ヤマト科学 2018-19 総合カタログ 正誤表
▶ 科学・産業機器/分析・計測・試験機器【Ⅰ】
ページ

2022/3/11 更新

製品名・型式または内容
P.024 カートユニット

修正箇所

正誤詳細

INDEX（数字～キ行） カ行 カートユニット

誤）337
正）137、286、337、466

P.024 INDEX 数字～キ行

カ

誤）過熱防止装置・・・・・・302
正）過熱防止装置・・・・・・302・310

P.029 パーティクルカウンター

INDEX テ～フ行 ハ行 ■パーティクルカウンター

誤）195（Ⅱ）または 195
正）637～642、195（Ⅱ）または 195、637（Ⅰ）～642（Ⅰ）

P.032 目次 レ行

冷却トラップ

誤) 冷却トラップ 237
正) 冷却トラップ 237・301

P.032 目次

ラ行

【追記】
らくらく不凍液…329

P.033 バイオクリーンベンチ
BLB

INDEX 型式（数字～D）B行 BLB

誤）BLB-1007/1307/1607/1907 バイオクリーンベンチ
正）BLB-1007/1307/1607/1917 バイオクリーンベンチ

P.035 INDEX 型式

H

誤）HE53/73 水分計（ハロゲン・赤外線）.....652
HFM02 研究開発・少量サンプル作製用 湿式微粉砕・分砕機ビーズミル.....666
正）HE53/73 水分計（ハロゲン・赤外線）.....652
HF100/200 ヒーティングブロック .....359
HFM02 研究開発・少量サンプル作製用 湿式微粉砕・分砕機ビーズミル.....666

P.036 給排気システム
LDコンバータ

INDEX 型式（D～M）L行 LDコンバータ

誤）LAC-8型 LDコンバータ
正）LDコンバータ

P.040 INDEX 型式（S～Z・その
他）

T

誤）TS101/310 過熱防止装置・・・・・・302
正）TS101/310 過熱防止装置・・・・・・302・310

P.042 器具乾燥器
DG400

ダイジェスト 器具乾燥器 DG400画像

誤）（架台 / イメージ）
正）（架台 / イメージ）※DG400に専用架台はありません

P.042 器具乾燥器
DG400/800/850

ダイジェスト 恒温・乾燥器・恒温恒湿器 器具乾燥器 DGシリー 誤）室温+5～110℃
ズ DG400/800/850 温度制御範囲
正）室温+5～70℃

P.049 純水製造装置オートスチル®
WS201/221

ダイジェスト WS221 蒸留水製造量

誤）約1.7ℓ/h
正）約1.6ℓ/h

P.050 ラボラトリーウォッシャ
AW83Z

画像下注釈

誤）（純水供給装置／オプション）
正）削除

P.051 ウォーターバス
BS601

ダイジェスト BS601 槽内容量

誤）約11ℓ
正）約12ℓ
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▶ 科学・産業機器/分析・計測・試験機器【Ⅰ】
P.060 LabBubble

製品

P.061 実験台 Pシリーズ

P.080 恒温器・乾燥器 機種選定表

2022/3/11 更新
誤）GroveBubble
正）GloveBubble

誤）スチームフレーム
正）スチールフレーム

DP410/610 掲載頁

誤）135
正）137

P.091 送風定温恒温器
■仕様 構成
DNE650/650V/670/670V
/850/850V

誤）給気口
正）吸気口

P.092 送風定温恒温器
POINT!
DNE650/650V/670/670V
/850/850V

誤）●強制送風式
正）●強制送風循環

P.092 送風定温恒温器
POINT!
DNE650/650V/670/670V
/850/850V

誤）槽内を送風循環させることで槽内分布がよく、一般的な乾燥工程に最適です。
正）槽内を送風循環させることで槽内の温度分布がよく、一般的な乾燥工程に最適です。

P.093 風速可変式恒温乾燥器
DNFシリーズ

上部アイコン

【アイコンの追加】

P.093 風速可変式恒温乾燥器
DNF911

■仕様 性能 強制送風（風速10） 温度変動

誤）1.0℃（at260℃）
正）1.6℃（at260℃）

P.093 風速可変式恒温乾燥器
DNF401/411

■仕様 性能 自然対流（風速0） 温度変動

誤）±0.8℃（at120℃）
正）1.6℃（at120℃）

P.093 風速可変式恒温乾燥器
DNF601/611

■仕様 性能 自然対流（風速0） 温度変動

誤）±0.6℃（at120℃）
正）1.2℃（at120℃）

P.095 送風低温恒温器
DN411H/611H

POINT!

誤）●強制送風式
正）●強制送風循環

P.095 送風低温恒温器
DN411H/611H

POINT!

誤）槽内を送風循環させることで槽内分布がよく、一般的な乾燥工程に最適です。
正）槽内を送風循環させることで槽内の温度分布がよく、一般的な乾燥工程に最適です。

P.95

■仕様
温度変動

誤）1.2℃（at360℃）JIS
正）±0.6℃（at360℃）JIS

送風定温恒湿器
DN411H/611H

P.100 精密恒温器(ファインオーブン） オプション 架台 OP46型
DF412/612・DH412/612

誤）③架台 OP46型（キャスター付前側2ヶストッパー付）
正）③架台 OP46型（キャスター付前側2ヶアジャスタ付）

P.100 精密恒温器(ファインオーブン） オプション 架台 OP66型
DF412/612・DH412/612

誤）④架台 OP66型（キャスター付前側2ヶストッパー付）
正）④架台 OP66型（キャスター付前側2ヶアジャスタ付）
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▶ 科学・産業機器/分析・計測・試験機器【Ⅰ】
P.101 精密恒温器（ファインオーブ
ン）
DFS710/810・
DHS710/810

■仕様 規格

2022/3/11 更新
誤）（記載ナシ）
正）棚板耐荷重：約30kg/枚

P.102 精密恒温器(ファインオーブン） オプション ⑳シリコン栓ODT52
DFS710/810・
DHS710/810

誤）DFS710/810・DHS710/810用
正）DFS710/810用

P.104 セイフティ精密恒温器（ファイン ■仕様 電源（50/60Hz） DF412S
オーブン）
DF412S/612S・
DH412S/612S

誤）単相 AC200V 11A（15A）
正）単相 AC200V 11A（15A）

P.104 セイフティ精密恒温器（ファイン ■仕様 電源（50/60Hz） DF612S
オーブン）
DF412S/612S・
DH412S/612S

誤）単相 AC200V 16A（20A）
正）単相 AC200V 16A（20A）

P.104 セイフティ精密恒温器（ファイン ■仕様 電源（50/60Hz） DH412S
オーブン）
DF412S/612S・
DH412S/612S

誤）単相AC200V 14A（20A）
正）単相 AC200V 14A（20A）

P.104 セイフティ精密恒温器（ファイン ■仕様 電源（50/60Hz） DH612S
オーブン）
DF412S/612S・
DH412S/612S

誤）単相 AC200V 20A（30A）
正）単相 AC200V 20A（30A）

P.108 送風定温乾燥器
DKS200/300

■仕様 方式

誤）送風循環式
正）強制送風循環

P.108 送風定温乾燥器
DKS200/300

■仕様 性能

誤）使用温度範囲
正）温度制御範囲

P.108 送風定温乾燥器
DKS200/300

■仕様 構成 扉

誤）耐薬品性焼付塗装
正）焼付塗装

P.109 急速加熱冷却オーブン
DKG610/610V

■仕様 電源

誤）200~220V
正）単相200~220V

P.109 急速加熱冷却オーブン
DKG650/650V

■仕様 電源

誤）230~240V
正）単相230~240V

P.109 急速加熱冷却オーブン
DKG810/810V

■仕様 電源

誤）200~220V
正）単相200~220V

P.109 急速加熱冷却オーブン
DKG850/850V

■仕様 電源

誤）230~240V
正）単相230~240V

P.109 急速加熱冷却オーブン

【販売終了】(在庫なくなり次第、販売終了）

【販売終了】
商品コード 212884 型式 DKG610
※ 後継機種:商品コード 212896 型式 DKG611 \436,000

P.109 急速加熱冷却オーブン

【販売終了】(在庫なくなり次第、販売終了）

【販売終了】
商品コード 212885 型式 DKG610V
※ 後継機種:商品コード 212897 型式 DKG611V \498,000
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P.109 急速加熱冷却オーブン

【販売終了】(在庫なくなり次第、販売終了）

【販売終了】
商品コード 212886 型式 DKG650 ※ 後継機種:なし

P.109 急速加熱冷却オーブン

【販売終了】(在庫なくなり次第、販売終了）

【販売終了】
商品コード 212887 型式 DKG650V ※ 後継機種:なし

P.109 急速加熱冷却オーブン

【販売終了】(在庫なくなり次第、販売終了）

【販売終了】
商品コード 212888 型式 DKG810
※ 後継機種:商品コード 212898 型式 DKG811 \690,000

P.109 急速加熱冷却オーブン

【販売終了】(在庫なくなり次第、販売終了）

【販売終了】
商品コード 212889 型式 DKG810V
※ 後継機種:商品コード 212899 型式 DKG811V \790,000

P.109 急速加熱冷却オーブン

【販売終了】(在庫なくなり次第、販売終了）

【販売終了】
商品コード 212890 型式 DKG850 ※ 後継機種:なし

P.109 急速加熱冷却オーブン

【販売終了】(在庫なくなり次第、販売終了）

【販売終了】
商品コード 212891 型式 DKG850V ※ 後継機種:なし

P.115 クリーンオーブン
DES830・DTS830

キャッチ

誤）省スペースタイプの大容量高精度タイプ、温度安定時クラス5、さらにオプションで常時クラス5
正）省スペースタイプの大容量高精度タイプ、温度安定時クラス100、さらにオプションで常時クラス
100

