 ¥2,000 

NR1164-002 PTFE スピッツ底試験管 リム付 18mL ¥2,100 ¥2,500 

NR1164-005 PTFE スピッツ底試験管 リム付 45mL ¥3,500 ¥4,000 

NR1164-003 PTFE スピッツ底試験管 キャップ付 13mL ¥2,700 ¥3,600 

NR1164-004 PTFE スピッツ底試験管 キャップ付 18mL ¥3,000 ¥3,900 

NR1164-006 PTFE スピッツ底試験管 キャップ付 45mL ¥4,800 ¥5,560 

NR0220-005 PTFE 試験管立て TST-827 型 ¥9,800 ¥11,500 

NR0220-006 PTFE 試験管立て TST-1321 型 ¥9,800 ¥11,500 

NR0220-007 PTFE 試験管立て TST-1910 型 ¥9,800 ¥11,500 

NR0220-008 PTFE 試験管立て TST-304 型 ¥9,800 ¥11,500 
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P193

NR1600-001 PTFE 耐熱ビーカー 100mL ¥6,800 ¥7,800 

NR1600-002 PTFE 耐熱ビーカー 250mL ¥8,500 ¥9,800 

NR1600-003 PTFE 耐熱ビーカー 400mL ¥10,500 ¥12,000 

P194

NR0202-001 PTFE 肉厚ビーカー 50mL ¥6,400 ¥8,300 

NR0202-002 PTFE 肉厚ビーカー 100mL ¥8,600 ¥11,200 

NR0202-003 PTFE 肉厚ビーカー 150mL ¥9,300 ¥12,100 

NR0202-004 PTFE 肉厚ビーカー 250mL ¥12,500 ¥16,300 

NR0202-005 PTFE 肉厚ビーカー 500mL ¥15,800 ¥20,600 

NR0202-006 PTFE 肉厚ビーカー 1000mL ¥24,000 ¥31,500 

NR0202-007 PTFE 肉厚ビーカー 1000mL ¥46,000 ¥59,800 

NR0202-008 PTFE 肉厚ビーカー 3000mL ¥83,000 ¥120,000 

NR1673-001 PFA ビーカー (A) 20mL ¥1,050 ¥1,260 

NR1673-002 PFA ビーカー (A) 30mL ¥1,120 ¥1,350 

NR1673-003 PFA ビーカー (A) 50mL ¥1,340 ¥1,600 

NR1673-004 PFA ビーカー (A) 100mL ¥1,830 ¥2,200 

NR1673-005 PFA ビーカー (A) 200mL ¥2,730 ¥3,350 

NR1673-006 PFA ビーカー (A) 300mL ¥3,150 ¥4,000 

NR1673-007 PFA ビーカー (A) 500mL ¥5,370 ¥6,500 

NR1673-008 PFA ビーカー (A) 1000mL ¥14,000 ¥19,200 

P195
NR1690-001 PFA 取手付ビーカー (A) 1L ¥16,000 ¥19,200 

NR1690-002 PFA 取手付ビーカー (A) 2L ¥24,600 ¥29,500 

P196
NR1156-001 フッ素樹脂（PFA）手付ビーカー 1L ¥44,900 ¥46,000 

NR1156-002 フッ素樹脂（PFA）手付ビーカー 3L ¥62,600 ¥64,200 

P197

NR1350-001 PFA ポット 1D 本体 490mL ¥10,000 ¥10,500 

NR1350-002 PFA ポット 2D 本体 720mL ¥12,000 ¥12,500 

NR1350-003 PFA ポット 3D 本体 1000mL ¥15,000 ¥16,000 

NR1350-004 PFA ポット 4D 本体 1500mL ¥21,000 ¥22,000 

NR1350-005 PFA ポット 1D 用フタ φ 100 ¥4,500 ¥4,800 

NR1350-006 PFA ポット 2D 用フタ φ 110 ¥5,500 ¥5,800 

NR1350-007 PFA ポット 3D 用フタ φ 124 ¥5,900 ¥6,200 
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P197 NR1350-008 PFA ポット 4D 用フタ φ 141 ¥7,900 ¥8,300 

P198

NR0241-001 PTFE 時計皿 φ 50 ¥460 ¥700 

NR0241-002 PTFE 時計皿 φ 65 ¥640 ¥800 

NR0241-003 PTFE 時計皿 φ 75 ¥700 ¥900 

NR0241-005 PTFE 時計皿 φ 100 ¥1,100 ¥1,300 

NR0241-006 PTFE 時計皿 φ 125 ¥1,500 ¥1,800 

NR0241-007 PTFE 時計皿 φ 150 ¥2,000 ¥2,800 

NR0241-009 PTFE 時計皿 φ 200 ¥3,800 ¥4,800 

P201

NR1691-001 PTFE 平皿 25mL ¥1,700 ¥2,300 

NR1691-002 PTFE 平皿 50mL ¥1,800 ¥2,600 

NR1691-003 PTFE 平皿 100mL ¥2,500 ¥3,300 

NR1691-004 PTFE 平皿 180mL ¥3,400 ¥4,800 

NR1691-005 PTFE 平皿 350mL ¥5,100 ¥7,000 

NR1037-001 フッ素樹脂（PTFE）　カルチャープレート　Ｕ底 ¥14,000 ¥17,000 

NR1037-002 フッ素樹脂（PTFE）　カルチャープレート　角底 ¥14,000 ¥17,000 

P202
NR0124-001 PTFE るつぼ 5mL ¥1,450 ¥1,700 

NR0124-002 PTFE るつぼ 25mL ¥2,300 ¥2,700 

P203

NR0181-001 PFA 浅型トレー NO.3120 ¥9,600 ¥11,000 

NR1354-001 PFA 小型トレー S ¥3,650 ¥3,900 

NR1354-002 PFA 小型トレー M ¥4,100 ¥4,300 

NR1354-003 PFA 小型トレー L ¥5,900 ¥6,200 

P204

NR1352-001 PFA バット S ¥15,500 ¥16,200 

NR1352-002 PFA バット M ¥22,000 ¥23,000 

NR1352-003 PFA バット L ¥37,300 ¥39,000 

NR1352-004 PFA バット LL ¥43,600 ¥48,000 

P205

NR1351-001 PFA デスコケース C-1 180mL ¥5,900 ¥6,200 

NR1351-002 PFA デスコケース C-2 420mL ¥8,650 ¥9,200 

NR1351-003 PFA デスコケース C-3 670mL ¥12,000 ¥12,600 

NR1351-004 PFA デスコケース C-4 880mL ¥15,500 ¥16,200 

NR1351-005 PFA デスコケース C-5 1300mL ¥20,500 ¥21,500 
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P205

NR1245-001 PFA 角型容器 1.6L ¥25,500 ¥26,800 

NR1245-002 PFA 角型容器 4.3L ¥36,500 ¥38,500 

NR1245-003 PFA 角型容器専用フタ ¥12,000 ¥12,600 

P208 NR0177-004 液面計Ｂ型　1/4 － 1000 １L ¥38,000 ¥48,000 

P210

NR0230-001 フッ素樹脂（PFA）メスシリンダー　5mL ¥10,000 ¥11,000 

NR0230-002 フッ素樹脂（PFA）メスシリンダー　10mL ¥11,500 ¥12,700 

NR0230-004 フッ素樹脂（PFA）メスシリンダー　20mL ¥15,500 ¥17,100 

NR0230-005 フッ素樹脂（PFA）メスシリンダー　30mL ¥17,500 ¥19,300 

NR0230-006 フッ素樹脂（PFA）メスシリンダー　50mL ¥19,000 ¥20,900 

NR0230-007 フッ素樹脂（PFA）メスシリンダー　100mL ¥23,000 ¥25,300 

NR0230-008 フッ素樹脂（PFA）メスシリンダー　200mL ¥28,000 ¥30,800 

NR0230-009 フッ素樹脂（PFA）メスシリンダー　300mL ¥32,000 ¥35,200 

NR0230-010 フッ素樹脂（PFA）メスシリンダー　500mL ¥38,000 ¥41,800 

NR0230-011 フッ素樹脂（PFA）メスシリンダー　1000mL ¥63,000 ¥69,300 

NR6220-001 PFA メスシリンダー　10mL ¥11,600 ¥12,200 

NR6220-002 PFA メスシリンダー　30mL ¥16,800 ¥17,700 

NR6220-003 PFA メスシリンダー　50mL ¥20,000 ¥21,100 

NR6220-004 PFA メスシリンダー　100mL ¥22,100 ¥23,300 

NR6220-005 PFA メスシリンダー　200mL ¥26,300 ¥27,700 

NR6220-006 PFA メスシリンダー　300mL ¥28,400 ¥29,900 

NR6220-007 PFA メスシリンダー　500mL ¥35,700 ¥37,600 

NR6220-008 PFA メスシリンダー　1000mL ¥58,800 ¥61,800 

NR6220-009 PFA メスシリンダー　2000mL ¥81,900 ¥86,100 

P213

NR1048-016 PFA メスフラスコ（クラス A）　10mL ¥14,100 ¥18,740 

NR1048-011 PFA メスフラスコ（クラス A）　25mL ¥14,400 ¥19,290 

NR1048-012 PFA メスフラスコ（クラス A）　50mL ¥14,780 ¥19,750 

NR1048-013 PFA メスフラスコ（クラス A）　100mL ¥17,320 ¥24,510 

NR1048-014 PFA メスフラスコ（クラス A）　250mL ¥25,540 ¥30,610 

NR1048-015 PFA メスフラスコ（クラス A）　500mL ¥29,670 ¥35,200 

P214 NR1159-001 フッ素樹脂丸底フラスコ　100mL ¥12,680 ¥13,930 
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P214

NR1159-002 フッ素樹脂丸底フラスコ　250mL ¥14,820 ¥16,280 

NR1159-003 フッ素樹脂丸底フラスコ　500mL ¥20,350 ¥22,380 

NR1262-001 フッ素樹脂（PFA）トラップ球（エバポレーター用）　
100mL　TS29/32　TS24/40 ¥40,000 ¥42,000 

NR1262-002 フッ素樹脂（PFA）トラップ球（エバポレーター用）　　
100mL　TS29/32　TS29/42 ¥40,000 ¥42,000 

NR1262-003 フッ素樹脂（PFA）トラップ球（エバポレーター用）　　
250mL　TS29/32　TS24/40 ¥44,000 ¥46,000 

NR1262-004 フッ素樹脂（PFA）トラップ球（エバポレーター用）　　
250mL　TS29/32　TS29/42 ¥44,000 ¥46,000 

P215

NR4017-001 PTFE テーパージョイントクランプ TS10 ¥700 ¥820 

NR4017-002 PTFE テーパージョイントクランプ TS12 ¥700 ¥820 

NR4017-003 PTFE テーパージョイントクランプ TS14 ¥800 ¥920 

NR4017-004 PTFE テーパージョイントクランプ TS19 ¥800 ¥940 

NR4017-005 PTFE テーパージョイントクランプ TS24 ¥800 ¥920 

NR4017-006 PTFE テーパージョイントクランプ TS29 ¥900 ¥1,100 

NR4017-007 PTFE テーパージョイントクランプ TS34 ¥900 ¥1,100 

NR4017-008 PTFE テーパージョイントクランプ TS40 ¥980 ¥1,100 

NR4017-009 PTFE テーパージョイントクランプ TS45 ¥1,100 ¥1,300 

P216

NR0207-001 PTFE 三角フラスコ 100mL ¥35,000 ¥54,000 

NR0207-002 PTFE 三角フラスコ 250mL ¥53,000 ¥82,000 

NR0206-002 フッ素樹脂 三角フラスコ 125mL ¥14,000 ¥14,400 

NR0206-003 フッ素樹脂 三角フラスコ 250mL ¥19,300 ¥19,800 

P218

NR0310-001 フッ素樹脂（PTFE）平栓　TS15/35 ¥1,400 ¥1,600 

NR0310-002 フッ素樹脂（PTFE）平栓　TS19/38 ¥1,700 ¥2,100 

NR0310-003 フッ素樹脂（PTFE）平栓　TS24/40 ¥2,300 ¥2,600 

NR0310-004 フッ素樹脂（PTFE）平栓　TS29/42 ¥2,900 ¥3,300 

NR0310-005 フッ素樹脂（PTFE）平栓　TS34/45 ¥3,900 ¥4,700 

NR0310-006 フッ素樹脂（PTFE）平栓　TS40/45 ¥5,300 ¥6,700 

NR0310-007 フッ素樹脂（PTFE）平栓　TS15/25 ¥1,300 ¥1,500 

NR0310-008 フッ素樹脂（PTFE）平栓　TS19/28 ¥1,600 ¥1,800 

NR0310-009 フッ素樹脂（PTFE）平栓　TS24/30 ¥2,100 ¥2,400 

NR0310-010 フッ素樹脂（PTFE）平栓　TS29/32 ¥2,800 ¥3,200 

NR0310-011 フッ素樹脂（PTFE）平栓　TS34/35 ¥3,800 ¥4,500 
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P218