P.119 定温乾燥器

【販売終了】(在庫なくなり次第、販売終了）

【販売終了】
商品コード 212862 型式 DVS402
※ 後継機種:商品コード 212894 型式 DVS403 \176,000

P.119 定温乾燥器

【販売終了】(在庫なくなり次第、販売終了）

【販売終了】
商品コード 212863 型式 DVS602
※ 後継機種:商品コード 212895 型式 DVS603 \220,000

P.121 定温乾燥機 DX402

■仕様
性能 最高温度到達時間

誤）約60分 正）約100分

P.121 低温乾燥器 DX602

■仕様
性能 最高温度到達時間

誤）約80分 正）約110分

P.123 定温乾燥器
DXS200/300

■仕様 温度変動

誤）6.0(at210℃)JTM K05
正）6.0℃(at210℃)JIS

P.124 高温乾燥器 DR200

仕様 付属品

誤）棚板／耐荷重
正）棚板

P.124 高温乾燥器 DR200

仕様 付属品 棚板／耐荷重

誤）ステンレスパンチングメタル 2枚／15kg/枚
正）ステンレスパンチングメタル 2枚

P.125 安心器具乾燥器（フェイルセー ■仕様 規格 電源（50/60Hz）定格電流
フオーブン）
DGS400

誤）AC100V (7A)
正）AC100V 7A （10A）
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P.126 安心器具乾燥器（フェイルセー POINT!
フオーブン）
DGS400

誤）試料の詰め込みすぎ 写真
正）最下段棚板を外し底板に直接試料を置く 写真

P.126 安心器具乾燥器（フェイルセー POINT!
フオーブン）
DGS400

誤）最下段棚板を外し底板に直接試料を置く 写真
正）試料の詰め込みすぎ 写真

P.127 器具乾燥器・クリーン乾燥器

【販売終了】

【販売終了】
商品コード 211992 型式 DG400
※ 後継機種:商品コード 212141 型式 DG401 \147,000

P.127 器具乾燥器・クリーン乾燥器

【販売終了】

【販売終了】
商品コード 211993 型式 DG800
※ 後継機種:商品コード 212142 型式 DG801 \315,000

P.127 器具乾燥器・クリーン乾燥器

【販売終了】(在庫なくなり次第、販売終了）

【販売終了】
商品コード 211994 型式 DG850
※ 後継機種:商品コード 212143 型式 DG851 \460,000

P.129 オプション 恒温器・乾燥器 架 ■架台と適合機種 適合機種
台
架台型式：ON62

誤）DNE601/611/650/650V/670/670V、DKG610/610V/650/650V
正）DNE650/650V/670/670V、DKG610/610V/650/650V

P.129 オプション 恒温器・乾燥器 架 ■架台と適合機種 架台型式
台

誤）ONI
正）IHIG（固定金具付）

P.129 オプション 恒温器・乾燥器 架 ■架台と適合機種 架台型式
台
商品コード：211367

誤）\28,000
正）\40,000

P.129 オプション 恒温器・乾燥器 架 ■架台と適合機種 【行追加】
台

【追加】
架台型式：0018673/5-18673、商品コード：211554、価格：\31,000、適合機種：IH、
IG

P.129 オプション 恒温器・乾燥器 架 ■架台と適合機種 適合機種
台
架台型式：OT42

誤）DNF401/411、DNE400/401/410/411、DNF44/400/410、DN43/44/400、
DS44/400/410/401/411、DKM400、IS42/400/401、SG42/400、IC402、DKN402、
SK400/401
正）DNF401/411、DNE400/401/410/411、DNF44/400/410、DN43/44/400、
DS44/400/410/401/411、IS42/400、SG42/400、SK400/401

P.129 オプション 恒温器・乾燥器 架 ■架台と適合機種 適合機種
台
架台型式：OT62

誤）DNE600/610
正）DNE601/611

P.129 オプション 恒温器・乾燥器 架 ■架台と適合機種 適合機種
台
架台型式：OT62

誤）DNF601/611、DNE600/610、DNF64/600/610、DN63/64/600、
DS64/600/610/601/611、DKM600、IS62/600/601、SG62/600、IC602、DKN602、
SK600/601
正）DNF601/611、DNE601/611、DNF64/600/610、DN63/64/600、
DS64/600/610/601/611、IS62/600、SG62/600、SK600/601

P.129 オプション 恒温器・乾燥器 架 ■架台と適合機種 商品コード
台
架台型式：OP42

誤）415464
正）415460 【販売終了】

P.129 オプション 恒温器・乾燥器 架 ■架台と適合機種 商品コード
台
架台型式：OP62

誤）415465
正）415462 【販売終了】
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P.129 オプション 恒温器・乾燥器 架 ■架台と適合機種 商品コード
台
架台型式：OP45

誤）415466
正）415461 【販売終了】

P.129 オプション 恒温器・乾燥器 架 ■架台と適合機種 商品コード
台
架台型式：OP65

誤）415467
正）415463 【販売終了】

P.129 オプション 恒温器・乾燥器 架 ■架台と適合機種 適合機種
台
架台型式：ONW

誤）IW222/242
正）IW223/243

P.129 オプション 恒温器・乾燥器 架 ■架台と適合機種 適合機種
台
商品コード：211188

誤）DX200/300
正）DXS200/300

P.129 オプション 恒温器・乾燥器 架 ■OP42/62/45/65/43/63/46/66型架台（キャスタ/アジャ 誤）■OP42/62/45/65/43/63/46/66型架台（キャスタ/アジャスタ付き）
台
スタ付き）
正）■OP43/63/46/66型架台（キャスタ/アジャスタ付き）

P.129 オプション 恒温器・乾燥器 架 ■OP42/62/45/65/43/63/46/66型架台（キャスタ/アジャ 誤）OP45/65型（キャスタ付き）
台
スタ付き） 寸法図
正）削除

P.129 オプション 恒温器・乾燥器 架 ■OP42/62/45/65/43/63/46/66型架台（キャスタ/アジャ 誤）1046（42/45型）
台
スタ付き） 寸法図
正）削除

P.129 オプション 恒温器・乾燥器 架 ■OP42/62/45/65/43/63/46/66型架台（キャスタ/アジャ 誤）1196（62/65型）
台
スタ付き） 寸法図
正）削除

P.129 オプション 恒温器・乾燥器 架 ■OP42/62/45/65/43/63/46/66型架台（キャスタ/アジャ 誤）632（42/45型）
台
スタ付き） 寸法図
正）削除

P.129 オプション 恒温器・乾燥器 架 ■OP42/62/45/65/43/63/46/66型架台（キャスタ/アジャ 誤）782（62/65型）
台
スタ付き） 寸法図
正）削除

P.129 オプション 恒温器・乾燥器 架 ■OP42/62/45/65/43/63/46/66型架台（キャスタ/アジャ 誤）775（45・46型）
台
スタ付き） 寸法図
正）775（46型）

P.129 オプション 恒温器・乾燥器 架 ■OP42/62/45/65/43/63/46/66型架台（キャスタ/アジャ 誤）625（65・66型）
台
スタ付き） 寸法図
正）625（66型）

P.129 オプション 恒温器・乾燥器 架 ■OP42/62/45/65/43/63/46/66型架台（キャスタ/アジャ 誤）690（42・43型）
台
スタ付き） 寸法図
正）690（43型）

P.129 オプション 恒温器・乾燥器 架 ■OP42/62/45/65/43/63/46/66型架台（キャスタ/アジャ 誤）540（62・63型）
台
スタ付き） 寸法図
正）540（63型）

P.129 オプション 恒温器・乾燥器 架 ■OP42/62/45/65/43/63/46/66型架台（キャスタ/アジャ 誤）OP42/62/45/65/43/63/46/66 型
台
スタ付き） 寸法図
正）OP43/63/46/66 型
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P.129 オプション 恒温器・乾燥器 架 ■OP42/62/45/65/43/63/46/66型架台（キャスタ/アジャ 誤）415464
台
スタ付き） 表 型式：OP42
正）415460 【販売終了】

P.129 オプション 恒温器・乾燥器 架 ■OP42/62/45/65/43/63/46/66型架台（キャスタ/アジャ 誤）415465
台
スタ付き） 表 型式：OP62
正）415462 【販売終了】

P.129 オプション 恒温器・乾燥器 架 ■OP42/62/45/65/43/63/46/66型架台（キャスタ/アジャ 誤）415466
台
スタ付き） 表 型式：OP45
正）415461 【販売終了】

P.129 オプション 恒温器・乾燥器 架 ■OP42/62/45/65/43/63/46/66型架台（キャスタ/アジャ 誤）415467
台
スタ付き） 表 型式：OP65
正）415463 【販売終了】

P.131 オプション
恒温器・乾燥器

棚板
パンチング棚板 (商品コード：211098）適用型式

誤）DN410/411H/I、DF/DH410、DF/DH411/412
正）DN410/411H/I、DF/DH410、DF/DH411/412、DFS/DHS42/52

P.131 オプション
恒温器・乾燥器

棚板
パンチング棚板 (商品コード：211099）適用型式

誤）DN610/611H/I、DF/DH610、DF/DH611/612、DFS/DHS710/810
正）DN610/611H/I、DF/DH610、DF/DH611/612、DFS/DHS62/72/82/710/810

P.135 角型真空乾燥器
DP200/300

■仕様 構成 内装/外装 外装

誤）冷間圧延鋼板 メラミン樹脂焼付塗装
正）冷間圧延鋼板 焼付塗装

P.135 角型真空乾燥器
DP200/300

■仕様 コントローラ タイマ運転

誤）0分～99時間59分（タイマ分解能：1分）
正）0分～99時間59分（タイマ分解能：1分または1時間）

P.135 角型真空乾燥器
DP200/300

■仕様 コントローラ 運転運転

誤）定値運転/クイックオートストップ運転/オートスタート運転・オートストップ運転
正）定値運転/クイックオートストップ運転、オートスタート運転・オートストップ運転

P.135 角型真空乾燥器
DP200/300

■仕様 コントローラ 温度センサ

誤）熱電対（温度制御用、過昇防止器用）
正）K熱電対（温度制御用、過昇防止器用）

P.135 角型真空乾燥器
DP200/300

■仕様 安全装置 漏電ブレーカ

誤）15A 漏電・過電流保護 定格感度電流 30mA
正）15A 漏電・短絡・過電流保護 定格感度電流 30mA

P.137 角型真空乾燥器
DP410/610

■仕様 性能

誤）温度調整精度
正）温度調節精度

P.137 角型真空乾燥器
DP410/610

■仕様 構成 内装/外装 外装

誤）冷間圧延鋼板 メラミン樹脂焼付塗装
正）冷間圧延鋼板 焼付塗装

P.137 角型真空乾燥器
DP410/610

■仕様 コントローラ タイマ運転

誤）0分～99時間59分（タイマ分解能：1分）
正）0分～99時間59分（タイマ分解能：1分または1時間）

P.137 角型真空乾燥器
DP410/610

■仕様 コントローラ 温度センサ

誤）熱電対（温度制御用、過昇防止器用）
正）K熱電対（温度制御用、過昇防止器用）
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P.140 棚ヒータ式真空乾燥器
DP610HP

外観写真

誤）DP610型
正）DP610HP型

P.141 角形真空乾燥器

【販売終了】(在庫なくなり次第、販売終了）

【販売終了】
商品コード 212168 型式 ADP200
※ 後継機種:商品コード 212144 型式 ADP201 \322,000

P.141 角形真空乾燥器

【販売終了】(在庫なくなり次第、販売終了）

【販売終了】
商品コード 212169 型式 ADP300
※ 後継機種:商品コード 212145 型式 ADP301 \437,000

P.144 真空ポンプ 配管部品

■真空配管（セット）
冷却トラップを使用する場合

セットF
セットG
セットH
セットI
セットJ

P.144 真空ポンプ 配管部品

■真空配管（セット）図
■冷却トラップを使用しない場合

【追記】
■冷却トラップを使用しない場合
セットA 真空ホース（内径φ15mm) 2ｍ×1本
セットB 真空ホース（内径φ15mm) 1ｍ×1本、（内径φ25mm) 1ｍ×1本
セットC 真空ホース（内径φ15mm) 2ｍ×1本
セットD 真空ホース（内径φ25mm) 2ｍ×1本
セットE SUSフレキシブルホース 1.5ｍ×1本

P.144 真空ポンプ 配管部品

■真空配管（セット）図
■冷却トラップを使用する場合（水分を含んだ試料を乾燥させ
る場合）

誤）■冷却トラップを使用する場合（水分を含んだ試料を乾燥させる場合）真空ホース:長さ2ｍ
SUSフレキシブルホース:長さ1.5m
正）■冷却トラップを使用する場合（水分を含んだ試料を乾燥させる場合）
セットF 真空ホース（内径φ15mm) 2ｍ×2本
セットG 真空ホース（内径φ15mm) 2ｍ×1本、真空ホース（内径φ15mm) 1ｍ×1本、真空
ホース（内径φ25mm) 1ｍ×1本
セットH 真空ホース（内径φ15mm) 2ｍ×2本
セットI 真空ホース（内径φ15mm) 2ｍ×1本、真空ホース（内径φ15mm) 1ｍ×1本、真空
ホース（内径φ25mm) 1ｍ×1本
セットJ 真空ホース（内径φ15mm) 2ｍ×2本

P.145 低温恒温恒湿器
IX110/210/410/810

■仕様

誤）（方式抜け）
正）方式：平衡調温調湿方式

P.146 低温恒温恒湿器
IX110/210/410/810

POINT! 温湿度制御可能範囲図

誤）相対温度［%rh］
正）相対湿度［%rh］

P.146 低温恒温恒湿器
IX110/210/410/810

オプション
価格（2020年4月～価格改定）

誤）
① 連続給水（減圧弁付 純水圧0.05Mpa以上） ¥68,000
② 連続給水 （減圧弁なし 純水圧0.03Mpa） ¥60,000
正）
① 連続給水（減圧弁付 純水圧0.05Mpa以上） ¥170,000
② 連続給水 （減圧弁なし 純水圧0.03Mpa） ¥160,000

P.146 低温恒温恒湿器
IX110/210/410/810

オプション(画像）
③, ④記録計

誤）④画像
正）https://www.yamato-net.co.jp/product/option/detail/1627

P.147 恒温恒湿器
IH401・IG401/421

■仕様 構成 外装

誤）防錆処理冷間圧延鋼板（メラミン樹脂焼付塗装）
正）防錆処理冷間圧延鋼板（焼付塗装）

P.148 恒温恒湿器
IH401・IG401/421

温湿度制御可能範囲図

誤）相対温度［%rh］
正）相対湿度［%rh］

8 / 65 ページ

242506
242507
242508
242509
242510

誤）\12,000
誤）\34,000
誤）\25,000
誤）\47,000
誤）\38,000

正）\23,000
正）\43,000
正）\36,000
正）\56,000
正）\49,000
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P.148 恒温恒湿器
IG401/421

温湿度制御可能範囲図

2022/3/11 更新
誤）

正）

P.148 恒温恒湿器
IH401・IG401/421

オプション
価格（2020年4月～価格改定）

誤）
⑤ 記録計出力端子 温度T熱電対、湿度1-5VDC ¥140,000
⑥ 試料電源制御端子 ¥120,000
⑦ 通信機能 RS-232C ケーブル別途 ¥165,000
⑧ 通信機能 RS-485 ケーブル別途 ¥165,000
⑨ 通信機能 GPIB ケーブル別途 ¥165,000
正）
⑤ 記録計出力端子 温度T熱電対、湿度1-5VDC ¥160,000
⑥ 試料電源制御端子 ¥140,000
⑦ 通信機能 RS-232C ケーブル別途 ¥185,000
⑧ 通信機能 RS-485 ケーブル別途 ¥185,000
⑨ 通信機能 GPIB ケーブル別途 ¥185,000

P.149 小型恒温恒湿器
IW223/243

■仕様 構成 外装

誤）防錆処理冷間圧延鋼板（メラミン樹脂焼付塗装）
正）防錆処理冷間圧延鋼板（焼付塗装）

P.150 小型恒温恒湿器
IW223/243

温湿度制御可能範囲図

誤）相対温度［%rh］
正）相対湿度［%rh］

P.150 小型恒温恒湿器
IW223/243

オプション
価格（2020年4月～価格改定）

誤）
⑩ 信号ケーブル 2m 湿度用 \2,500
⑮ 連続給水加工 減圧弁なし ¥131,000
⑯ 天井部ケーブル孔取付 φ25mm ¥80,000
正）
⑩ 信号ケーブル 2m 湿度用 \4,500
⑮ 連続給水加工 減圧弁なし ¥205,000
⑯ 天井部ケーブル孔取付 φ25mm ¥40,000

P.153 電気炉 FOシリーズ

■仕様 規格 内寸法（幅×奥行×高さmm）
FO100

誤）100×150×100
正）100×150×105

P.153 電気炉 FOシリーズ

■仕様 規格 内寸法（幅×奥行×高さmm）
FO200

誤）100×250×150
正）100×250×155

P.153 電気炉 FOシリーズ

■仕様 規格 内寸法（幅×奥行×高さmm）
FO300/310

誤）200×250×150
正）200×250×155
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P.153 電気炉 FOシリーズ