NR0310-012 フッ素樹脂（PTFE）平栓　TS40/40 ¥5,200 ¥6,500 

NR4016-001 PTFE ストッパー 31mm × TS10/19 ¥1,150 ¥1,400 

NR4016-002 PTFE ストッパー 34mm × TS14/23 ¥1,200 ¥1,400 

NR4016-003 PTFE ストッパー 38mm × TS19/26 ¥1,450 ¥1,700 

NR4016-004 PTFE ストッパー 44mm × TS24/29 ¥2,000 ¥2,300 

NR4016-005 PTFE ストッパー 47mm × TS29/32 ¥2,200 ¥2,600 

NR4016-006 PTFE ストッパー 51mm × TS34/35 ¥3,000 ¥3,500 

NR0313-001 フッ素樹脂（PTFE）栓 （ゴム栓型）　１号 ¥800 ¥900 

NR0313-002 フッ素樹脂（PTFE）栓 （ゴム栓型）　２号 ¥950 ¥1,050 

NR0313-003 フッ素樹脂（PTFE）栓 （ゴム栓型）　３号 ¥1,000 ¥1,100 

NR0313-004 フッ素樹脂（PTFE）栓 （ゴム栓型）　４号 ¥1,100 ¥1,250 

NR0313-005 フッ素樹脂（PTFE）栓 （ゴム栓型）　５号 ¥1,400 ¥1,550 

NR0313-006 フッ素樹脂（PTFE）栓 （ゴム栓型）　６号 ¥1,500 ¥1,650 

NR0313-007 フッ素樹脂（PTFE）栓 （ゴム栓型）　７号 ¥1,600 ¥1,800 

NR0313-008 フッ素樹脂（PTFE）栓 （ゴム栓型）　８号 ¥1,900 ¥2,100 

NR0313-009 フッ素樹脂（PTFE）栓 （ゴム栓型）　９号 ¥2,100 ¥2,350 

NR0313-010 フッ素樹脂（PTFE）栓 （ゴム栓型）　10 号 ¥2,500 ¥2,750 

NR0313-011 フッ素樹脂（PTFE）栓 （ゴム栓型）　11 号 ¥3,100 ¥3,450 

NR0313-012 フッ素樹脂（PTFE）栓 （ゴム栓型）　12 号 ¥3,700 ¥4,100 

P219

NR0423-001 PTFE グリスレスシート TS14/23（10 個入） ¥3,300 ¥4,300 

NR0423-002 PTFE グリスレスシート TS19/26 （10 個入） ¥4,000 ¥5,200 

NR0423-003 PTFE グリスレスシート TS24/29 （10 個入） ¥4,500 ¥6,200 

NR0423-004 PTFE グリスレスシート TS29/32（10 個入） ¥6,000 ¥7,800 

NR0423-005 PTFE グリスレスシート TS34/35（10 個入） ¥9,800 ¥14,800 

NR0423-006 PTFE グリスレスシート TS45/40 （10 個入） ¥13,000 ¥17,000 

NR0424-001 PTFE ジョイントスリーブ TS14/23 ¥1,600 ¥2,100 

NR0424-002 PTFE ジョイントスリーブ TS19/26 ¥1,500 ¥2,000 

NR0424-003 PTFE ジョイントスリーブ TS24/29 ¥1,600 ¥2,100 

NR0424-004 PTFE ジョイントスリーブ TS29/32 ¥2,400 ¥3,100 

NR0424-005 PTFE ジョイントスリーブ TS34/35 ¥4,000 ¥5,200 
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P219 NR0424-006 PTFE ジョイントスリーブ TS45/40 ¥5,400 ¥7,000 

P220

NR0139-001 PTFE ロート φ 34 ¥1,980 ¥2,400 

NR0139-002 PTFE ロート φ 54 ¥2,700 ¥3,300 

NR0139-003 PTFE ロート φ 82 ¥4,300 ¥5,100 

NR0139-004 PTFE ロート φ 104 ¥8,600 ¥10,400 

NR0139-005 PTFE ロート φ 158 ¥17,000 ¥19,600 

P223

NR0430-001 オールフッ素樹脂スキープ型分液ロート 
125mL ¥18,100 ¥18,600 

NR0430-002 オールフッ素樹脂スキープ型分液ロート 
250mL ¥19,800 ¥20,300 

NR0430-003 オールフッ素樹脂スキープ型分液ロート 
500mL ¥29,400 ¥30,100 

NR0430-004 オールフッ素樹脂スキープ型分液ロート 
1000mL ¥34,300 ¥35,200 

NR0430-005 オールフッ素樹脂スキープ型分液ロート 
2000mL ¥53,500 ¥54,800 

P224

NR1151-001 ビッグボーイ細口　100mL ¥1,780 ¥2,000 

NR1151-002 ビッグボーイ細口　250mL ¥2,500 ¥2,800 

NR1151-003 ビッグボーイ細口　500mL ¥3,900 ¥4,300 

NR1151-004 ビッグボーイ細口　1000mL ¥8,200 ¥9,200 

P227

NR1152-001 ビッグボーイ広口　100mL ¥2,800 ¥3,200 

NR1152-002 ビッグボーイ広口　250mL ¥4,100 ¥4,600 

NR1152-003 ビッグボーイ広口　500mL ¥5,600 ¥6,300 

NR1152-004 ビッグボーイ広口　1000mL ¥9,000 ¥9,900 

P228

NR0157-001 PTFE 広口ボトル 10mL ¥5,000 ¥6,500 

NR0157-002 PTFE 広口ボトル 25mL ¥8,400 ¥11,000 

NR0157-003 PTFE 広口ボトル 50mL ¥13,600 ¥17,700 

NR0157-004 PTFE 広口ボトル 100mL ¥11,800 ¥15,500 

NR0157-005 PTFE 広口ボトル 250mL ¥29,500 ¥38,500 

NR0157-006 PTFE 広口ボトル 500mL ¥53,000 ¥69,000 

NR0157-007 PTFE 広口ボトル 1000mL ¥93,000 ¥121,000 

NR1314-001 PTFE 広口密閉ボトル 1mL ¥2,000 ¥2,400 

NR1314-003 PTFE 広口密閉ボトル 5mL ¥2,200 ¥2,800 

NR1314-004 PTFE 広口密閉ボトル 10mL ¥3,000 ¥3,800 

NR1314-005 PTFE 広口密閉ボトル 25mL ¥3,700 ¥4,700 
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P228

NR1314-006 PTFE 広口密閉ボトル 50mL ¥4,100 ¥5,200 

NR1314-007 PTFE 広口密閉ボトル 100mL ¥5,800 ¥7,500 

NR1314-008 PTFE 広口密閉ボトル 150mL ¥6,300 ¥8,200 

NR1314-009 PTFE 広口密閉ボトル 250mL ¥9,000 ¥11,700 

NR1314-010 PTFE 広口密閉ボトル 500mL ¥12,500 ¥14,500 

NR1314-011 PTFE 広口密閉ボトル 1000mL ¥19,500 ¥22,500 

NR1314-012 PTFE 広口密閉ボトル 2000mL ¥36,500 ¥42,000 

NR0192-001 フッ素樹脂（FEP）広口試薬瓶 125mL ¥12,400 ¥14,300 

NR0192-002 フッ素樹脂（FEP）広口試薬瓶 250mL ¥18,800 ¥21,700 

NR0192-003 フッ素樹脂（FEP）広口試薬瓶 500mL ¥23,400 ¥27,000 

NR0192-004 フッ素樹脂（FEP）広口試薬瓶 1000mL ¥33,600 ¥38,700 

NR1424-001 フッ素加工広口試薬瓶 125mL ¥6,700 ¥6,900 

NR1424-002 フッ素加工広口試薬瓶 250mL ¥9,800 ¥10,100 

NR1424-003 フッ素加工広口試薬瓶 500mL ¥13,100 ¥13,400 

NR1424-004 フッ素加工広口試薬瓶 1000mL ¥12,000 ¥12,300 

P229

NR1247-001 ビッグボーイ角型広口瓶　100mL ¥2,800 ¥3,100 

NR1247-002 ビッグボーイ角型広口瓶　250mL ¥4,400 ¥5,000 

NR1247-003 ビッグボーイ角型広口瓶　500mL ¥5,900 ¥6,700 

NR1247-004 ビッグボーイ角型広口瓶　1000mL ¥9,400 ¥10,500 

NR1426-001 フッ素加工大型瓶 10L ¥15,100 ¥17,400 

NR1426-002 フッ素加工大型瓶 20L ¥20,300 ¥23,400 

NR1425-001 フッ素加工活栓付角型大型瓶 9L ¥31,700 ¥33,300 

NR1425-002 フッ素加工活栓付角型大型瓶 20L ¥38,300 ¥40,200 

P233
P355

NR1601-001 PTFE ジャー 15mL ¥3,300 ¥3,800 

NR1601-002 PTFE ジャー 30mL ¥4,300 ¥5,000 

NR1601-003 PTFE ジャー 60mL ¥5,500 ¥6,300 

NR1601-004 PTFE ジャー 120mL ¥7,100 ¥8,200 

NR1601-005 PTFE ジャー 240mL ¥8,600 ¥10,700 

NR1601-006 PTFE ジャー 360mL ¥1,200 ¥15,500 

NR1601-007 PTFE ジャー 480mL ¥13,500 ¥17,300 
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P233
P355

NR1601-008 PTFE ジャー 1000mL ¥21,500 ¥28,000 

NR1601-009 PTFE ジャー 2200mL ¥43,000 ¥53,000 

P244
NR1355-001 PFA 水切りカゴ＆容器 本体 9.35L ¥73,000 ¥76,500 

NR1355-002 PFA 水切りカゴ＆容器 バスケット ¥55,000 ¥58,000 

P274

NR0451-001 NRK 分析用定量濾紙 № 704 φ 8　50 入 ¥1,000 ¥1,200 

NR0451-002 NRK 分析用定量濾紙 № 704 φ 21　50 入 ¥1,300 ¥1,450 

NR0451-003 NRK 分析用定量濾紙 № 704 φ 40　50 入 ¥2,000 ¥2,300 

NR0451-004 NRK 分析用定量濾紙 № 704 φ 55　50 入 販売終了

NR0451-005 NRK 分析用定量濾紙 № 704 φ 60　50 入 ¥2,400 ¥2,700 

NR0451-006 NRK 分析用定量濾紙 № 704 φ 70　50 入 販売終了

NR0451-007 NRK 分析用定量濾紙 № 704 φ 95　50 入 ¥4,200 ¥4,700 

NR0451-008 NRK 分析用定量濾紙 № 704 φ 150　50 入 ¥4,400 ¥5,000 

NR0451-009 NRK 分析用定量濾紙 № 707 φ 8　50 入 ¥1,000 ¥1,200 

NR0451-010 NRK 分析用定量濾紙 № 707 φ 21　50 入 ¥1,300 ¥1,450 

NR0451-011 NRK 分析用定量濾紙 № 707 φ 40　50 入 ¥2,000 ¥2,300 

NR0451-012 NRK 分析用定量濾紙 № 707 φ 55　50 入 販売終了

NR0451-013 NRK 分析用定量濾紙 № 707 φ 60　50 入 ¥2,400 ¥2,700 

NR0451-014 NRK 分析用定量濾紙 № 707 φ 70　50 入 販売終了

NR0451-015 NRK 分析用定量濾紙 № 707 φ 95　50 入 ¥4,200 ¥4,700 

NR0451-016 NRK 分析用定量濾紙 № 707 φ 150　50 入 ¥4,400 ¥5,000 

NR0451-017 NRK 分析用定量濾紙 № 5A φ 8　50 入 ¥1,000 ¥1,200 

NR0451-018 NRK 分析用定量濾紙 № 5A φ 21　50 入 ¥1,300 ¥1,450 

NR0451-019 NRK 分析用定量濾紙 № 5A φ 40　50 入 ¥2,000 ¥2,300 

NR0451-020 NRK 分析用定量濾紙 № 5A φ 55　50 入 販売終了

NR0451-021 NRK 分析用定量濾紙 № 5A φ 60　50 入 ¥2,400 ¥2,700 

NR0451-022 NRK 分析用定量濾紙 № 5A φ 70　50 入 販売終了

NR0451-023 NRK 分析用定量濾紙 № 5A φ 95　50 入 ¥4,200 ¥4,700 

NR0451-024 NRK 分析用定量濾紙 № 5A φ 150　50 入 ¥4,400 ¥5,000 

NR0451-025 NRK 分析用定量濾紙 № 5B φ 8　50 入 ¥1,000 ¥1,200 

NR0451-026 NRK 分析用定量濾紙 № 5B φ 21　50 入 ¥1,300 ¥1,450 
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P274

NR0451-027 NRK 分析用定量濾紙 № 5B φ 40　50 入 ¥2,000 ¥2,300 

NR0451-028 NRK 分析用定量濾紙 № 5B φ 55　50 入 販売終了

NR0451-029 NRK 分析用定量濾紙 № 5B φ 60　50 入 ¥2,400 ¥2,700 

NR0451-030 NRK 分析用定量濾紙 № 5B φ 70　50 入 販売終了

NR0451-031 NRK 分析用定量濾紙 № 5B φ 95　50 入 ¥4,200 ¥4,700 

NR0451-032 NRK 分析用定量濾紙 № 5B φ 150　50 入 ¥4,400 ¥5,000 

NR0451-033 NRK 分析用定量濾紙 № 5C φ 8　50 入 ¥1,000 ¥1,200 

NR0451-034 NRK 分析用定量濾紙 № 5C φ 21　50 入 ¥1,300 ¥1,450 

NR0451-035 NRK 分析用定量濾紙 № 5C φ 40　50 入 ¥2,000 ¥2,300 

NR0451-036 NRK 分析用定量濾紙 № 5C φ 55　50 入 販売終了

NR0451-037 NRK 分析用定量濾紙 № 5C φ 60　50 入 ¥2,400 ¥2,700 

NR0451-038 NRK 分析用定量濾紙 № 5C φ 70　50 入 販売終了

NR0451-039 NRK 分析用定量濾紙 № 5C φ 95　50 入 ¥4,200 ¥4,700 

NR0451-040 NRK 分析用定量濾紙 № 5C φ 150　50 入 ¥4,400 ¥5,000 

NR0451-041 NRK 分析用定量濾紙 № 3 φ 8　50 入 ¥1,000 ¥1,200 

NR0451-042 NRK 分析用定量濾紙 № 3 φ 21　50 入 ¥1,300 ¥1,450 

NR0451-043 NRK 分析用定量濾紙 № 3 φ 40　50 入 ¥2,000 ¥2,300 

NR0451-044 NRK 分析用定量濾紙 № 3 φ 55　50 入 販売終了

NR0451-045 NRK 分析用定量濾紙 № 3 φ 60　50 入 ¥2,400 ¥2,700 

NR0451-046 NRK 分析用定量濾紙 № 3 φ 70　50 入 販売終了

NR0451-047 NRK 分析用定量濾紙 № 3 φ 95　50 入 ¥4,200 ¥4,700 

NR0451-048 NRK 分析用定量濾紙 № 3 φ 150　50 入 ¥4,400 ¥5,000 

NR0451-049 NRK 分析用定量濾紙 № 6 φ 8　50 入 ¥1,000 ¥1,200 

NR0451-050 NRK 分析用定量濾紙 № 6 φ 21　50 入 ¥1,300 ¥1,450 

NR0451-051 NRK 分析用定量濾紙 № 6 φ 40　50 入 ¥2,000 ¥2,300 

NR0451-052 NRK 分析用定量濾紙 № 6 φ 55　50 入 販売終了

NR0451-053 NRK 分析用定量濾紙 № 6 φ 60　50 入 ¥2,400 ¥2,700 

NR0451-054 NRK 分析用定量濾紙 № 6 φ 70　50 入 販売終了

NR0451-055 NRK 分析用定量濾紙 № 6 φ 95　50 入 ¥4,200 ¥4,700 

NR0451-056 NRK 分析用定量濾紙 № 6 φ 150　50 入 ¥4,400 ¥5,000 



▶

– 22/42 –

ページ NR コード 品　名 誤 正 旧価格 新価格

P274

NR0451-057 NRK 分析用定量濾紙 GF-2 φ 21　30 枚入 ¥2,100 ¥2,400 

NR0451-058 NRK 分析用定量濾紙 GF-2 φ 25　30 枚入 ¥2,400 ¥2,800 

NR0451-059 NRK 分析用定量濾紙 GF-2 φ 40　30 枚入 ¥4,300 ¥5,000 

NR0451-060 NRK 分析用定量濾紙 GF-2 φ 47　30 枚入 ¥4,600 ¥5,300 

NR0451-061 NRK 分析用定量濾紙 GF-2 φ 55　30 枚入 ¥4,800 ¥5,700 

NR0451-062 NRK 分析用定量濾紙 GF-2 φ 60　30 枚入 ¥6,100 ¥7,000 

NR0451-063 NRK 分析用定量濾紙 GF-2 φ 70　30 枚入 ¥7,600 ¥8,800 

NR0451-064 NRK 分析用定量濾紙 GF-2 φ 95　30 枚入 ¥9,200 ¥10,600 

NR0451-065 NRK 分析用定量濾紙 GF-2 φ 150　30 枚入 ¥12,000 ¥13,800 

NR0451-066 NRK 分析用定量濾紙 GF-3 φ 21　20 枚入 ¥2,100 ¥2,400 

NR0451-067 NRK 分析用定量濾紙 GF-3 φ 25　20 枚入 ¥2,400 ¥2,800 

NR0451-068 NRK 分析用定量濾紙 GF-3 φ 40　20 枚入 ¥3,700 ¥4,300 

NR0451-069 NRK 分析用定量濾紙 GF-3 φ 47　20 枚入 ¥3,700 ¥4,500 

NR0451-070 NRK 分析用定量濾紙 GF-3 φ 55　20 枚入 ¥4,100 ¥4,800 

NR0451-071 NRK 分析用定量濾紙 GF-3 φ 60　20 枚入 ¥5,000 ¥5,800 

NR0451-072 NRK 分析用定量濾紙 GF-3 φ 70　20 枚入 ¥6,100 ¥7,100 

NR0451-073 NRK 分析用定量濾紙 GF-3 φ 95　20 枚入 ¥7,500 ¥8,700 

NR0451-074 NRK 分析用定量濾紙 GF-3 φ 150　20 枚入 ¥7,600 ¥8,800 

NR0451-075 NRK 分析用定量濾紙 GF-5 φ 47　20 枚入 ¥7,300 ¥8,400 

NR0451-076 NRK 分析用定量濾紙 GF-5 φ 55　20 枚入 ¥8,000 ¥9,200 

NR0451-077 NRK 分析用定量濾紙 GF-5 φ 70　20 枚入 ¥11,000 ¥12,700 

NR0451-078 NRK 分析用定量濾紙 GF-5 φ 95　20 枚入 ¥12,000 ¥13,800 

NR0451-079 NRK 分析用定量濾紙 GF-5 φ 150　20 枚入 ¥14,500 ¥16,700 

P283

NR0150-001 フッ素樹脂　加圧式フィルターホルダー　
100mL ¥82,000 ¥90,200 

NR0150-002 フッ素樹脂　加圧式フィルターホルダー　
200mL ¥95,000 ¥104,500 

NR0150-003 フッ素樹脂　加圧式フィルターホルダー　
300mL ¥125,000 ¥137,500 

NR0150-004 フッ素樹脂　加圧式フィルターホルダー　
500mL ¥156,000 ¥171,600 

NR0150-005 フッ素樹脂　加圧式フィルターホルダー　
1000mL ¥187,000 ¥205,700 

NR0150-006 フッ素樹脂　加圧式フィルターホルダー　
2000mL ¥226,000 ¥248,600 

NR0151-001 フッ素樹脂　加圧式上下横型フィルターホルダー　
100mL ¥89,000 ¥97,900 



▶

– 23/42 –

ページ NR コード 品　名 誤 正 旧価格 新価格

P283

NR0151-002 フッ素樹脂　加圧式上下横型フィルターホルダー　
200mL ¥100,000 ¥110,000 

NR0151-003 フッ素樹脂　加圧式上下横型フィルターホルダー　
300mL ¥132,000 ¥145,200 

NR0151-004 フッ素樹脂　加圧式上下横型フィルターホルダー　
500mL ¥163,000 ¥179,300 

NR0151-005 フッ素樹脂　加圧式上下横型フィルターホルダー　
1000mL ¥199,000 ¥218,900 

NR0151-006 フッ素樹脂　加圧式上下横型フィルターホルダー　
2000mL ¥240,000 ¥264,000 

NR0152-001 フッ素樹脂　加圧式二連型フィルターホルダー　
300mL ¥132,000 ¥145,200 

NR0152-002 フッ素樹脂　加圧式二連型フィルターホルダー　
500mL ¥163,000 ¥179,300 

NR0152-003 フッ素樹脂　加圧式二連型フィルターホルダー　
1000mL ¥187,000 ¥205,700 

NR0152-004 フッ素樹脂　加圧式二連型フィルターホルダー　
2000mL ¥234,000 ¥257,400 

NR0152-005 フッ素樹脂　加圧式二連型フィルターホルダー　
3000mL ¥249,000 ¥273,900 

P284

NR0153-001 フッ素樹脂　加圧式フィルターホルダーＡ型　
300mL ¥130,000 ¥143,000 

NR0153-002 フッ素樹脂　加圧式フィルターホルダーＡ型　
500mL ¥163,000 ¥179,300 

NR0153-003 フッ素樹脂　加圧式フィルターホルダーＡ型　
1000mL ¥187,000 ¥205,700 

NR0153-004 フッ素樹脂　加圧式フィルターホルダーＡ型　
2000mL ¥234,000 ¥257,400 

NR0153-005 フッ素樹脂　加圧式フィルターホルダーＡ型　
3000mL ¥249,000 ¥273,900 

NR0154-001 フッ素樹脂　加圧式フィルターホルダー B 型　
300mL ¥148,000 ¥162,800 

NR0154-002 フッ素樹脂　加圧式フィルターホルダー B 型　
500mL ¥179,000 ¥196,900 

NR0154-003 フッ素樹脂　加圧式フィルターホルダー B 型　
1000mL ¥196,000 ¥215,600 

NR0154-004 フッ素樹脂　加圧式フィルターホルダー B 型　
2000mL ¥243,000 ¥267,300 

NR0154-005 フッ素樹脂　加圧式フィルターホルダー B 型　
3000mL ¥265,000 ¥291,500 

NR0155-001 フッ素樹脂　加圧式フィルターホルダー C 型　
300mL ¥152,000 ¥167,200 

NR0155-002 フッ素樹脂　加圧式フィルターホルダー C 型　
500mL ¥184,000 ¥202,400 

NR0155-003 フッ素樹脂　加圧式フィルターホルダー C 型　
1000mL ¥202,000 ¥222,200 

NR0155-004 フッ素樹脂　加圧式フィルターホルダー C 型　
2000mL ¥249,000 ¥273,900 

NR0155-005 フッ素樹脂　加圧式フィルターホルダー C 型　
3000mL ¥270,000 ¥297,000 

P285

NR1253-001 フッ素樹脂 真空フィルター A (PFA+PTFE) 
100mL ¥110,000 ¥143,000 

NR1253-002 フッ素樹脂 真空フィルター A (PFA+PTFE) 
250mL ¥115,000 ¥150,000 

NR1253-003 フッ素樹脂 真空フィルター A (PFA+PTFE) 
500mL ¥120,000 ¥156,000 

NR1254-001 フッ素樹脂 真空フィルター B (PFA+PTFE) 
240mL ¥235,000 ¥305,000 

NR1254-002 フッ素樹脂 真空フィルター B (PFA+PTFE) 
500mL ¥295,000 ¥384,000 
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P288

NR3035-001 フッ素樹脂（PTFE）強力攪拌子楕円型 
φ 6 × 10mm ¥460 ¥520 

NR3035-002 フッ素樹脂（PTFE）強力攪拌子楕円型 
φ 10 × 15mm ¥700 ¥780 

NR3035-003 フッ素樹脂（PTFE）強力攪拌子楕円型 
φ 14 × 25mm ¥860 ¥1,040 

NR3035-004 フッ素樹脂（PTFE）強力攪拌子楕円型 
φ 24 × 50mm ¥2,200 ¥2,500 

NR3035-005 フッ素樹脂（PTFE）強力攪拌子楕円型 
φ 28 × 70mm ¥4,400 ¥5,400 

NR3030-005 フッ素樹脂（PTFE）強力攪拌子オーバル型
φ 5 × 10mm ¥300 ¥360 

NR3030-001 フッ素樹脂（PTFE）強力攪拌子オーバル型
φ 6 × 15mm ¥380 ¥500 

NR3030-006 フッ素樹脂（PTFE）強力攪拌子オーバル型
φ 10 × 20mm ¥690 ¥760 

NR3030-002 フッ素樹脂（PTFE）強力攪拌子オーバル型
φ 12 × 25mm ¥780 ¥980 

NR3030-003 フッ素樹脂（PTFE）強力攪拌子オーバル型
φ 16 × 35mm ¥980 ¥1,100 

NR3030-004 フッ素樹脂（PTFE）強力攪拌子オーバル型
φ 20 × 50mm ¥2,300 ¥2,600 

NR3031-001 フッ素樹脂（PTFE）強力攪拌子オクタゴン型
φ 3 × 13mm ¥380 ¥480 

NR3031-002 フッ素樹脂（PTFE）強力攪拌子オクタゴン型
φ 8 × 15mm ¥500 ¥560 

NR3031-003 フッ素樹脂（PTFE）強力攪拌子オクタゴン型
φ 8 × 25mm ¥630 ¥740 

NR3031-004 フッ素樹脂（PTFE）強力攪拌子オクタゴン型
φ 8 × 38mm ¥650 ¥740 

NR3031-005 フッ素樹脂（PTFE）強力攪拌子オクタゴン型
φ 8 × 51mm ¥840 ¥940 

NR3031-006 フッ素樹脂（PTFE）強力攪拌子オクタゴン型
φ 8 × 64mm ¥900 ¥1,000 

NR3032-001 フッ素樹脂（PTFE）強力撹拌子シリンダー型
φ 3 × 8mm ¥330 ¥400 

NR3032-002 フッ素樹脂（PTFE）強力撹拌子シリンダー型
φ 4.5 × 12mm ¥400 ¥500 

NR3032-005 フッ素樹脂（PTFE）強力撹拌子シリンダー型
φ 6 × 20mm ¥500 ¥560 

NR3032-003 フッ素樹脂（PTFE）強力撹拌子シリンダー型
φ 6 × 25mm ¥650 ¥720 

NR3032-006 フッ素樹脂（PTFE）強力撹拌子シリンダー型
φ 6 × 30mm ¥700 ¥780 

NR3032-004 フッ素樹脂（PTFE）強力撹拌子シリンダー型
φ 8 × 40mm ¥830 ¥920 

NR3032-007 フッ素樹脂（PTFE）強力撹拌子シリンダー型
φ 8 × 50mm ¥900 ¥1,060 

P289

NR3013-001 フッ素樹脂（PTFE）撹拌子ジャイアント型
GF-57 ¥4,100 ¥4,500 

NR3013-002 フッ素樹脂（PTFE）撹拌子ジャイアント型
GF-108 ¥5,300 ¥6,400 

NR3013-003 フッ素樹脂（PTFE）撹拌子ジャイアント型
GF-159 ¥8,300 ¥9,100 

NR3013-004 フッ素樹脂（PTFE）撹拌子ジャイアント型
GFR-57 ¥27,000 ¥40,000 

NR3013-005 フッ素樹脂（PTFE）撹拌子ジャイアント型
GFR-108 ¥29,000 ¥43,000 

NR3013-006 フッ素樹脂（PTFE）撹拌子ジャイアント型
GFR-159 ¥33,000 ¥49,000 
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P290