■仕様 規格 内寸法（幅×奥行×高さmm）
FO410

誤）200×300×150
正）200×300×155

P.153 電気炉 FOシリーズ

■仕様 規格 内寸法（幅×奥行×高さmm）
FO510

誤）300×250×150
正）300×250×155

P.153 電気炉 FOシリーズ

■仕様 規格 内寸法（幅×奥行×高さmm）
FO610

誤）250×350×200
正）250×350×205

P.153 電気炉 FOシリーズ

■仕様 規格 内寸法（幅×奥行×高さmm）
FO710

誤）270×350×250
正）270×350×255

P.153 電気炉 FOシリーズ

■仕様 規格 内寸法（幅×奥行×高さmm）
FO810

誤）300×400×250
正）300×400×255

P.153 電気炉 FOシリーズ
FO100

■仕様 規格 電源 定格電流（50/60Hz)

誤）10A/15A
正）11A（15A)

P.153 電気炉 FOシリーズ
FO200

■仕様 規格 電源 定格電流（50/60Hz)

誤）16A/20A
正）16A（20A)

P.153 電気炉 FOシリーズ
FO300

■仕様 規格 電源 定格電流（50/60Hz)

誤）21A/30A
正）21A（30A)

P.153 電気炉 FOシリーズ
FO310

■仕様 規格 電源 定格電流（50/60Hz)

誤）11A/20A
正）11A（20A)

P.153 電気炉 FOシリーズ
FO410

■仕様 規格 電源 定格電流（50/60Hz)

誤）12A/20A
正）12A（20A)

P.153 電気炉 FOシリーズ
FO510

■仕様 規格 電源 定格電流（50/60Hz)

誤）13.5A/20A
正）13.5A（20A)

P.153 電気炉 FOシリーズ
FO610

■仕様 規格 電源 定格電流（50/60Hz)

誤）16A/20A
正）16A（20A)

P.153 電気炉 FOシリーズ
FO710

■仕様 規格 電源 定格電流（50/60Hz)

誤）18.5A/30A
正）16A（20A)

P.153 電気炉 FOシリーズ
FO810

■仕様 規格 電源 定格電流（50/60Hz)

誤）21A/30A
正）21A（30A)

P.153 電気炉
FOシリーズ

■仕様
コントローラ タイマ

誤）オートスタート、クイックオートストップ
正）オートスタート、オートストップ、クイックオートストップ
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P.153 電気炉
FOシリーズ

■仕様 付属品

誤）排気口キャップ1個
正）排気口キャップ1個、温度ヒューズ1個

P.155 マッフル炉
FP102/302/312/412

FP102型/FP312型本体画像下 追記

正）流量計はオプションです

P.156 マッフル炉
FP102/302/312/412

オプション欄下

誤）No.①～⑫ 本体注文時にご指定ください。
正）No.③～⑫ 本体注文時にご指定ください。

P.156 マッフル炉
FP102/302/312/412

FP412型本体画像下 追記

正）流量計はオプションです

P.156 マッフル炉
FP102/302/312/412

オプション
⑬試料トレー OFP66 型式

誤）試料トレー OFP66
正）試料トレー OFP22

P.167 高温炉 関連商品
■燃焼ボード

価格改定（2019年8月19日～）

214228 幅6×高さ4×長さ30mm 誤）¥7,400 正）¥8,000
214229 幅14×高さ12×長さ140mm 誤）¥7,100 正）¥7,800
214230 幅15×高さ13×長さ90mm 誤）¥18,000 正）¥19,500

P.167 高温炉 関連商品
■炉床板

価格改定（2019年8月19日～）

214239 100角×2.5ｔ 誤）¥2,100 正）¥2,400

P.167 高温炉 関連商品
■るつぼ るつぼ

価格改定（2019年8月19日～）

214204
214205
214206
214207
214208

外径46×高さ36mm
外径54×高さ43mm
外径66×高さ54mm
外径73×高さ59mm
外径88×高さ72mm

P.167 高温炉 関連商品
■るつぼ るつぼフタ

価格改定（2019年8月19日～）

214209
214210
214211
214212
214213

B1用
B2用
B3用
B4用
B5用

P.172 自動消化装置付きオーブン
C-144

仕様 コントローラ

誤）定置運転
正）定値運転

P.176 回転テーブル付オーブン
C-183

仕様 温度変動

誤）±1.0℃（at210℃）
正）2.0℃（at210℃）

P.179 クリーンオーブン
C-141

仕様 外寸法

誤）本体：幅630×奥行1020/1332×高さ800mm
ラック搭載2段積み：幅720×奥行1020/1332×高さ1820mm
正）本体：幅630×奥行1020/1332※×高さ800mm
ラック搭載2段積み：幅720×奥行1020/1332※×高さ1820mm

P.179 クリーンオーブン
C-141

仕様 欄外

【追記】
※排気ダクト付の寸法
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誤）¥1,100
誤）¥1,900
誤）¥2,700
誤）¥4,200
誤）¥4,700

正）¥1,200
正）¥2,200
正）¥3,000
正）¥4,400
正）¥5,200

誤）¥700 正）¥800
誤）¥1,100 正）¥1,200
誤）¥1,300 正）¥1,500
誤）¥1,900 正）¥2,200
誤）¥2,100 正）¥2,400
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P.181 低酸素オーブン
C-182

特徴

誤）●低酸素濃度仕様：MAX10ppm対応
正）削除

P.181 低酸素オーブン
C-182

仕様 型式

誤）C-157
正）C-182

P.181 イナートオーブン
C-188

仕様 温度変動

誤）±0.6℃（at 360℃）
正）1.2℃（at 360℃）

P.196 小型プラズマ装置
■特徴（3段目）
PR200/300/301（高周波プ
ラズマ装置）

誤）同調、オートチューニングの為、操作が簡単です。（PR200型）
正）同調、オートチューニングのため、操作が簡単です。（PR200型）

P.196 小型プラズマ装置
■特徴（6段目）
PR200/300/301（高周波プ
ラズマ装置）

誤）同調、オートチューニング（PR200型）
正）削除 ※二重表記

P.196 小型プラズマ装置
■仕様 電源（50/60Hz） PR200
PR200/300/301（高周波プ
ラズマ装置）

誤）AC100V 15A
正）AC100V 14A（15A）

P.196 小型プラズマ装置 PR200

オプション
価格改定（2019年7月～）

④ 242058 OMT-050A 誤）¥10,900 正）¥12,600

P.197 小型プラズマ装置
PM100（低周波プラズマ装
置）

■特徴

誤）バレル型で等方性の為、チャンバ全体にプラズマが発生します。
正）バレル型で等方性のため、チャンバ全体にプラズマが発生します。

P.201

■仕様 真空ポンプ PB1000SN

誤）約1000～ℓ/min
正）約1000ℓ～/min

P.211 低温恒温器
IN604/604W/804

製品特徴

誤）フロン規制に対応したIN604/604W型は、冷媒Ｒ134aを採用しています。
正）削除

P.211 低温恒温器 IN604

■仕様 規格 電源定格電流

誤）AC100V 10A（15A）
正）AC100V 13A（15A）

P.211 低温恒温器 IN604W

■仕様 規格 電源定格電流

誤）AC100V 12A（15A）
正）AC100V 14A（15A）

P.211 低温恒温器 IN804

■仕様 規格 電源定格電流

誤）AC100V 12A（15A）
正）AC100V 14A（15A）

P.212 低温恒温器
IN604/604W/804

オプション ④棚板（1枚・棚受2本付き）ステンレスワイヤ 耐荷
重20kg 商品コード

誤）213464
正）212918

P.212 低温恒温器
IN604/604W/804

オプション

【追記】
⑬棚板（1枚・棚受2本付き）ステンレスワイヤ 耐荷重20kg IN604(W)用
211898 \14,000

プラズマアッシャ
PB600/1000SN
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P.212 低温恒温器
IN604/604W/804

オプション
⑥ 外部通信用アダプタ

誤）外部通信用アダプタ（RS-232C変換）
正）外部通信用アダプタ（USB変換）

P.215 低温恒温器
IQ822

オプション ②棚板（1枚・棚受2本付き）ステンレスワイヤ 耐
荷重20kg 商品コード

誤）212918
正）211898

P.216 低温恒温器/恒温器
INC820

オプション ②下段槽用棚板（1枚・棚受2本付き）ステンレスワ 誤）212918
イヤ 耐荷重20kg 商品コード
正）211898

P.217 低温恒温器 IL603

■仕様
性能 温度調節制度/温度変動

誤）JTM K05 1.0℃／JIS 3.0℃（at 37℃冷凍機サイクル運転時）
正）JTM K05 ±1.0℃／JIS 3.0℃（at 37℃冷凍機サイクル運転時）