NR3012-001 フッ素樹脂（PTFE）撹拌子セル用 CE-9
φ 9 × 8mm ¥240 ¥300 

NR0352-001 フッ素樹脂（PTFE）撹拌子マイクロ型 M-2 ¥230 ¥260 

NR0352-002 フッ素樹脂（PTFE）撹拌子マイクロ型 M-3 ¥250 ¥280 

NR0352-003 フッ素樹脂（PTFE）撹拌子マイクロ型 M-5 ¥250 ¥280 

NR0352-004 フッ素樹脂（PTFE）撹拌子マイクロ型 M-6 ¥430 ¥280 

NR0352-005 フッ素樹脂（PTFE）撹拌子マイクロ型 M-7 ¥260 ¥300 

NR0352-006 フッ素樹脂（PTFE）撹拌子マイクロ型 M-8 ¥260 ¥300 

NR0352-007 フッ素樹脂（PTFE）撹拌子マイクロ型 M-10 ¥280 ¥300 

NR0352-008 フッ素樹脂（PTFE）撹拌子マイクロ型 M-15 ¥380 ¥420 

NR0361-001 フッ素樹脂（PTFE）ミクロ撹拌子
0.3mL･1mL バイアル用 V-1 ¥900 ¥990 

NR0361-002 フッ素樹脂（PTFE）ミクロ撹拌子
3mL･5mL バイアル用 V-2 ¥900 ¥990 

NR0361-003 フッ素樹脂（PTFE）ミクロ撹拌子
内径φ 16 用 V-3 ¥950 ¥1,050 

NR0361-004 フッ素樹脂（PTFE）ミクロ撹拌子
円錐型遠沈管用 V-4 ¥950 ¥1,050 

NR3018-001 フッ素樹脂（PTFE）撹拌子球型 ET-12 φ 12 ¥400 ¥460 

P291

NR3005-001 フッ素樹脂（PTFE）VP ｻｰﾋﾞｽ撹拌子 VP1910 
10 個入 ¥1,500 ¥2,000 

NR3005-002 フッ素樹脂（PTFE）VP ｻｰﾋﾞｽ撹拌子 VP1915 
10 個入 ¥1,500 ¥2,000 

NR3005-003 フッ素樹脂（PTFE）VP ｻｰﾋﾞｽ撹拌子 VP1920 
10 個入 ¥1,800 ¥2,200 

NR3005-004 フッ素樹脂（PTFE）VP ｻｰﾋﾞｽ撹拌子 VP1925 
10 個入 ¥2,200 ¥2,400 

NR3005-005 フッ素樹脂（PTFE）VP ｻｰﾋﾞｽ撹拌子 VP1930 
10 個入 ¥2,400 ¥2,800 

NR3005-006 フッ素樹脂（PTFE）VP ｻｰﾋﾞｽ撹拌子 VP1935 
10 個入 ¥2,800 ¥3,200 

NR3005-007 フッ素樹脂（PTFE）VP ｻｰﾋﾞｽ撹拌子 VP1940 
10 個入 ¥3,000 ¥3,400 

P293

NR3007-001 フッ素樹脂（PTFE）撹拌子オーバル型 FO-10 ¥300 ¥350 

NR3007-002 フッ素樹脂（PTFE）撹拌子オーバル型 FO-15 ¥300 ¥350 

NR3007-003 フッ素樹脂（PTFE）撹拌子オーバル型 FO-20 ¥300 ¥350 

NR3007-004 フッ素樹脂（PTFE）撹拌子オーバル型 FO-25 ¥400 ¥450 

NR3007-005 フッ素樹脂（PTFE）撹拌子オーバル型 FO-30 ¥500 ¥550 

NR3007-006 フッ素樹脂（PTFE）撹拌子オーバル型 FO-35 ¥650 ¥750 

NR3007-007 フッ素樹脂（PTFE）撹拌子オーバル型 FO-40 ¥800 ¥950 

NR3007-008 フッ素樹脂（PTFE）撹拌子オーバル型 FO-50 ¥1,200 ¥1,450 

NR3007-009 フッ素樹脂（PTFE）撹拌子オーバル型 FO-64 ¥1,700 ¥1,950 



▶

– 26/42 –

ページ NR コード 品　名 誤 正 旧価格 新価格

P293

NR3007-010 フッ素樹脂（PTFE）撹拌子オーバル型 FO-70 ¥1,750 ¥2,100 

NR3014-001 フッ素樹脂（PTFE）撹拌子トライアングル型 
TR-1 ¥200 ¥230 

NR3014-002 フッ素樹脂（PTFE）撹拌子トライアングル型 
TR-2 ¥280 ¥300 

NR3014-003 フッ素樹脂（PTFE）撹拌子トライアングル型 
TR-3 ¥410 ¥450 

NR3014-004 フッ素樹脂（PTFE）撹拌子トライアングル型 
TR-4 ¥380 ¥425 

NR3014-005 フッ素樹脂（PTFE）撹拌子トライアングル型 
TR-5 ¥450 ¥500 

NR3014-006 フッ素樹脂（PTFE）撹拌子トライアングル型 
TR-6 ¥530 ¥590 

NR3014-007 フッ素樹脂（PTFE）撹拌子トライアングル型 
TR-7 ¥630 ¥700 

NR3014-008 フッ素樹脂（PTFE）撹拌子トライアングル型 
TR-8 ¥900 ¥1,050 

P294

NR3009-001 フッ素樹脂（PTFE）撹拌子片面十字型 SG-10 ¥250 ¥300 

NR3009-002 フッ素樹脂（PTFE）撹拌子片面十字型 SG-14 ¥270 ¥330 

NR3009-003 フッ素樹脂（PTFE）撹拌子片面十字型 SG-17 ¥340 ¥380 

NR3009-004 フッ素樹脂（PTFE）撹拌子片面十字型 SG-25 ¥530 ¥600 

NR3009-005 フッ素樹脂（PTFE）撹拌子片面十字型 SG-40 ¥1,350 ¥1,500 

NR3009-006 フッ素樹脂（PTFE）撹拌子片面十字型 SG-60 ¥2,100 ¥2,300 

NR3010-001 フッ素樹脂（PTFE）撹拌子両面十字型 D-10 ¥250 ¥300 

NR3010-002 フッ素樹脂（PTFE）撹拌子両面十字型 D-14 ¥270 ¥350 

NR3010-003 フッ素樹脂（PTFE）撹拌子両面十字型 D-17 ¥300 ¥380 

NR3010-004 フッ素樹脂（PTFE）撹拌子両面十字型 D-22 ¥400 ¥500 

NR3010-005 フッ素樹脂（PTFE）撹拌子両面十字型 D-30 ¥580 ¥650 

NR3010-007 フッ素樹脂（PTFE）撹拌子両面十字型 D-40 ¥930 ¥1,000 

NR3010-008 フッ素樹脂（PTFE）撹拌子両面十字型 D-60 ¥1,700 ¥2,050 

NR3016-001 フッ素樹脂（PTFE）撹拌子ﾃﾞｨｽｸ型 DS-9 ¥280 ¥300 

NR3016-002 フッ素樹脂（PTFE）撹拌子ﾃﾞｨｽｸ型 DS-20 ¥390 ¥425 

NR3016-003 フッ素樹脂（PTFE）撹拌子ﾃﾞｨｽｸ型 DS-30 ¥550 ¥650 

NR3015-001 フッ素樹脂（PTFE）撹拌子クロス十字型
GH-10 ¥300 ¥330 

NR3015-002 フッ素樹脂（PTFE）撹拌子クロス十字型
GH-19 ¥400 ¥450 

NR3015-003 フッ素樹脂（PTFE）撹拌子クロス十字型
GH-25 ¥450 ¥500 

NR3015-004 フッ素樹脂（PTFE）撹拌子クロス十字型
GH-32 ¥500 ¥550 

NR3015-005 フッ素樹脂（PTFE）撹拌子クロス十字型
GH-38 ¥600 ¥650 
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P294

NR3011-001 フッ素樹脂（PTFE）撹拌子ハブ型 GW-45 ¥2,400 ¥2,700 

NR3011-002 フッ素樹脂（PTFE）撹拌子ハブ型 GW-62 ¥2,500 ¥3,000 

NR3011-003 フッ素樹脂（PTFE）撹拌子ハブ型 GW-70 ¥2,800 ¥3,400 

P295

NR3020-001 フッ素樹脂（PTFE）撹拌子スクエアー型
SQ-12 ¥120 ¥150 

NR3020-002 フッ素樹脂（PTFE）撹拌子スクエアー型
SQ-25 ¥170 ¥215 

NR3020-003 フッ素樹脂（PTFE）撹拌子スクエアー型
SQ-35 ¥210 ¥245 

NR3020-004 フッ素樹脂（PTFE）撹拌子スクエアー型
SQ-50 ¥300 ¥325 

NR0353-001 フッ素樹脂（PTFE）撹拌子バーベル型 BA-35 ¥1,050 ¥1,300 

NR0353-002 フッ素樹脂（PTFE）撹拌子バーベル型 BA-55 ¥1,250 ¥1,700 

P296

NR0250-001 フッ素樹脂（PTFE）マグネット撹拌装置　
TS24/40 モデルチェンジの為

在庫限りで販売終了
NR0250-002 フッ素樹脂（PTFE）マグネット撹拌装置　

TS29/42

NR0250-101 フッ素樹脂（PTFE）マグネット撹拌装置　
TS24/40

NR0250-001 の
モデルチェンジ品 ¥62,000 

NR0250-102 フッ素樹脂（PTFE）マグネット撹拌装置　
TS29/42

NR0250-002 の
モデルチェンジ品 ¥62,000 

NR2001-001 フッ素樹脂特殊充填材入 マグネット撹拌装置　
TS24/40 モデルチェンジの為

在庫限りで販売終了
NR2001-002 フッ素樹脂特殊充填材入 マグネット撹拌装置　

TS29/42

NR2001-101 フッ素樹脂特殊充填材入 マグネット撹拌装置　
TS24/40

NR2001-001 の
モデルチェンジ品 ¥130,000 

NR2001-102 フッ素樹脂特殊充填材入 マグネット撹拌装置　
TS29/42

NR2001-002 の
モデルチェンジ品 ¥130,000 

P297

NR2031-001 フッ素樹脂撹拌シール（ユニバーサルスターラーガイド）
φ 10 TS24/40 ¥36,000 ¥46,000 

NR2031-002 フッ素樹脂撹拌シール（ユニバーサルスターラーガイド）
φ 10 TS29/42 ¥36,000 ¥46,000 

NR2031-003 フッ素樹脂撹拌シール（ユニバーサルスターラーガイド）
φ 16 TS34/45 ¥41,500 ¥54,000 

NR2031-004 フッ素樹脂撹拌シール（ユニバーサルスターラーガイド）
φ 8 TS24/40 ¥36,000 ¥46,000 

P298 NR0265-004 フッ素樹脂（PTFE）バキュームシール（φ８用）　
TS29/42 ¥12,000 ¥14,000 

P304

NR2568-001 オール PTFE 撹拌ロッド（鉄芯入）300mm ¥5,500 ¥6,300 

NR2568-002 オール PTFE 撹拌ロッド（鉄芯入）400mm ¥6,000 ¥6,900 

NR2568-003 オール PTFE 撹拌ロッド（鉄芯入）500mm ¥6,500 ¥7,500 

NR0267-001 PTFE 撹拌シャフト（鉄芯入）φ 8 × 250mm ¥3,000 ¥3,450 

NR0267-002 PTFE 撹拌シャフト（鉄芯入）φ 8 × 300mm ¥3,000 ¥3,700 

NR0267-003 PTFE 撹拌シャフト（鉄芯入）φ 8 × 350mm ¥3,500 ¥4,000 

NR0267-004 PTFE 撹拌シャフト（鉄芯入）φ 8 × 400mm ¥4,000 ¥4,600 

NR0267-005 PTFE 撹拌シャフト（鉄芯入）φ 8 × 500mm ¥6,300 ¥7,300 
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P304

NR0267-006 PTFE 撹拌シャフト（鉄芯入）φ 8 × 600mm ¥7,000 ¥8,100 

NR0267-007 PTFE 撹拌シャフト（鉄芯入）φ 8 × 700mm ¥9,500 ¥11,000 

NR0267-008 PTFE 撹拌シャフト（鉄芯入）φ 8 × 800mm ¥11,000 ¥12,700 

P305

NR2560-001 PTFE 自在型フラット撹拌羽根
φ 8 × 70mm ¥6,000 ¥6,900 

NR2560-002 PTFE 自在型フラット撹拌羽根
φ 10 × 70mm ¥6,800 ¥7,800 

NR2560-003 PTFE 自在型フラット撹拌羽根
φ 10 × 100mm ¥7,800 ¥9,000 

NR2560-004 PTFE 自在型フラット撹拌羽根
φ 12 × 100mm ¥8,000 ¥9,200 

NR2560-005 PTFE 自在型フラット撹拌羽根
φ 12 × 150mm ¥12,000 ¥14,000 

NR2561-001 PTFE 自在型 4 枚撹拌羽根 φ 8 ×φ 40 ¥7,300 ¥8,400

NR2561-002 PTFE 自在型 4 枚撹拌羽根 φ 10 ×φ 60 ¥9,000 ¥10,500

NR2561-003 PTFE 自在型 4 枚撹拌羽根 φ 10 ×φ 90 ¥12,500 ¥14,500

NR2561-004 PTFE 自在型 4 枚撹拌羽根 φ 12 ×φ 70 ¥11,000 ¥13,000

NR2561-005 PTFE 自在型 4 枚撹拌羽根 φ 12 ×φ 90 ¥13,000 ¥15,000

P306

NR6706-001 PTFE パドル型撹拌棒 φ 8 × 450mm ¥21,000 ¥23,000

NR6706-002 PTFE パドル型撹拌棒 φ 8 × 500mm ¥22,000 ¥24,000

NR6706-003 PTFE パドル型撹拌棒 φ 8 × 600mm ¥23,000 ¥25,000

NR6706-004 PTFE パドル型撹拌棒 φ 8 × 700mm ¥25,000 ¥27,000

NR6706-005 PTFE パドル型撹拌棒 φ 8 × 800mm ¥27,000 ¥30,000

NR6706-006 PTFE パドル型撹拌棒 羽根のみ（PTFE+PEEK） ¥18,000 ¥20,000

NR2682-001 PTFE 軸受（PEEK 代替品）　 ※ NR6706, 2680, 2681 共通 ¥6,800 ¥7,500 

NR2680-001 PTFE3 枚羽根スクリュー型撹拌棒　450mm ¥31,000 ¥34,000 

NR2680-002 PTFE3 枚羽根スクリュー型撹拌棒　500mm ¥32,000 ¥35,000 

NR2680-003 PTFE3 枚羽根スクリュー型撹拌棒　600mm ¥33,000 ¥36,000 

NR2680-004 PTFE3 枚羽根スクリュー型撹拌棒　700mm ¥35,000 ¥38,000 

NR2680-005 PTFE3 枚羽根スクリュー型撹拌棒　800mm ¥37,000 ¥41,000 

NR2680-006 スクリュー型 3 枚羽根（撹拌棒部品）
（PTFE+PEEK） ¥29,800 ¥32,800 

NR2681-001 PTFE ジェット型撹拌棒 450mm ¥27,000 ¥30,000 

NR2681-002 PTFE ジェット型撹拌棒 500mm ¥28,000 ¥31,000 

NR2681-003 PTFE ジェット型撹拌棒 600mm ¥29,000 ¥32,000 

NR2681-004 PTFE ジェット型撹拌棒 700mm ¥31,000 ¥34,000 
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P306
NR2681-005 PTFE ジェット型撹拌棒 800mm ¥33,000 ¥36,000 

NR2681-006 ジェット型羽根（撹拌棒部品）（PTFE+PEEK） ¥24,800 ¥28,000 

P317

NR2028-007 PTFE 被覆撹拌棒傾斜型 4 枚羽根 I 型
φ 16 × 750EX 羽根 100 ¥32,000 ¥37,000 

NR2028-008 PTFE 被覆撹拌棒傾斜型 4 枚羽根 I 型
φ 16 × 1000EX 羽根 120 ¥38,000 ¥46,000 

NR2028-006 PTFE 被覆撹拌棒傾斜型 4 枚羽根 I 型
 φ 10 × 750EX 羽根 70 ¥19,000 ¥22,000 

NR2028-001 PTFE 被覆撹拌棒傾斜型 4 枚羽根 I 型
 φ 9.5 × 550L 羽根 60 ¥15,000 ¥17,500 

NR2028-002 PTFE 被覆撹拌棒傾斜型 4 枚羽根 I 型 
φ 9.5 × 650L 羽根 60 ¥18,000 ¥20,700 

NR2028-003 PTFE 被覆撹拌棒傾斜型 4 枚羽根 I 型
 φ 8 × 300L 羽根 40 ¥8,300 ¥9,600 

NR2028-004 PTFE 被覆撹拌棒傾斜型 4 枚羽根 I 型
 φ 8 × 400L 羽根 40 ¥8,800 ¥10,200 

NR2028-005 PTFE 被覆撹拌棒傾斜型 4 枚羽根 I 型
 φ 8 × 500L 羽根 50 ¥10,000 ¥11,500 

NR2030-001 PTFE 被覆撹拌棒開閉羽根タイプ I 型
 φ 9.5 × 550L 羽根 70 ¥7,800 ¥10,000 

NR2030-002 PTFE 被覆撹拌棒開閉羽根タイプ I 型
 φ 9.5 × 650L 羽根 70 ¥7,800 ¥10,500 

NR2030-003 PTFE 被覆撹拌棒開閉羽根タイプ I 型
 φ 8 × 300L 羽根 40 ¥7,300 ¥9,800 

NR2030-004 PTFE 被覆撹拌棒開閉羽根タイプ I 型
 φ 8 × 400L 羽根 40 ¥7,800 ¥9,900 

NR2030-005 PTFE 被覆撹拌棒開閉羽根タイプ I 型
 φ 8 × 500L 羽根 50 ¥7,800 ¥9,900 

NR2029-009 PTFE 被覆撹拌棒アンカー型 I タイプ
φ 16 × 750EX 羽根 180 ¥29,800 ¥34,500 

NR2029-010 PTFE 被覆撹拌棒アンカー型 I タイプ
φ 16 × 1000EX 羽根 180 ¥28,000 ¥33,000 

NR2029-008 PTFE 被覆撹拌棒アンカー型 I タイプ
φ 10 × 750EX 羽根 140 ¥14,000 ¥16,000 

NR2029-001 PTFE 被覆撹拌棒アンカー型 I タイプ
φ 9.5 × 550L 羽根 100 ¥7,500 ¥8,600 

NR2029-002 PTFE 被覆撹拌棒アンカー型 I タイプ
φ 9.5 × 650L 羽根 100 ¥8,500 ¥9,800 

NR2029-003 PTFE 被覆撹拌棒アンカー型 I タイプ
φ 9.5 × 550L 羽根 140 ¥9,500 ¥11,000 

NR2029-004 PTFE 被覆撹拌棒アンカー型 I タイプ
φ 9.5 × 650L 羽根 140 ¥12,000 ¥14,000 

NR2029-005 PTFE 被覆撹拌棒アンカー型 I タイプ
φ 8 × 300L 羽根 80 ¥6,000 ¥8,500 

NR2029-006 PTFE 被覆撹拌棒アンカー型 I タイプ
φ 8 × 400L 羽根 80 ¥6,500 ¥8,600 

NR2029-007 PTFE 被覆撹拌棒アンカー型 I タイプ
φ 8 × 500L 羽根 80 ¥7,500 ¥8,600 

P320 NR6671-001 リモート・マイクロ型（HP40107） ¥74,000 ¥87,000 

P324 NR6121-001 ダイレクト・マルチポリ 15 型（HP31510） ¥155,000 ¥180,000 

P329

NR1027-001 滴下ボトル（PTFE）25mL ¥6,300 ¥7,300 

NR1027-002 滴下ボトル（PTFE）50mL ¥7,300 ¥8,400 

NR0193-001 フッ素樹脂 点滴瓶 30mL ¥8,900 ¥9,100 
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P330

NR1028-001 フッ素樹脂（PFA）メスピペット 2mL ¥5,200 ¥6,600 

NR1028-002 フッ素樹脂（PFA）メスピペット 5mL ¥5,550 ¥7,000 

NR1028-003 フッ素樹脂（PFA）メスピペット 10mL ¥6,950 ¥8,800 

P337

NR1141-001 温度プローブ（PTFE）　φ 7 × 100㎜ ¥14,500 ¥16,800 

NR1141-002 温度プローブ（PTFE）　φ 7 × 200㎜ ¥15,500 ¥17,800 

NR1141-003 温度プローブ（PTFE）　φ 8 × 300㎜ ¥18,000 ¥20,800 

NR1141-004 温度プローブ（PTFE）　φ 8 × 400㎜ ¥19,000 ¥22,000 

NR1141-005 温度プローブ（PTFE）　φ 9 × 500㎜ ¥20,000 ¥23,000 

NR1141-006 温度プローブ（PTFE）　φ 9 × 600㎜ ¥21,000 ¥24,100 

NR1142-001 K 熱電対プローブ（PTFE）φ 7 × 100㎜ ¥8,500 ¥10,500 

NR1142-002 K 熱電対プローブ（PTFE）φ 7 × 200㎜ ¥9,500 ¥11,000 

NR1142-003 K 熱電対プローブ（PTFE）φ 8 × 300㎜ ¥12,000 ¥13,800 

NR1142-004 K 熱電対プローブ（PTFE）φ 8 × 400㎜ ¥15,000 ¥17,500 

NR1142-005 K 熱電対プローブ（PTFE）φ 9 × 500㎜ ¥16,500 ¥19,000 

P338

NR0298-013 フッ素樹脂被覆温度計
（アルコール）0 ～ 50　450mm ¥5,000 ¥6,000 

NR0298-014 フッ素樹脂被覆温度計
（アルコール）0 ～ 100　450mm ¥5,000 ¥6,000 

NR0298-015 フッ素樹脂被覆温度計
（アルコール）0 ～ 150　450mm ¥5,500 ¥6,600 

NR0298-016 フッ素樹脂被覆温度計
（アルコール）0 ～ 200　450mm ¥5,500 ¥6,600 

NR0298-021 フッ素樹脂被覆温度計
（アルコール）0 ～ 50　600mm ¥6,000 ¥7,200 

NR0298-022 フッ素樹脂被覆温度計
（アルコール）0 ～ 100　600mm ¥6,000 ¥7,200 

NR0298-023 フッ素樹脂被覆温度計
（アルコール）0 ～ 150　600mm ¥6,800 ¥8,200 

NR0298-024 フッ素樹脂被覆温度計
（アルコール）0 ～ 200　600mm ¥6,800 ¥8,200 

NR0298-029 フッ素樹脂被覆温度計
（アルコール）0 ～ 50　900mm ¥11,000 ¥13,500 

NR0298-030 フッ素樹脂被覆温度計
（アルコール）0 ～ 100　900mm ¥11,000 ¥13,500 

NR0298-031 フッ素樹脂被覆温度計
（アルコール）0 ～ 150　900mm ¥12,000 ¥15,000 

NR0298-032 フッ素樹脂被覆温度計
（アルコール）0 ～ 200　900mm ¥12,000 ¥15,000 

P358

NR1268-001 オールフッ素樹脂マイクロ波試料分解容器　
20mL ¥138,000 ¥166,000 

NR1268-002 オールフッ素樹脂マイクロ波試料分解容器　
50mL ¥150,000 ¥180,000 

NR1268-003 マイクロ波試料分解容器用　
交換容器 20mL 用 ¥15,000 ¥18,000 

NR1268-004 マイクロ波試料分解容器用　
交換容器 50mL 用 ¥20,000 ¥24,000 
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P362

NR0116-001 冷却装置（PFA コイルチューブ仕様）
φ 6 ×φ 4 ¥55,000 ¥63,000 

NR0116-002 冷却装置 PFA コイルチューブ仕様）
φ 8 ×φ 6 ¥63,000 ¥72,000 

NR0116-003 冷却装置 PFA コイルチューブ仕様）
φ 10 ×φ 8 ¥75,000 ¥86,000 

P362
P365

NR0131-003 リービッヒ冷却管　270 ｍｍ ¥78,000 ¥94,000 

NR0131-001 リービッヒ冷却管　450 ｍｍ ¥100,000 ¥120,000 

NR0131-002 リービッヒ冷却管　600 ｍｍ ¥110,000 ¥132,000 

P363

NR1230-001 フッ素樹脂（PFA）冷却装置 ¥34,000 ¥40,000 

NR1319-001 フッ素樹脂 蒸溜器　250mL ¥40,000 ¥46,000 

NR1319-002 フッ素樹脂 蒸溜器　500mL ¥61,000 ¥70,000 

NR1319-003 フッ素樹脂 蒸溜器　1000mL ¥73,000 ¥84,000 

P364

NR1139-001 蒸溜装置セット　A-500 ¥790,000 ¥948,000 

NR1139-002 蒸溜装置セット　A-1000 ¥840,000 ¥1,008,000 

NR1139-003 蒸溜装置セット　A-2000 ¥1,300,000 ¥1,560,000 

NR1139-004 蒸溜装置セット　A-4000 ¥1,750,000 ¥2,100,000 

NR1202-001 透明蒸留装置　TJ-2400 ¥1,100,000 ¥1,320,000 

P365

NR0125-001 セパラブルフラスコ　500cc ¥155,000 ¥186,000 

NR0125-002 セパラブルフラスコ　1L ¥185,000 ¥222,000 

NR0125-003 セパラブルフラスコ　2L ¥630,000 ¥755,000 

NR0125-004 セパラブルフラスコ　4L ¥980,000 ¥1,180,000 

NR0126-002 セパラブルフラスコ用カバー　500mL ～ 2L ¥190,000 ¥228,000 

NR0126-005 セパラブルフラスコ用カバー　4L ¥258,000 ¥310,000 

NR0127-001 セパラブルフラスコ専用クランプ　
500cc ～ 2L ¥92,000 ¥160,000 

NR0127-002 セパラブルフラスコ専用クランプ　
4L ¥105,000 ¥170,000 

NR0128-001 蒸溜分留管（蒸溜温度計ホルダー付）　29/32 ¥83,000 ¥100,000 

NR0129-001 撹拌棒（半月型羽根付）　500cc ¥35,000 ¥42,000 

NR0129-002 撹拌棒（半月型羽根付）　1L ¥35,000 ¥42,000 

NR0129-003 撹拌棒（半月型羽根付）　2L ¥38,000 ¥46,000 

NR0129-004 撹拌棒（半月型羽根付）　4L ¥43,000 ¥52,000 

NR0130-001 撹拌シール　29/32 ¥14,800 ¥18,000 

NR0132-001 連結用コック　8 φ ¥55,000 ¥72,000 
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P365