P.221 低温恒温器 IJ101/101W

■仕様
規格 棚板段数/棚板耐荷重

誤）7段/約15kg
正）7段/約5kg

P.221 低温恒温器 IJ201

■仕様
規格 棚板段数/棚板耐荷重

誤）8段/約15kg
正）8段/約10kg

P.221 低温恒温器 IJ300

■仕様
規格 棚板段数/棚板耐荷重

誤）10段/約15kg
正）10段/約10kg

P.221 低温恒温器
IJ101

【販売終了】

【販売終了】
商品コード 221164 型式 IJ101
※ 後継機種:商品コード 221267 型式 IJ102

P.221 低温恒温器
IJ101W

【販売終了】(在庫なくなり次第、販売終了）

【販売終了】
商品コード 221185 型式 IJ101W
※ 後継機種:商品コード 221268 型式 IJ102W

P.221 低温恒温器
IJ201

【販売終了】

【販売終了】
商品コード 221158 型式 IJ201
※ 後継機種:商品コード 221269 型式 IJ202

P.222 低温恒温器
IJ101/101W/201/300

オプション
①棚板（1枚・棚受2本付き）ステンレスパンチングメタル
（IJ101/101W共用）

誤）耐荷重15kg
正）耐荷重5kg

P.222 低温恒温器
IJ101/101W/201/300

オプション
② 棚板（1枚・棚受2本付き）ステンレスパンチングメタル
（IJ201用）

誤）耐荷重15kg
正）耐荷重10kg

P.222 低温恒温器
IJ101/101W/201/300

オプション
③ 棚板（1枚・棚受2本付き）ステンレスパンチングメタル
（IJ300/300W共用）

誤）耐荷重15kg
正）耐荷重10kg

P.222 低温恒温器
IJ101/101W/201/300

オプション欄下 【追加】

【追加】
No.⑩~⑭, ⑱~⑳ 本体ご注文時にご指定ください。

P.223 恒温器（インキュベータ）
IS401/601/801/901

ISシリーズ 特徴

誤）●操作が容易な定置運転、クイックオートストップ運転、オートストップ運転、オートスタート運転
が可能です。
正）●操作が容易な定値運転、クイックオートストップ運転、オートストップ運転、オートスタート運転
が可能です。
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P.223 恒温器
IS401/60/801/901

保証延長

誤）2年間保証
正）3年間保証

P.223 恒温器
IS401

【販売終了】

【販売終了】
商品コード 212551 型式 IS401
※ 後継機種:商品コード 212555 型式 IS402

P.223 恒温器
IS601

【販売終了】

【販売終了】
商品コード 212552 型式 IS402
※ 後継機種:商品コード 212556 型式 IS602

P.223 恒温器
IS801

【販売終了】

【販売終了】
商品コード 212553 型式 IS801
※ 後継機種:商品コード 212557 型式 IS802

P.223 恒温器
IS901

【販売終了】

【販売終了】
商品コード 212554 型式 IS901
※ 後継機種:商品コード 212558 型式 IS902

P.224 恒温器
IS401/601/801/901

オプション

【追記】
棚板（1枚・棚受2本付き）ステンレスワイヤ OIL22型 IS601/801用
213464 \14,000

P.225 恒温器
IC402/602/802

オプション

【追記】
棚板（1枚・棚受2本付き）ステンレスワイヤ OIL22型 IC602/802用
213464 \14,000

P.225 恒温器（インキュベータ）
IC402/602/802

オプション

誤）④ 棚板（1枚・棚受2本付き）ODK88型（402用）
正）④ 棚板（1枚・棚受2本付き）（402用）

P.225 恒温器（インキュベータ）
IC402/602/802

オプション

誤）⑤棚板（1枚・棚受2本付き）ODK22型（602/802用）
正）⑤棚板（1枚・棚受2本付き）（602/802用）

P.225 恒温器 IC402/602/802

オプション 欄外

誤）上記⑤～⑦本体注文時にご指定ください。
正）上記⑦～⑩本体注文時にご指定ください。

P.226 恒温器（インキュベータ）
ICL310A/310B

内槽 写真

誤）IC402型
正）ICL310B型

P.227 恒温器 ICS200/300

仕様 コントローラ センサ

誤）白金測温抵抗体Pt100Ω
正）K熱電対

P.227 恒温器 ICS200/300

■仕様 方式

誤）エアジャケット方式
正）エアジャケット自然対流

P.229 CO2インキュベータ
IP600

特徴 ※印

誤）※下記、試験データをご参照ください。

P.229 CO2インキュベータ
IP600

■仕様 規格

正）※試験データ(P.231)をご参照ください。

誤）棚受寸法/段数
正）棚板寸法/段数
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P.230 CO2インキュベータ
BNA600

■仕様 性能 CO2濃度調節精度

誤）±0.1℃
正）0.2％

P.230 CO2インキュベータ
BNA600

■仕様 電源

誤）AC100V（15A）
正）AC100V 4.4A（15A）

P.232 CO2インキュベータ
IP600/BNA600

オプション ④加湿バット（ステンレス製）

誤）OIP34
正）OBN14

P.232 CO2インキュベータ
IP600/BNA600

オプション ⑫加湿バット用防腐剤

誤）OBN24
正）OBN34

P.232 概要 IP600&BNA600

POINT!
扉30秒開放後の復帰性能

誤）扉30秒開放後の復帰性能
正）扉30秒開放後の復帰性能（参考データ）

P.232 概要 IP600&BNA600

POINT!
扉30秒開放後の復帰性能
湿度復帰時間 (グラフ)

グラフ差し替え
●湿度復帰特性(扉開放3 0 秒)
100

90

湿度(％ ）

80

70

60

IP600

BNA600

50

40
-5

0

5

10

15

時間(分)

安定時湿度-5％まで戻る時間
ＩＰ600
約25分
BNA600 約22分

P.232 概要 IP600&BNA600

POINT!
扉30秒開放後の復帰性能 (表)

誤）湿度90％復帰時間
正）湿度復帰時間※
※安定時の湿度より-5％に到達するまでの時間

P.232 概要 IP600&BNA600

POINT!
扉30秒開放後の復帰性能 (表)
湿度復帰時間 IP600

誤）約16分
正）約25分

P.232 概要 IP600&BNA600

POINT!
扉30秒開放後の復帰性能 (表)
湿度復帰時間 BNA600

誤）約16分10秒
正）約22分

P.236 フリーズドライヤ
DC401/801

オプション ⑪血清ビン（バイアルビン）

誤）⑪血清ビン（バイアルビン）※（ゴム栓付き）
正）⑪血清ビン（バイアルビン）※1（ゴム栓付き）

P.236 フリーズドライヤ
DC401/801

オプション ⑫血清ビン（バイアルビン）

誤）⑫血清ビン（バイアルビン）※（ゴム栓付き）
正）⑫血清ビン（バイアルビン）※1（ゴム栓付き）

P.236 フリーズドライヤ
DC401/801

オプション ⑬血清ビン（バイアルビン）

誤）⑬血清ビン（バイアルビン）※（ゴム栓付き）
正）⑬血清ビン（バイアルビン）※1（ゴム栓付き）
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P.236 フリーズドライヤ
DC401/801

オプション ㉗マイクロチューブホルダー

誤）㉗マイクロチューブホルダー※
正）㉗マイクロチューブホルダー※2

P.236 フリーズドライヤ
DC401/801

オプション 欄外

誤）※ドライチャンバーと組合せてご使用ください。
正）※1 ドライチャンバーと組合せてご使用ください。

P.236 フリーズドライヤ
DC401/801

オプション 欄外

【追記】
正）※2 乾燥フラスコと組合せてご使用ください。

P.236 フリーズドライヤ
DC401/801

オプション 取合系統図

誤）㉗TS29ナスフラスコ（オス）用アダプタ
正）㉒TS29ナスフラスコ（オス）用アダプタ

P.237 冷却トラップ CA301/801

オプション画像 ガラスコンデンサ

誤）画像左上①
正）削除

P.242 ラボ用乾熱滅菌器
SK401/601/801/811

■オプション 価格
⑩ケーブル孔 径25mm ODK32 281121

誤）\11,200
正）\12,800

P.242 ラボ用乾熱滅菌器
SK401/601/801/811

■オプション 価格
⑩ケーブル孔 径50mm ODK34 281122

誤）\11,200
正）\16,800

P.245 ラボ用オートクレーブ
ST201/301/501/511

特徴

誤）1分～999時間までの時間設定ができ、プレッシャークッカーとしての
連続運転にも使用できます。
正）削除

P.248 ラボ用オートクレーブ
低床タイプ（SQ500/510型）
SN200/210/300/310/500
/510

誤）低床タイプ（SQ500/510型）
●滅菌物の出し入れが容易な高さです。（図）
正）削除（SQシリーズの特長で、SNシリーズでは該当しない為）

P.250 ラボ用オートクレーブ
SQ500/510

■オプション

【販売終了】
④カスト OSR-60 241098

P.251 大型オートクレーブ（ラボ用）
HVA-85LB/110LB（ラボ
用）

外観写真

誤）78ℓ
正）85ℓ

P.251 大型オートクレーブ（ラボ用）
HVA-85LB/110LB（ラボ
用）

外観写真

誤）85ℓ
正）110ℓ

P.258 純水製造装置 蒸留高純水製 概要 純水製造装置 ■主な製品と用途 採取方式 WGH201 誤）イオン交換→蒸留→高純度カートリッジ→ろ過
造装置オートスチル®
正）イオン交換→蒸留→イオン交換→高純度カートリッジ→ろ過
WGH201

P.258 概要 純水製造装置

■主な製品と用途
オートスチル WG204
用途例（JIS K 0557による）A4 高感度微量分析

【追記】
黄色○（蒸留水）
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P.258 概要 純水製造装置