NR0133-001 蒸溜導入管 装置接続型 ¥93,000 ¥121,000 

NR0135-001 分液ロート　125mL ¥88,000 ¥106,000 

NR0135-002 分液ロート　250mL ¥93,000 ¥120,000 

NR0135-003 分液ロート　500mL ¥110,000 ¥150,000 

NR0136-001 温度計ホルダー　TS29/32 ¥17,500 ¥21,000 

NR0137-002 被覆温度計 蒸溜用 ¥35,000 ¥42,000 

NR0137-003 被覆温度計 フラスコ　500cc ¥31,000 ¥38,000 

NR0137-004 被覆温度計 フラスコ　1L ¥37,000 ¥45,000 

NR0137-005 被覆温度計 フラスコ　2L・4L ¥42,000 ¥51,000 

P367

NR2573-001 オールフッ素樹脂 流量計  FM-PF300-
201-B1-22 ¥95,000 ¥98,000 

NR2573-002 オールフッ素樹脂 流量計  FM-PF300-
201-B1.5-22 ¥95,000 ¥98,000 

NR2573-003 オールフッ素樹脂 流量計  FM-PF300-
201-B2-22 ¥95,000 ¥98,000 

NR2573-004 オールフッ素樹脂 流量計
FM-PF300-201-B3-22 ¥95,000 ¥98,000 

NR2573-005 オールフッ素樹脂 流量計
FM-PF300-201-B3.5-22 ¥95,000 ¥98,000 

NR2574-001 オールフッ素樹脂 流量計
FM-PF400-201-B5-23 ¥149,000 ¥158,000 

NR2574-002 オールフッ素樹脂 流量計
FM-PF400-201-B10-23 ¥149,000 ¥158,000 

NR2574-003 オールフッ素樹脂 流量計
FM-PF400-201-B15-23 ¥149,000 ¥158,000 

NR2574-004 オールフッ素樹脂 流量計
FM-PF400-201-B5-02 ¥149,000 ¥158,000 

NR2574-005 オールフッ素樹脂 流量計
FM-PF400-201-B10-02 ¥149,000 ¥158,000 

NR2574-006 オールフッ素樹脂 流量計
FM-PF400-201-B15-02 ¥149,000 ¥158,000 

NR2575-001 オールフッ素樹脂 流量計
FM-PF500-201-B15-24 ¥132,000 ¥139,000 

NR2575-002 オールフッ素樹脂 流量計
FM-PF500-201-B20-24 ¥132,000 ¥139,000 

NR2575-003 オールフッ素樹脂 流量計
FM-PF500-201-B30-24 ¥132,000 ¥139,000 

NR2575-004 オールフッ素樹脂 流量計
FM-PF500-201-B40-24 ¥132,000 ¥139,000 

NR2575-005 オールフッ素樹脂 流量計
FM-PF500-201-B50-24 ¥132,000 ¥139,000 

NR2575-006 オールフッ素樹脂 流量計
FM-PF500-201-B15-03 ¥132,000 ¥139,000 

NR2575-007 オールフッ素樹脂 流量計
FM-PF500-201-B20-03 ¥132,000 ¥139,000 

NR2575-008 オールフッ素樹脂 流量計
FM-PF500-201-B30-03 ¥132,000 ¥139,000 

NR2575-009 オールフッ素樹脂 流量計
FM-PF500-201-B40-03 ¥132,000 ¥139,000 

NR2575-010 オールフッ素樹脂 流量計
FM-PF500-201-B50-03 ¥132,000 ¥139,000 
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P367

NR2575-011 オールフッ素樹脂 流量計  
FM-PF500-201-B15-04 ¥132,000 ¥139,000 

NR2575-012 オールフッ素樹脂 流量計  
FM-PF500-201-B20-04 ¥132,000 ¥139,000 

NR2575-013 オールフッ素樹脂 流量計 
 FM-PF500-201-B30-04 ¥132,000 ¥139,000 

NR2575-014 オールフッ素樹脂 流量計  
FM-PF500-201-B40-04 ¥132,000 ¥139,000 

NR2575-015 オールフッ素樹脂 流量計  
FM-PF500-201-B50-04 ¥132,000 ¥139,000 

P369

NR2675-001 フッ素樹脂（PTFE）ベローズ圧力計　7221-1 ¥66,000 ¥78,000 

NR2675-002 フッ素樹脂（PTFE）ベローズ圧力計　7221-2 ¥66,000 ¥78,000 

NR2675-003 フッ素樹脂（PTFE）ベローズ圧力計　7221-4 ¥66,000 ¥78,000 

NR2675-004 フッ素樹脂（PTFE）ベローズ圧力計　7221-6 ¥66,000 ¥78,000 

NR2675-005 フッ素樹脂（PTFE）ベローズ圧力計　7221-10 ¥66,000 ¥78,000 

NR6707-001 PTFE ベローズ真空計　7221-V1 ¥73,000 ¥81,000 

P370
P511 NR0347-001 PTFE アスピレーター　φ 14 ¥3,900 ¥5,000 

P371
P511

NR0305-001 真空ポンプ 手動型 SP-15 ¥27,800 ¥29,900 

NR0305-002 真空ポンプ 手動型 SP-36 ¥33,400 ¥36,000 

P382

NR6543-001 パワーグリップクランプ NO.1 ¥2,700 ¥3,800 

NR6543-002 パワーグリップクランプ NO.2 ¥2,700 ¥3,800 

NR6543-003 パワーグリップクランプ NO.3 ¥2,700 ¥3,800 

NR6543-004 パワーグリップクランプ NO.4 ¥2,900 ¥4,000 

NR6543-005 パワーグリップクランプ NO.5 ¥3,100 ¥4,200 

NR6543-006 パワーグリップクランプ NO.6 ¥3,200 ¥4,300 

NR6543-007 パワーグリップクランプ NO.7 ¥3,400 ¥4,900 

NR6543-008 パワーグリップクランプ NO.8 ¥3,700 ¥5,400 

P400

NR2014-001 PTFE 先平ピンセットガイド付　100L ¥2,700 ¥4,000 

NR2014-002 PTFE 先平ピンセットガイド付　150L ¥3,200 ¥4,700 

NR2014-003 PTFE 先平ピンセットガイド付　200L ¥4,300 ¥6,600 

NR2013-001 PTFE 先細ピンセットガイド付　100L ¥2,700 ¥4,000 

NR2013-002 PTFE 先細ピンセットガイド付　150L ¥3,200 ¥4,700 

NR2013-003 PTFE 先細ピンセツトガイド付　200L ¥4,300 ¥6,600 

NR0282-001 PTFE 先平ピンセット　100L ¥1,500 ¥1,800 

NR0282-002 PTFE 先平ピンセット　150L ¥1,600 ¥2,100 
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P400

NR0282-003 PTFE 先平ピンセット　200L ¥2,300 ¥2,700 

NR0281-001 PTFE 先細ピンセット　100L ¥1,600 ¥2,100 

NR0281-002 PTFE 先細ピンセット　150L ¥1,850 ¥2,500 

NR0281-003 PTFE 先細ピンセット　200L ¥2,600 ¥3,000 

P401 NR0276-006 フッ素樹脂（PCTFE）スプーン　120L 在庫限りで販売終了

P403
NR2613-001 PFA ターナー　Ｌ ¥3,600 ¥4,200 

NR2613-002 PFA ターナー　Ｓ ¥3,000 ¥3,400 

P406
NR2153-001 PTFE ミニスコップ　135 × 30 × 20 ¥3,600 ¥4,200 

NR2616-001 PFA スコップ　Ｌ ¥2,000 ¥2,300 

P408 NR1434-001 PFA ひしゃく　Ｓ ¥20,000 ¥21,000 

P409

NR1435-001 フッ素樹脂（PTFE）サンプル採取ビーカー
100mL ¥12,500 ¥14,500 

NR1435-002 フッ素樹脂（PTFE）サンプル採取ビーカー
250mL ¥15,000 ¥17,300 

NR1435-003 フッ素樹脂（PTFE）サンプル採取ビーカー
500mL ¥17,500 ¥20,200 

NR1435-004 フッ素樹脂（PTFE）サンプル採取ビーカー
1000mL ¥19,800 ¥22,800 

NR1435-005 フッ素樹脂（PTFE）サンプル採取ビーカー
延長棒　640L ¥8,300 ¥9,600 

P414

NR1406-001 PFA 平小ネジ　M4(P=0.7) × 30L　10 入 ¥4,200 ¥9,000 

NR1406-002 PFA 平小ネジ　M5(P=0.8) × 30L　10 入 ¥4,700 ¥9,800 

NR1406-003 PFA 平小ネジ　M6(P=1.0) × 30L　10 入 ¥5,200 ¥9,800 

NR1406-004 PFA 皿小ネジ　M4(P=0.7) × 30L　10 入 ¥4,200 ¥9,000 

NR1406-005 PFA 皿小ネジ　M5(P=0.8) × 30L　10 入 ¥4,700 ¥9,800 

NR1406-006 PFA 皿小ネジ　M6(P=1.0) × 30L　10 入 ¥5,200 ¥9,800 

NR1406-007 PFA 六角ボルト　M8(P=1.25)　10 入 ¥6,200 ¥7,700 

NR1406-008 PFA 六角ナット　M4(P=0.7)　10 入 ¥3,600 ¥4,500 

NR1406-009 PFA 六角ナット　M5(P=0.8)　10 入 ¥4,000 ¥5,000 

NR1406-010 PFA 六角ナット　M6(P=1.0)　10 入 ¥4,500 ¥6,600 

NR1406-011 PFA 六角ナット　M8(P=1.25)　10 入 ¥5,800 ¥7,200 

P415
NR1183-001 フッ素樹脂（PCTFE）マイナスドライバー　

小 ¥8,200 ¥13,000 

NR1183-002 フッ素樹脂（PCTFE）マイナスドライバー　
大 ¥8,200 ¥13,000 

P423
NR2088-001 フッ素樹脂（PTFE）ラミネート

オーバーエプロン ¥17,200 ¥18,900 

NR0229-001 フッ素樹脂（PTFE）ラミネート
腰前掛け ¥8,000 ¥8,800 
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P424

NR0335-001 フッ素樹脂（PTFE）ラミネート
腕カバー ¥5,000 ¥5,500 

NR0242-001 フッ素樹脂（PTFE）ラミネート
胸前掛け　M サイズ ¥8,800 ¥9,600 

NR0242-002 フッ素樹脂（PTFE）ラミネート
胸前掛け　L サイズ ¥9,300 ¥10,200 

P434

NR0326-001 チューコーフロー粘着テープ　 ASF-110FR　
0.08t × 13 × 10m ¥1,320 ¥1,390 

NR0326-002 チューコーフロー粘着テープ　ASF-110FR　
0.08t × 19 × 10m ¥1,920 ¥2,020 

NR0326-003 チューコーフロー粘着テープ　ASF-110FR　
0.08t × 25 × 10m ¥2,460 ¥2,590 

NR0326-004 チューコーフロー粘着テープ　ASF-110FR　
0.08t × 38 × 10m ¥3,800 ¥4,000 

NR0326-005 チューコーフロー粘着テープ　ASF-110FR　
0.08t × 50 × 10m ¥4,880 ¥5,150 

NR0326-016 チューコーフロー粘着テープ　ASF-110FR 
0.08t × 100 × 10m ¥9,800 ¥10,300 

NR0326-017 チューコーフロー粘着テープ　ASF-110FR 
0.08t × 150 × 10m ¥14,700 ¥15,500 

NR0326-018 チューコーフロー粘着テープ　ASF-110FR 
0.08t × 200 × 10m ¥19,600 ¥20,600 

NR0326-019 チューコーフロー粘着テープ　ASF-110FR 
0.08t × 250 × 10m ¥24,500 ¥25,800 

NR0326-020 チューコーフロー粘着テープ　ASF-110FR 
0.08t × 300 × 10m ¥29,400 ¥30,900 

NR0326-006 チューコーフロー粘着テープ　ASF-110FR 
0.13t × 13 × 10m ¥1,460 ¥1,540 

NR0326-007 チューコーフロー粘着テープ　ASF-110FR 
0.13t × 19 × 10m ¥2,200 ¥2,310 

NR0326-008 チューコーフロー粘着テープ　ASF-110FR 
0.13t × 25 × 10m ¥2,900 ¥3,050 

NR0326-009 チューコーフロー粘着テープ　ASF-110FR 
0.13t × 38 × 10m ¥4,360 ¥4,580 

NR0326-010 チューコーフロー粘着テープ　ASF-110FR 
0.13t × 50 × 10m ¥5,700 ¥5,990 

NR0326-021 チューコーフロー粘着テープ　ASF-110FR 
0.13t × 100 × 10m ¥10,800 ¥11,400 

NR0326-022 チューコーフロー粘着テープ　ASF-110FR 
0.13t × 150 × 10m ¥16,200 ¥17,000 

NR0326-023 チューコーフロー粘着テープ　ASF-110FR 
0.13t × 200 × 10m ¥21,600 ¥22,700 

NR0326-024 チューコーフロー粘着テープ　ASF-110FR 
0.13t × 250 × 10m ¥27,000 ¥28,400 

NR0326-025 チューコーフロー粘着テープ　ASF-110FR 
0.13t × 300 × 10m ¥32,400 ¥34,000 

NR0326-011 チューコーフロー粘着テープ　ASF-110FR 
0.18t × 13 × 10m ¥1,930 ¥2,030 

NR0326-012 チューコーフロー粘着テープ　ASF-110FR 
0.18t × 19 × 10m ¥2,850 ¥3,000 

NR0326-013 チューコーフロー粘着テープ　ASF-110FR 
0.18t × 25 × 10m ¥3,750 ¥3,950 

NR0326-014 チューコーフロー粘着テープ　ASF-110FR 
0.18t × 38 × 10m ¥5,650 ¥5,950 

NR0326-015 チューコーフロー粘着テープ　ASF-110FR 
0.18t × 50 × 10m ¥7,400 ¥7,780 

NR0326-026 チューコーフロー粘着テープ　ASF-110FR 
0.18t × 100 × 10m ¥14,800 ¥15,600 

NR0326-027 チューコーフロー粘着テープ　ASF-110FR 
0.18t × 150 × 10m ¥22,200 ¥23,400 
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P434

NR0326-028 チューコーフロー粘着テープ　ASF-110FR 
0.18t × 200 × 10m ¥29,600 ¥31,000 

NR0326-029 チューコーフロー粘着テープ　ASF-110FR 
0.18t × 250 × 10m ¥37,000 ¥38,900 

NR0326-030 チューコーフロー粘着テープ　ASF-110FR 
0.18t × 300 × 10m ¥44,400 ¥46,700 

NR0326-031 チューコーフロー粘着テープ　ASF-110FR 
0.23t × 13 × 10m ¥2,680 ¥2,820 

NR0326-032 チューコーフロー粘着テープ　ASF-110FR 
0.23t × 19 × 10m ¥4,350 ¥4,570 

NR0326-033 チューコーフロー粘着テープ　ASF-110FR 
0.23t × 25 × 10m ¥5,510 ¥5,790 

NR0326-034 チューコーフロー粘着テープ　ASF-110FR 
0.23t × 38 × 10m ¥8,200 ¥8,610 

NR0326-035 チューコーフロー粘着テープ　ASF-110FR 
0.23t × 50 × 10m ¥11,000 ¥11,600 

NR2691-001 チューコー粘着テープ　ASF-110FR
（プラコア）0.08t × 13（26 入） ¥41,500 ¥43,600 

NR2691-002 チューコー粘着テープ　ASF-110FR
（プラコア）0.08t × 19（18 入） ¥43,500 ¥45,700 

NR2691-003 チューコー粘着テープ　ASF-110FR
（プラコア）0.08t × 25（14 入） ¥41,800 ¥43,900 

NR2691-004 チューコー粘着テープ　ASF-110FR
（プラコア）0.08t × 38（9 入） ¥41,500 ¥43,600 

NR2691-005 チューコー粘着テープ　ASF-110FR
（プラコア）0.08t × 50（7 入） ¥41,500 ¥43,600 

NR2691-006 チューコー粘着テープ　ASF-110FR
（プラコア）0.13t × 13（26 入） ¥46,000 ¥48,300 

NR2691-007 チューコー粘着テープ　ASF-110FR
（プラコア）0.13t × 19（18 入） ¥48,000 ¥50,400 

NR2691-008 チューコー粘着テープ　ASF-110FR
（プラコア）0.13t × 25（14 入） ¥48,800 ¥51,300 

NR2691-009 チューコー粘着テープ　ASF-110FR
（プラコア）0.13t × 38（9 入） ¥47,500 ¥49,900 

NR2691-010 チューコー粘着テープ　ASF-110FR
（プラコア）0.13t × 50（7 入） ¥49,000 ¥51,500 

NR2691-011 チューコー粘着テープ　ASF-110FR
（プラコア）0.18t × 13（26 入） ¥61,000 ¥64,000 

NR2691-012 チューコー粘着テープ　ASF-110FR
（プラコア）0.18t × 19（18 入） ¥63,000 ¥66,500 

NR2691-013 チューコー粘着テープ　ASF-110FR
（プラコア）0.18t × 25（14 入） ¥63,500 ¥66,800 

NR2691-014 チューコー粘着テープ　ASF-110FR
（プラコア）0.18t × 38（9 入） ¥62,000 ¥65,200 

NR2691-015 チューコー粘着テープ　ASF-110FR
（プラコア）0.18t × 50（7 入 ) ¥63,000 ¥66,200 

P435

NR0332-001 チューコーフロー粘着テープ　ASF-121FR  
0.08t × 13 × 10m ¥1,400 ¥1,470 

NR0332-002 チューコーフロー粘着テープ　ASF-121FR  
0.08t × 19 × 10m ¥2,050 ¥2,160 

NR0332-003 チューコーフロー粘着テープ　 ASF-121FR  
0.08t × 25 × 10m ¥2,700 ¥2,840 

NR0332-004 チューコーフロー粘着テープ　ASF-121FR  
0.08t × 30 × 10m ¥3,300 ¥3,470 

NR0332-005 チューコーフロー粘着テープ　ASF-121FR  
0.08t × 38 × 10m ¥4,200 ¥4,420 

NR0332-006 チューコーフロー粘着テープ　ASF-121FR  
0.08t × 50 × 10m ¥5,400 ¥5,680 

NR0332-007 チューコーフロー粘着テープ　ASF-121FR  
0.13t × 13 × 10m ¥1,650 ¥1,750 
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P435

NR0332-008 チューコーフロー粘着テープ　ASF-121FR  
0.13t × 19 × 10m ¥2,400 ¥2,520 

NR0332-009 チューコーフロー粘着テープ　ASF-121FR  
0.13t × 25 × 10m ¥3,200 ¥3,360 

NR0332-010 チューコーフロー粘着テープ　ASF-121FR  
0.13t × 30 × 10m ¥3,800 ¥3,990 

NR0332-011 チューコーフロー粘着テープ　ASF-121FR  
0.13t × 38 × 10m ¥4,800 ¥5,040 

NR0332-012 チューコーフロー粘着テープ　ASF-121FR  
0.13t × 50 × 10m ¥6,400 ¥6,720 

NR0332-013 チューコーフロー粘着テープ　ASF-121FR  
0.18t × 13 × 10m ¥2,200 ¥2,310 

NR0332-014 チューコーフロー粘着テープ　ASF-121FR  
0.18t × 19 × 10m ¥3,100 ¥3,260 

NR0332-015 チューコーフロー粘着テープ　ASF-121FR  
0.18t × 25 × 10m ¥4,100 ¥4,300 

NR0332-016 チューコーフロー粘着テープ　ASF-121FR  
0.18t × 30 × 10m ¥4,900 ¥5,150 

NR0332-017 チューコーフロー粘着テープ　ASF-121FR  
0.18t × 38 × 10m ¥6,200 ¥6,500 

NR0332-018 チューコーフロー粘着テープ　ASF-121FR  
0.18t × 50 × 10m ¥8,200 ¥8,600 

NR0332-019 チューコーフロー粘着テープ　ASF-121FR  
0.23t × 13 × 10m ¥2,700 ¥2,850 

NR0332-020 チューコーフロー粘着テープ　ASF-121FR  
0.23t × 19 × 10m ¥3,900 ¥4,100 

NR0332-021 チューコーフロー粘着テープ　ASF-121FR  
0.23t × 25 × 10m ¥5,200 ¥5,500 

NR0332-022 チューコーフロー粘着テープ　ASF-121FR  
0.23t × 30 × 10m ¥6,200 ¥6,500 

NR0332-023 チューコーフロー粘着テープ　ASF-121FR  
0.23t × 38 × 10m ¥7,800 ¥8,200 

NR0332-024 チューコーフロー粘着テープ　ASF-121FR  
0.23t × 50 × 10m ¥10,500 ¥11,000 

P437

NR2693-001 チューコー帯電防止粘着テープ　ASB-110 
0.13t × 13 × 10m ¥2,400 ¥2,520 

NR2693-002 チューコー帯電防止粘着テープ　ASB-110 
0.13t × 25 × 10m ¥4,600 ¥4,830 

NR2693-003 チューコー帯電防止粘着テープ　ASB-110 
0.13t × 38 × 10m ¥7,100 ¥7,460 

NR2693-004 チューコー帯電防止粘着テープ　ASB-110 
0.13t × 50 × 10m ¥9,300 ¥9,800 

P438

NR0327-001 チューコーガラスクロス粘着テープ　AGF-100FR　
0.13t × 13 × 10m ¥1,400 ¥1,470 

NR0327-002 チューコーガラスクロス粘着テープ　AGF-100FR　
0.13t × 19 × 10m ¥2,100 ¥2,200 

NR0327-003 チューコーガラスクロス粘着テープ　AGF-100FR　
0.13t × 25 × 10m ¥2,700 ¥2,840 

NR0327-004 チューコーガラスクロス粘着テープ　AGF-100FR　
0.13t × 38 × 10m ¥4,130 ¥4,350 

NR0327-005 チューコーガラスクロス粘着テープ　AGF-100FR　
0.13t × 50 × 10m ¥5,400 ¥5,670 

NR0327-016 チューコーガラスクロス粘着テープ　AGF-100FR　
0.13t × 100 × 10m ¥10,800 ¥11,400 

NR0327-017 チューコーガラスクロス粘着テープ　AGF-100FR　
0.13t × 150 × 10m ¥16,200 ¥17,000 

NR0327-018 チューコーガラスクロス粘着テープ　AGF-100FR　
0.13t × 200 × 10m ¥21,600 ¥22,700 

NR0327-019 チューコーガラスクロス粘着テープ　AGF-100FR　
0.13t × 250 × 10m ¥27,000 ¥28,400 
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P438

NR0327-020 チューコーガラスクロス粘着テープ　AGF-100FR　
0.13t × 300 × 10m ¥32,400 ¥34,000 

NR0327-006 チューコーガラスクロス粘着テープ　AGF-100FR　
0.15t × 13 × 10m ¥1,900 ¥2,000 

NR0327-007 チューコーガラスクロス粘着テープ　AGF-100FR　
0.15t × 19 × 10m ¥2,800 ¥2,950 

NR0327-008 チューコーガラスクロス粘着テープ　AGF-100FR　
0.15t × 25 × 10m ¥3,650 ¥3,850 

NR0327-009 チューコーガラスクロス粘着テープ　AGF-100FR　
0.15t × 38 × 10m ¥5,650 ¥5,950 

NR0327-010 チューコーガラスクロス粘着テープ　AGF-100FR　
0.15t × 50 × 10m ¥7,300 ¥7,670 

NR0327-021 チューコーガラスクロス粘着テープ　AGF-100FR　
0.15t × 100 × 10m ¥14,500 ¥15,300 

NR0327-022 チューコーガラスクロス粘着テープ　AGF-100FR　
0.15t × 150 × 10m ¥21,700 ¥22,800 

NR0327-023 チューコーガラスクロス粘着テープ　AGF-100FR　
0.15t × 200 × 10m ¥29,000 ¥30,500 

NR0327-024 チューコーガラスクロス粘着テープ　AGF-100FR　
0.15t × 250 × 10m ¥36,250 ¥38,000 

NR0327-025 チューコーガラスクロス粘着テープ　AGF-100FR　
0.15t × 300 × 10m ¥43,500 ¥45,700 

NR0327-011 チューコーガラスクロス粘着テープ　AGF-100FR　
0.18t × 13 × 10m ¥2,300 ¥2,420 

NR0327-012 チューコーガラスクロス粘着テープ　AGF-100FR　
0.18t × 19 × 10m ¥3,500 ¥3,680 

NR0327-013 チューコーガラスクロス粘着テープ　AGF-100FR　
0.18t × 25 × 10m ¥4,200 ¥4,400 

NR0327-014 チューコーガラスクロス粘着テープ　AGF-100FR　
0.18t × 38 × 10m ¥6,850 ¥7,200 

NR0327-015 チューコーガラスクロス粘着テープ　AGF-100FR　
0.18t × 50 × 10m ¥8,000 ¥8,400 

NR0327-026 チューコーガラスクロス粘着テープ　AGF-100FR　
0.18t × 100 × 10m ¥16,000 ¥16,800 

NR0327-027 チューコーガラスクロス粘着テープ　AGF-100FR　
0.18t × 150 × 10m ¥24,000 ¥25,200 

NR0327-028 チューコーガラスクロス粘着テープ　AGF-100FR　
0.18t × 200 × 10m ¥32,000 ¥33,600 

NR0327-029 チューコーガラスクロス粘着テープ　AGF-100FR　
0.18t × 250 × 10m ¥40,000 ¥42,000 

NR0327-030 チューコーガラスクロス粘着テープ　AGF-100FR　
0.18t × 300 × 10m ¥48,000 ¥50,400 

NR0327-031 チューコーガラスクロス粘着テープ　AGF-100FR　
0.30t × 13 × 10m ¥3,240 ¥3,400 

NR0327-032 チューコーガラスクロス粘着テープ　AGF-100FR　
0.30t × 19 × 10m ¥4,630 ¥4,870 

NR0327-033 チューコーガラスクロス粘着テープ　AGF-100FR　
0.30t × 25 × 10m ¥5,950 ¥6,250 

NR0327-034 チューコーガラスクロス粘着テープ　AGF-100FR　
0.30t × 38 × 10m ¥9,200 ¥9,660 

NR0327-035 チューコーガラスクロス粘着テープ　AGF-100FR　
0.30t × 50 × 10m ¥11,880 ¥12,500 

P439

NR2021-001 チューコー耐熱性ガラスクロス粘着テープ　
AGF-100A　0.13 × 13 × 10 ¥1,700 ¥1,790 

NR2021-002 チューコー耐熱性ガラスクロス粘着テープ　
AGF-100A　0.13 × 19 × 10 ¥2,620 ¥2,750 

NR2021-003 チューコー耐熱性ガラスクロス粘着テープ　
AGF-100A　0.13 × 25 × 10 ¥3,360 ¥3,530 

NR2021-004 チューコー耐熱性ガラスクロス粘着テープ　
AGF-100A　0.13 × 38 × 10 ¥5,140 ¥5,400 
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P439