■主な製品と用途

誤）用途例（JIS K O557による）
正）用途例（JIS K 0557による）

P.259 純水製造装置オートスチル®
WS201/221

選定一覧 純水製造装置 機種一覧 ■オートスチル®シリーズ
蒸留水製造量

誤）1.7（WS221）
正）1.6

P.259 純水製造装置 蒸留高純水製 選定一覧 純水製造装置 機種一覧 ■オートスチル®シリーズ
造装置オートスチル®
採取方式 WGH201
WGH201

誤）イオン交換→蒸留→高純度カートリッジ→ろ過
正）イオン交換→蒸留→イオン交換→高純度カートリッジ→ろ過

P.259 概要 純水製造装置

誤）3/5ℓ/h
正）3ℓ/h

機種一覧 ■オートピュア/ピュアラインシリーズ WEX3NUV
イオン交換水採取量（約ℓ/min)

P.261 純水製造装置 蒸留高純水製 消耗品 純水製造装置 純水カートリッジ 種類 CPC-H型 適合 誤）CPC-Nを3～5回交換するまで
造装置オートスチル®
機種 WGH201 標準交換頻度Total採水量
正）CPC-Sを3～5回交換するまで
WGH201

P.263 純水製造装置 蒸留高純水製 ■仕様 方式・性能 採水方式
造装置オートスチル®
WGH201

誤）タンク⇒高純度カートリッジ
正）タンク⇒イオン交換⇒高純度カートリッジ

P.263 純水製造装置 蒸留高純水製 純水製造装置 蒸留高純水製造装置オートスチル®
造装置オートスチル®
WGH201 特徴
WGH201

誤）蒸留高純水（比抵抗18MΩ･cm以上）が差異水出来ます。
前処理カートリッジ→イオン交換→蒸留→高純度カートリッジ→ろ過
正）蒸留高純水（比抵抗18MΩ･cm以上）が差異水出来ます。
前処理カートリッジ→イオン交換→蒸留→イオン交換→高純度カートリッジ→ろ過

P.263 純水製造装置 蒸留高純水製 ■仕様 規格 外寸法
造装置オートスチル®
WGH201

誤）外寸法※5
正）外寸法※5/重さ

P.263 純水製造装置 蒸留高純水製 ■仕様 規格 外寸法※5
造装置オートスチル®
WGH201

誤）幅600×奥行660×高さ775mm
正）幅600×奥行660×高さ775mm/約75kg（但し、乾燥時）

P.264 蒸留高純水製造装置オートス
チル®
WGH201

誤）OWI10（253221）
正）OWI11（253221）

オプション ⑥排水トラップ

P.264 純水製造装置 蒸留高純水製 水質分析例 採水/イオン交換水 電気伝導率
造装置オートスチル®
WGH201

誤）0.0055
正）0.0056

P.264 純水製造装置 蒸留高純水製 水質分析例 採水/イオン交換水 全有機体炭素
造装置オートスチル®
WGH201

誤）4
正）0.011

P.264 純水製造装置 蒸留高純水製 水質分析例 採水/イオン交換水 亜鉛
造装置オートスチル®
WGH201

誤）<0.01
正）<0.1

P.264 純水製造装置 蒸留高純水製 水質分析例 採水/イオン交換水 シリカ
造装置オートスチル®
WGH201

誤）<1.0
正）<0.1

P.264 純水製造装置 蒸留高純水製 水質分析例 採水/イオン交換水 塩化物イオン
造装置オートスチル®
WGH201

誤）<0.1
正）<0.5
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P.264 純水製造装置 蒸留高純水製 水質分析例 採水/イオン交換水 硫酸イオン
造装置オートスチル®
WGH201

誤）<0.1
正）<0.5

P.264 純水製造装置 蒸留高純水製 蒸留高純水参考分析データ 項目
造装置オートスチル®
WGH201

誤）値
正）値（PPT）

P.264 純水製造装置 蒸留高純水製 蒸留高純水参考分析データ 単位
造装置オートスチル®
WGH201

誤）μｇ/ℓ
正）【単位削除】

P.264 純水製造装置 蒸留高純水製 蒸留高純水参考分析データ Na
造装置オートスチル®
WGH201

誤）0.012
正）2.6

P.264 純水製造装置 蒸留高純水製 蒸留高純水参考分析データ Mg
造装置オートスチル®
WGH201

誤）0.001
正）1.8

P.264 純水製造装置 蒸留高純水製 蒸留高純水参考分析データ Al
造装置オートスチル®
WGH201

誤）0.004
正）1.8

P.264 純水製造装置 蒸留高純水製 蒸留高純水参考分析データ K
造装置オートスチル®
WGH201

誤）0.010
正）【値なし】

P.264 純水製造装置 蒸留高純水製 蒸留高純水参考分析データ Ca
造装置オートスチル®
WGH201

誤）0.034
正）6.9

P.264 純水製造装置 蒸留高純水製 蒸留高純水参考分析データ Cr
造装置オートスチル®
WGH201

誤）0.001
正）1.1

P.264 純水製造装置 蒸留高純水製 蒸留高純水参考分析データ Fe
造装置オートスチル®
WGH201

誤）0.003
正）4.8

P.264 純水製造装置 蒸留高純水製 蒸留高純水参考分析データ Ni
造装置オートスチル®
WGH201

誤）0.001
正）0.3

P.264 純水製造装置 蒸留高純水製 蒸留高純水参考分析データ Cu
造装置オートスチル®
WGH201

誤）0.002
正）1.8

P.264 純水製造装置 蒸留高純水製 蒸留高純水参考分析データ Zn
造装置オートスチル®
WGH201

誤）0.006
正）1.3

P.264 純水製造装置 蒸留高純水製 蒸留高純水参考分析データ 生菌数
造装置オートスチル®
WGH201

誤）0
正）【値なし】

P.264 純水製造装置 蒸留高純水製 蒸留高純水参考分析データ 生菌数
造装置オートスチル®
WGH201

誤）※2
正）【削除】
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P.264 純水製造装置 蒸留高純水製 蒸留高純水参考分析データ 欄外※2
造装置オートスチル®
WGH201

誤）※2 JIS K 0550による測定
正）【削除】

P.264 純水製造装置 蒸留高純水製 POINT!
造装置オートスチル®
WGH201

誤）④イオン交換樹脂カートリッジ CPC-N
正）④イオン交換樹脂カートリッジ CPC-S

P.264 蒸留高純水製造装置オートス
チル®
WGH201

水質分析例
全有機体炭素（TOC)

誤）μｇ/ℓ
正）mg/ℓ

P.265 純水製造装置オートスチル
WG251

【販売終了】（在庫なくなり次第、販売終了）

【販売終了】
商品コード 253152 型式 WG251
※ 後継機種:商品コード 253165 型式 WG252

P.265 純水製造装置オートスチル
WG1001

【販売終了】（在庫なくなり次第、販売終了）

【販売終了】
商品コード 253153 型式 WG1001
※ 後継機種:商品コード 253168 型式 WG1012

P.266 純水製造装置オートスチル®
WG251/1001

オプション ⑧排水トラップ（WG251用）

誤）OWI10（253221）
正）OWI11（253221）

P.266 純水製造装置オートスチル®
WG251/1001

オプション ⑨排水トラップ（WG1001用）

誤）OWI20（253212）
正）OWI21（253222）

P.266 純水製造装置オートスチル
WG251/1001

オプション写真下

誤）⑧排水トラップOWI10＋①架台AS250
正）⑧排水トラップOWI11＋①架台AS250

P.266 純水製造装置オートスチル®
WG251/1001

水質分析例

誤）WG250
正）WG251

P.266 純水製造装置オートスチル®
WG251/1001

水質分析例

誤）WG1000
正）WG1001

P.266 純水製造装置オートスチル
WG251/1001

ブロックダイヤグラム

ダイヤグラム図差換え
正）

P.266 純水製造装置オートスチル
WG251/1001

オプション 原水用減圧弁 モデルチェンジ

【販売終了】原水用減圧弁OWG42 （253769）定価 ¥13,000
【後継】 原水用減圧弁OWG48（253772）定価 ¥17,000

P.267 純水製造装置オートスチル®
WG204

オプション ⑥排水トラップ

誤）OWI10（253221）
正）OWI11（253221）

P.267 純水製造装置オートスチル
WG204

オプション 原水用減圧弁 モデルチェンジ

【販売終了】原水用減圧弁OWG42 （253769）定価 ¥13,000
【後継】 原水用減圧弁OWG48（253772）定価 ¥17,000
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P.267 純水製造装置オートスチル
WG204