NR2021-005 チューコー耐熱性ガラスクロス粘着テープ　
AGF-100A　0.13 × 50 × 10 ¥6,740 ¥7,100 

NR2021-006 チューコー耐熱性ガラスクロス粘着テープ　
AGF-100A　0.15 × 13 × 10 ¥2,340 ¥2,460 

NR2021-007 チューコー耐熱性ガラスクロス粘着テープ　
AGF-100A　0.15 × 19 × 10 ¥3,480 ¥3,660 

NR2021-008 チューコー耐熱性ガラスクロス粘着テープ　
AGF-100A　0.15 × 25 × 10 ¥4,560 ¥4,790 

NR2021-009 チューコー耐熱性ガラスクロス粘着テープ　
AGF-100A　0.15 × 38 × 10 ¥7,080 ¥7,440 

NR2021-010 チューコー耐熱性ガラスクロス粘着テープ　
AGF-100A　0.15 × 50 × 10 ¥9,050 ¥9,500 

NR2021-011 チューコー耐熱性ガラスクロス粘着テープ　
AGF-100A　0.18 × 13 × 10 ¥2,890 ¥3,040 

NR2021-012 チューコー耐熱性ガラスクロス粘着テープ　
AGF-100A　0.18 × 19 × 10 ¥4,380 ¥4,600 

NR2021-013 チューコー耐熱性ガラスクロス粘着テープ　
AGF-100A　0.18 × 25 × 10 ¥5,600 ¥5,880 

NR2021-014 チューコー耐熱性ガラスクロス粘着テープ　
AGF-100A　0.18 × 38 × 10 ¥8,560 ¥9,000 

NR2021-015 チューコー耐熱性ガラスクロス粘着テープ　
AGF-100A　0.18 × 50 × 10 ¥10,000 ¥10,500 

P440

NR2690-002 チューコーフロー スーパー粘着テープ　
AGF-101　0.24t × 25 × 10m ¥16,500 ¥17,400 

NR2690-003 チューコーフロー スーパー粘着テープ　
AGF-101　0.24t × 30 × 10m ¥19,800 ¥20,800 

NR2690-005 チューコーフロー スーパー粘着テープ　
AGF-101　0.24t × 50 × 10m ¥33,500 ¥35,200 

NR2690-006 チューコーフロー スーパー粘着テープ　
AGF-101　0.24t × 60 × 10m ¥40,000 ¥42,000 

NR2692-001 チューコー帯電防止ガラスクロス粘着テープ　
AGB-100 0.13 × 13 × 10 ¥3,000 ¥3,150 

NR2692-003 チューコー帯電防止ガラスクロス粘着テープ　
AGB-100 0.13 × 25 × 10 ¥5,800 ¥6,090 

NR2692-005 チューコー帯電防止ガラスクロス粘着テープ　
AGB-100 0.13 × 38 × 10 ¥9,000 ¥9,500 

NR2692-006 チューコー帯電防止ガラスクロス粘着テープ　
AGB-100 0.13 × 50 × 10 ¥12,000 ¥12,600 

NR2692-007 チューコー帯電防止ガラスクロス粘着テープ　
AGB-100 0.18 × 13 × 10 ¥4,100 ¥4,300 

NR2692-009 チューコー帯電防止ガラスクロス粘着テープ　
AGB-100 0.18 × 25 × 10 ¥8,000 ¥8,400 

NR2692-010 チューコー帯電防止ガラスクロス粘着テープ　
AGB-100 0.18 × 30 × 10 ¥9,800 ¥10,300 

NR2692-012 チューコー帯電防止ガラスクロス粘着テープ　
AGB-100 0.18 × 50 × 10 ¥16,500 ¥17,400 

P443
NR2454-001 チューコーシリコングリップ粘着テープ　

ACH-6100 0.28t × 25 × 25m ¥16,700 ¥17,600 

NR2454-002 チューコーシリコングリップ粘着テープ　
ACH-6100 0.28t × 50 × 25m ¥33,000 ¥34,700 

P444

NR2698-001 チューコーフロー ® ポリイミド粘着テープ
＜ API-114AFR ＞　13 幅 ¥1,400 ¥1,500 

NR2698-002 チューコーフロー ® ポリイミド粘着テープ
＜ API-114AFR ＞　19 幅 ¥2,000 ¥2,100 

NR2698-003 チューコーフロー ® ポリイミド粘着テープ
＜ API-114AFR ＞　25 幅 ¥2,700 ¥2,900 

NR2694-001 カプトン（ポリイミド）粘着テープ
＜ 650S-P ＞（プラコア）　5 幅 ¥1,400 ¥1,600 

NR2694-003 カプトン（ポリイミド）粘着テープ　
＜ 650S-P ＞（プラコア）　10 幅 ¥2,800 ¥3,200 
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P444

NR2694-004 カプトン（ポリイミド）粘着テープ
＜ 650S-P ＞（プラコア）　12 幅 ¥3,400 ¥3,840 

NR2694-005 カプトン（ポリイミド）粘着テープ　
＜ 650S-P ＞（プラコア）　15 幅 ¥4,250 ¥4,800 

NR2694-006 カプトン（ポリイミド）粘着テープ　
＜ 650S-P ＞（プラコア）　18 幅 ¥5,100 ¥5,760 

NR2694-007 カプトン（ポリイミド）粘着テープ　
＜ 650S-P ＞（プラコア）　20 幅 ¥5,650 ¥6,400 

NR2694-008 カプトン（ポリイミド）粘着テープ　
＜ 650S-P ＞（プラコア）　25 幅 ¥7,100 ¥8,000 

NR2694-009 カプトン（ポリイミド）粘着テープ　
＜ 650S-P ＞（プラコア）　30 幅 ¥8,500 ¥9,600 

NR2694-010 カプトン（ポリイミド）粘着テープ　
＜ 650S-P ＞（プラコア）　50 幅 ¥14,100 ¥16,000 

P456 NR6711-001 シルポット 184W/C（キャタリスト付）
１Kg ¥21,800 ¥24,500 

P457

NR2047-001 モリコート ® ＨＰグリース　HP-300　
100 ｇ ¥17,400 ¥19,500 

NR2047-002 モリコート ® ＨＰグリース　HP-300　
500 ｇ ¥87,000 ¥96,000 

NR2047-003 モリコート ® ＨＰグリース　HP-500　
100 ｇ ¥14,500 ¥16,300 

NR2047-004 モリコート ® ＨＰグリース　HP-500
500 ｇ ¥73,000 ¥79,000 

P461

NR0330-001 モリコート ® 高真空用グリース　50g 缶 ¥2,500 ¥3,000 

NR0330-002 モリコート ® 高真空用グリース　1kg 缶 ¥45,000 ¥48,000 

NR0330-004 モリコート ® HIGH VACUUM GREASE　
50 ｇチューブ入 ¥2,500 ¥3,000 

P493
NR0477-001 桐山小型分留ヘッド  FR66-5-1

掛率コード：EE 掛率コード：P
NR0477-002 桐山小型分留ヘッド  FR66-5-2

P495

NR4230-001 マヨネーズ瓶・中栓付（PP キャップセット）
70mL ¥5,700 ¥6,300 

NR4230-002 マヨネーズ瓶・中栓付（PP キャップセット）
140mL ¥7,300 ¥8,000 

NR4230-003 マヨネーズ瓶・中栓付（PP キャップセット）
225mL ¥4,200 ¥4,700 

NR4230-004 マヨネーズ瓶・中栓付（PP キャップセット）
450mL ¥2,800 ¥3,150 

NR4230-005 マヨネーズ瓶・中栓付（PP キャップセット）
900mL ¥2,900 ¥3,200 

NR4230-006 マヨネーズ瓶・中栓付（PP キャップセット）
1800mL ¥3,400 ¥3,750 

NR4231-001 マヨネーズ瓶（金キャップセット）70mL ¥5,300 ¥6,000 

NR4231-002 マヨネーズ瓶（金キャップセット）140mL ¥6,300 ¥7,100 

NR4231-003 マヨネーズ瓶（金キャップセット）225mL ¥3,400 ¥4,100 

NR4231-004 マヨネーズ瓶（金キャップセット）450mL ¥2,300 ¥2,700 

NR4231-005 マヨネーズ瓶（金キャップセット）900mL ¥2,400 ¥2,800 

NR4231-006 マヨネーズ瓶（金キャップセット）1800mL ¥3,300 ¥3,600 

NR4232-001 マヨネーズ瓶用　PP キャップ 　70mL ¥1,150 ¥1,250 
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P495

NR4232-002 マヨネーズ瓶用　PP キャップ 　140mL ¥1,600 ¥1,750 

NR4232-003 マヨネーズ瓶用　PP キャップ 　225mL ¥850 ¥1,050 

NR4232-004 マヨネーズ瓶用　PP キャップ 　450mL ¥600 ¥750 

NR4232-005 マヨネーズ瓶用　PP キャップ 　900mL ¥500 ¥550 

NR4232-006 マヨネーズ瓶用　PP キャップ 　1800mL ¥300 ¥350 

NR4233-001 マヨネーズ瓶用　ポリ中栓　70mL ¥700 ¥770 

NR4233-002 マヨネーズ瓶用　ポリ中栓　140mL ¥1,000 ¥1,150 

NR4233-003 マヨネーズ瓶用　ポリ中栓　225mL ¥630 ¥690 

NR4233-004 マヨネーズ瓶用　ポリ中栓　450mL ¥400 ¥450 

NR4233-005 マヨネーズ瓶用　ポリ中栓　900mL ¥320 ¥370 

NR4233-006 マヨネーズ瓶用　ポリ中栓　1800mL ¥200 ¥220 

NR4234-001 マヨネーズ瓶用　金キャップ （ブリキ）　 70mL ¥1,500 ¥1,650 

NR4234-002 マヨネーズ瓶用　金キャップ （ブリキ）　140mL ¥1,700 ¥1,900 

NR4234-003 マヨネーズ瓶用　金キャップ （ブリキ）　225mL ¥1,000 ¥1,100 

NR4234-004 マヨネーズ瓶用　金キャップ （ブリキ）　450mL ¥600 ¥680 

NR4234-005 マヨネーズ瓶用　金キャップ （ブリキ）　900mL ¥500 ¥580 

NR4234-006 マヨネーズ瓶用　金キャップ （ブリキ）　1800mL ¥300 ¥350 

P510
NR4110-001 ６方分配活性炭槽（無臭空気供給器具） 本体 ¥24,000 ¥26,000 

NR4235-001 ９方分配活性炭槽（無臭空気供給器具） 本体 ¥56,000 ¥59,000 

P513

NR7509-006 ユニパック ® 0.04t　薄手　F-4 ¥410 ¥425 

NR7509-007 ユニパック ® 0.04t　薄手　G-4 ¥505 ¥525 

NR7509-008 ユニパック ® 0.04t　薄手　H-4 ¥665 ¥690 

NR7509-009 ユニパック ® 0.04t　薄手　I-4 ¥860 ¥895 

NR7509-010 ユニパック ® 0.04t　薄手　J-4 ¥1,020 ¥1,070 

NR7509-011 ユニパック ® 0.04t　薄手　K-4 ¥1,300 ¥1,360 

NR7509-012 ユニパック ® 0.04t　薄手　L-4 ¥1,830 ¥1,930 

NR7509-022 ユニパック ® 0.04t　薄手　J-4　大箱 ¥15,300 ¥16,000 

NR7509-023 ユニパック ® 0.04t　薄手　K-4　大箱 ¥19,500 ¥20,500 

NR7509-024 ユニパック ® 0.04t　薄手　L-4　大箱 ¥14,600 ¥15,400 

NR7510-006 ユニパック ® 0.08t　厚手　F-8 ¥690 ¥720 
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P513

NR7510-007 ユニパック ® 0.08t　厚手　G-8 ¥870 ¥905 

NR7510-008 ユニパック ® 0.08t　厚手　H-8 ¥1,180 ¥1,230 

NR7510-009 ユニパック ® 0.08t　厚手　I-8 ¥1,540 ¥1,600 

NR7510-010 ユニパック ® 0.08t　厚手　J-8 ¥1,900 ¥1,980 

NR7510-011 ユニパック ® 0.08t　厚手　K-8 ¥2,250 ¥2,370 

NR7510-012 ユニパック ® 0.08t　厚手　L-8 ¥3,200 ¥3,370 
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