【販売終了】（在庫なくなり次第、販売終了）

【販売終了】
商品コード 253154 型式 WG204
※ 後継機種:商品コード 253164 型式 WG205

P.268 純水製造装置オートスチル®
WS201/221

■仕様 方式・性能 原水圧力使用範囲

誤）0.5～5×100kPa (0.5～5kg/cm2)
正）1.0～3.0×100 kPa（1～3 kgf/cm2）

P.268 純水製造装置オートスチル®
WS201/221

蒸留能力

誤）1.6ℓ/h/1.7ℓ/h（WS201/221）
正）1.6ℓ/h

P.268 純水製造装置オートスチル®
WS201/221

■仕様 方式・性能 蒸留水製造量

誤）約1.7ℓ/h
正）約1.6ℓ/h

P.268 純水製造装置オートスチル®
WS201/221

■仕様 方式・性能 原水圧力使用範囲

誤）0.5～5×100kPa (0.5～5kg/cm2)
正）1.0～3.0×100 kPa（1～3 kgf/cm2）

P.268 純水製造装置オートスチル®
WS201/221

オプション ③排水トラップ

誤）OWI10（253221）
正）OWI11（253221）

P.268 純水製造装置オートスチル®
WS201/221

■仕様 規格 外寸法

誤）幅500×奥行400×高さ974mm
正）幅500×奥行400×高さ975mm

P.269 純水製造装置オートスチル®
WG511/711

■仕様 方式・性能 水質レベル 蒸留水 WG511/711

誤）JIS K0557 A1規格準拠※2
正）JIS K0557 A4規格準拠※2

P.269 純水製造装置オートスチル®
WG511/711

■仕様 欄外

誤）（記載ナシ）
正） 電源プラグは付属しません。電源コードの長さは器外約2mです。電源欄の（ ）はブレーカ
容量および電源設備容量です。

P.270 純水製造装置オートスチル
WG511/711

オプション

誤）①採水口ホース継手セット（採水口の2ｍ延長）
正）①採水口ホース継手セット（採水口から1ｍ延長）

P.270 純水製造装置オートスチル
WG511/711

オプション 原水用減圧弁 モデルチェンジ

【販売終了】原水用減圧弁OWG42 （253769）定価 ¥13,000
【後継】 原水用減圧弁OWG48（253772）定価 ¥17,000

P.272 純水製造装置オートスチル®
WA511/711/731

オプション ③採取口ホース継手セット

誤）③採取口ホース継手セット（採水口より2m延長）OWF

P.272 純水製造装置オートスチル®
WA511/711/731

オプション

P.272 純水製造装置オートスチル®
WA511/711/731

正）③採取口ホース継手セット（採水口より2m延長）OWF10

消耗品

誤）（記載ナシ）
正）追加
⑧原水用減圧弁
⑨殺菌灯
⑩原水圧力計
⑪軟水カートリッジユニット
⑫外部警報出力端子

OWG42
OWG66
OWA48
OWA50
OWA52

253769 ￥13,000
253226 ￥90,000
253209 ￥9,400
253210 ￥30,000
253219 ￥17,600

誤）（記載ナシ）
正）追加
⑤軟水樹脂カートリッジ（OWA50用）OWA30 OWA30 ￥23,800
⑥殺菌灯用ＵＶランプ（OWG22用）OWG28 253773 \ 31,000
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P.272 純水製造装置オートスチル
WA511/711/731

オプション ④高純度カートリッジ CPC-H CPCNS30011
￥44,900

消耗品へ移動
正）消耗品 ④高純度カートリッジ CPC-H CPCNS30011 ￥44,900

P.272 純水製造装置オートスチル
WA511/711/731

構造

誤）②イオン交換樹脂カートリッジ CPC-N
正）②イオン交換樹脂カートリッジ CPC-H

P.272 純水製造装置オートスチル
WA511/711/731

オプション一覧表

誤）④高純度カートリッジ CPC-H
正）④イオン交換樹脂カートリッジ CPC-N

P.272 純水製造装置オートスチル
WA511/711/731

消耗品一覧表

誤）②イオン交換樹脂カートリッジ CPC-N
正）②高純度カートリッジ CPC-H

P.272 純水製造装置オートスチル
WA511/711/731

オプション

誤）①採水口ホース継手セット（採水口より2ｍ延長）
正）①採水口ホース継手セット（採水口から1ｍ延長）

P.272 純水製造装置オートスチル
WA511/711/731

オプション 原水用減圧弁 モデルチェンジ

【販売終了】原水用減圧弁OWG42 （253769）定価 ¥13,000
【後継】 原水用減圧弁OWG48（253772）定価 ¥17,000

P.273 純水製造装置オートスチル®
シリーズ

オプション ●排水トラップ

誤）OWI10（253221）
正）OWI11（253221）

P.273 純水製造装置オートスチル®
シリーズ

オプション ●排水トラップ

誤）OWI20（253212）
正）OWI21（253222）

P.273 オプション・消耗品
（オートスチル用）

オプション写真下 排水トラップ

誤）排水トラップWGH201＋架台OWI11＋AS250
正）WGH201＋排水トラップOWI11＋架台AS250

P.273 純水製造装置オートスチル用
オプション・消耗品

オプション一覧表 (上段）

【追記】
品名：イオン交換樹脂カートリッジ CPC-N
適合機種： WA511/711/731
商品コード：CPCN30010
価格：\23,800

P.273 純水製造装置オートスチル®
シリーズ オプション・消耗品

消耗品
イオン交換樹脂カートリッジ CPC-S 適合機種

誤）WG250/251/1000/1001・WG203/204・WG270・WGH200/201
正）WG250/251/1000/1001・WG203/204・WGH200/201

P.273 純水製造装置オートスチル®
シリーズ オプション・消耗品

消耗品
高純度カートリッジ CPC-H 適合機種

誤）WG511/711（オプション用）・WA500/511/570/710/711/730/731
正）WG511/711（オプション用）・WA500/511/570/710/711/730/731・WG270

P.273 純水製造装置オートスチル用
オプション・消耗品

オプション 原水用減圧弁 モデルチェンジ

【販売終了】原水用減圧弁OWG42 （253769）定価 ¥13,000
【後継】 原水用減圧弁OWG48（253772）定価 ¥17,000

P.276 純水製造装置ピュアライン®
WL200/220/220T

オプション ⑩設置用バット OWL50

誤）\36,000

P.276 純水製造装置ピュアライン®
WL200/220/220T

オプション ②原水用減圧弁

正）\40,000

誤）OWH10
正）OWG42
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P.277 純水製造装置ピュアライン
WE200

■仕様 規格 排水量

P.283 純水製造装置オートピュア®
WEX3NUV

■システム仕様・設置条件

2022/3/11 更新
誤）最大２ℓ/min
正）最大 約 2.2ℓ/min（フラッシング動作時）

欄外

【追記】
2）FI）Fouling Index（FI）は別名Silt Density Index（SDI）とも呼ばれます。FI値とは：
目詰まり指数 RO等の純水装置における供給水濁度の表示方法の一つ。0.45μmのメンブレンフィ
ルター（Cat No. HAWP 047 00）を用いて0.21MPa（30psi）の圧力下でろ過。
①最初の500mLが通過する時間…t0
②5分後の500mLが通過する時間…t5
通常RO供給水はプレフィルター等を用いてFI値5以下に処理をして供給します。
FI(5）値＝(1-t0/t5)×100/5
3）0.1MPa以下の場合は昇圧ポンプ、0.3MPa以上の場合は減圧弁が必要です。

P.283 純水製造装置 オートピュア
WEX3NUV

価格（2019年4月1日受注～価格改定）
タンクキット 標準タンク（30ℓ）
価格

誤）\ 71,000
正）\ 72,000

P.283 純水製造装置 オートピュア
WEX3NUV

価格（2019年4月1日受注～価格改定）
タンクキット（ASM付） ASM付タンク（30ℓ）
価格

誤）\170,000
正）\172,000

P.283 純水製造装置 オートピュア
WEX3NUV

価格（2019年4月1日受注～価格改定）
■構成品
価格

30ℓタンク（商品コード：TANK IN0 3N） 誤）71,000 正）72,000
30ℓタンク ASM付（商品コード：TANK ES0 3J） 誤）170,000 正）172,000

P.283 純水製造装置 オートピュア
WEX3NUV

価格（2019年4月1日受注～価格改定）
アクセサリー・オプション
価格

商品コード：TANK ASM ES 誤）117,000 正）119,000
商品コード：ZRJK STD J1 誤）178,000 正）180,000
商品コード：ZD10 SPP IN 誤）175,000 正）179,000
商品コード：ZD10 GAB 06 誤） 43,500 正） 44,500
商品コード：TANK LK0 02 誤） 12,000 正） 12,400

P.283 純水製造装置オートピュア
WEX3NUV

価格改定（2021年4月～）
■価格 [純水装置のスタンダード] タンクキット

■価格 [純水装置のスタンダード] タンクキット
WEX3NUV 誤）￥570,000 正）￥600,100
構成品
本体 誤）￥499,000 正）￥522,300
標準タンク(30ℓ) 誤）\71,000 正）￥77,800

P.283 純水製造装置オートピュア
WEX3NUV

価格改定（2021年4月～）
■価格
[特に微生物を気にする用途] タンクキット（ASM付）

■価格 [特に微生物を気にする用途] タンクキット（ASM付）
WEX3NUV 誤）￥669,000 正）￥708,300
構成品
本体 誤）￥499,000 正）￥522,300
ASM付タンク(30ℓ) 誤）\170,000 正）￥186,000

P.283 純水製造装置オートピュア
WEX3NUV

価格改定（2021年4月～）
■構成品
WEX3NUV

誤）￥499,000 正）￥522,300

P.283 純水製造装置オートピュア
WEX3NUV

価格改定（2021年4月～）
■構成品
30ℓタンク

誤）\71,000 正）￥77,800

P.283 純水製造装置オートピュア
WEX3NUV

価格改定（2021年4月～）
■構成品
30ℓタンク(ASM付)

誤）\170,000 正）￥186,000

P.283 純水製造装置オートピュア
WEX3NUV

価格改定（2021年4月～）
■アクセサリー・オプション
WEX用ASM（タンク用殺菌灯ユニット）

誤）￥117,000 正）￥125,000
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P.283 純水製造装置オートピュア
WEX3NUV

価格改定（2021年4月～）
■アクセサリー・オプション
標準架台

誤）品名:標準架台J1（幅480×奥765×高1669mm）
商品コード:ZRJKSTDJ1
価格:￥178,000
正）品名:標準架台J8（幅467×奥645×高1528mm）
商品コード:ZRJKSTDJ8
価格:￥144,000

P.283 純水製造装置オートピュア
WEX3NUV

価格改定（2021年4月～）
■アクセサリー・オプション
原水加圧ポンプ

誤）品名:原水加圧ポンプ
価格:￥175,000
正）品名:供給水加圧ポンプ
価格:￥248,000

P.283 純水製造装置オートピュア
WEX3NUV

価格改定（2021年4月～）
■アクセサリー・オプション
減圧弁

誤）品名:減圧弁
商品コード:ZD10GAB06
価格:￥43,500
正）品名:圧力安定弁
商品コード:ZD10GAB07
価格:￥45,700

P.283 純水製造装置オートピュア
WEX3NUV

価格改定（2021年4月～）
■アクセサリー・オプション
追加漏水センサー

誤）￥12,000 正）￥13,100

P.294 純水製造装置 Milli-DI

価格（2019年4月1日受注～価格改定）
価格

カタログ番号：ZFDJ 000 KT 誤）¥169,000 正）\173,000
カタログ番号：ZFDJ STD KT 誤）¥216,000 正）\221,000

P.294 純水製造装置 Milli-DI

価格（2019年4月1日受注～価格改定）
オプション
価格

カタログ番号：MPGP 020 01 誤）¥14,600 正）\14,700
カタログ番号：MDIO 2AD AP 誤）¥ 7,800 正）\ 8,000

P.298 ウォーターバス
BS601

概要 恒温液槽シリーズ ■機種一覧 恒温水槽 ウォーターバス
ウォータバス BSシリーズ 内容量

誤）4.7/9/11/14ℓ
正）4.7/9/12/14ℓ

P.298 恒温液槽シリーズ
温度制御範囲
■機種一覧
低温水槽 低温バス BLG200

誤）-80～0℃
正）-40～0℃

P.300 投込式恒温装置サーモメイト
BF201/401/501/601

試験槽 アクリル
BX100D
槽内寸法 容量

誤）300×500×100mm 20ℓ
正）240×300×200mm 13ℓ

P.300 投込式恒温装置サーモメイト
BF201/401/501/601

試験槽 アクリル
BX200
槽内寸法 容量

誤）240×300×200mm 13ℓ
正）300×500×100mm 20ℓ

P.301 ネオクールディップ
BE201

冷却コイル BE201型 画像キャプション

誤）BE201型（径30×長さ170mm） 正）BE201型（径35×長さ170mm）

P.301 ネオクールディップ
BE201/201F/301

■仕様

誤）性能 温度制御範囲
正）性能 使用温度範囲

P.302 過熱防止装置
TS101/310

特徴

誤）・・・長さ2mのシーズセンサを用意しました。・・・
正）・・・長さ2mのシースセンサを用意しました。・・・

P.302 過熱防止装置
TS101/310

■仕様/対象機器接続方式
TS101

誤）4P（3P）用電源コード接続端子台※
正）3Pコンセント
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P.302 過熱防止装置
TS101/310

オプション画像 上の名称

誤）アップ写真（コンパネ・排気口等）
正）シース型K熱電対（浸漬部2000mm・オーブン用）

P.303 恒温水槽 BK・BAシリーズ

■仕様
BA710
性能 最高温度到達時間

誤）約160分
正）約200分

P.303 恒温水槽 BK・BAシリーズ

■仕様
付属品

誤）棚板1枚、クランプ2個、スタンド1個、クランプホルダ2個、チューブコネクタ1個、排水キャップ1個
正）棚板1枚、棚受金具4個、コネクタ2個、フラスコ挟み2個、支柱1本、排水キャップ1個

P.304 ペルチェ低温恒温水槽
BV100

【販売終了】

商品コード：221337 型式：BV100 【販売終了】 ※後継なし

P.305 ウォーターバス
BS200

■仕様 性能 最高温度到達時間

誤）約35分
正）約30分

P.305 ウォーターバス
BS401

■仕様 性能 最高温度到達時間

誤）約35分
正）約40分

P.305 ウォーターバス
BS601

■仕様 性能 最高温度到達時間

誤）約60分
正）約55分

P.305 ウォーターバス
BS660

■仕様 性能 最高温度到達時間

誤）約50分
正）約60分

P.305 ウォーターバス
BS601

■仕様 規格 槽内容量

誤）約11ℓ
正）約12ℓ

P.305 ウォーターバス
BS601

■仕様 規格 槽内容量

誤）約11ℓ
正）約12ℓ

P.305 ウォーターバス
BS200

■仕様 性能 最高温度到達時間

誤）約35分
正）約30分

P.305 ウォーターバス
BS401

■仕様 性能 最高温度到達時間

誤）約35分
正）約40分

P.305 ウォーターバス
BS601

■仕様 性能 最高温度到達時間

誤）約60分
正）約55分

P.305 ウォーターバス
BS660

■仕様 性能 最高温度到達時間

誤）約50分
正）約60分

P.305 ウォーターバス
BS200/401/601/660

BS200/401/601/660 付属品 温度計

誤）温度計（0 ～＋100℃アルコール式）
正）温度計（-10 ～＋110℃アルコール式）
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P.305 ウォーターバス
BS200/401/601/660

オプション
冷却水分配器BS400型用

誤）222081
正）222081【販売終了】 後継：222089（型式OBS10）\46,000

P.305 ウォーターバス
BS200/401/601/660

オプション
冷却水分配器BS600型用

誤）222086
正）222086【販売終了】 後継：222090（型式OBS12）\69,000

P.306 ウォーターバス BM500/510

■仕様 水槽

誤）最大内径263×底径165×深さ124mm
正）最大内径240×底径165×深さ122mm

P.306 ウォーターバス BM42

【生産中止】(在庫なくなり次第、販売終了）

【生産終了】ウォーターバス 222007 BM42
※後継機種はありません。

P.306 ウォーターバス BM82

【生産中止】(在庫なくなり次第、販売終了）

【生産終了】ウォーターバス 222008 BM82
※後継機種はありません。

P.306 ウォーターバス
BM100

価格改定（2021年4月～）

誤）商品コード 222103 型式 BM100 価格￥27,000
正）商品コード 222103 型式 BM100 価格￥35,000

P.306 ウォーターバス
BM200

【販売終了】(在庫なくなり次第、販売終了）

【販売終了】
商品コード 222107 型式 BM200

P.309 大型恒温油槽 BOA200

【販売終了】(在庫なくなり次第、販売終了）

【販売終了】
商品コード 222111 型式 BOA200
※ 後継機種:商品コード 222114 型式 BOA201

P.309 大型恒温油槽 BOA310

【販売終了】(在庫なくなり次第、販売終了）

【販売終了】
商品コード 222112 型式 BOA310
※ 後継機種:商品コード 222116 型式 BOA311

P.310 過熱防止装置
TS101/310

■仕様/対象機器接続方式
TS101

誤）4P（3P）用電源コード接続端子台※
正）3Pコンセント

P.313 シェイキングインキュベータ

【販売終了】(在庫なくなり次第、販売終了）

【販売終了】
商品コード 221132 型式 BT100
※ 後継機種:商品コード 221204 型式 BT101 \253,000

P.313 シェイキングインキュベータ

【販売終了】

【販売終了】
商品コード 221133 型式 BT200 ※後継機種:なし

P.313 シェイキングインキュベータ

【販売終了】

【販売終了】
商品コード 221134 型式 BT300
※ 後継機種:商品コード 221205 型式 BT301 \462,000

P.321 精密低温恒温水槽 サーモエ
リート®
BH302

キャッチ

誤）省スペース化、ノンフロンと低振動を実現（プログラム運転タイプ）
正）省スペース化と低振動を実現（プログラム運転タイプ）
※ 使用フロン：R404a

P.322 高低温循環恒温槽（サーキュ
レータ） F32-HE

価格改定

誤）\1,167,000
正）\1,230,000
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P.322 高低温循環恒温槽（サーキュ
レータ） F32-HE

価格改定

誤）\1,230,000
正）\1,418,000

P.322 高低温循環恒温槽（サーキュ
レータ） F32-MA

生産終了

生産終了（2019年12月）

P.322 高低温循環恒温槽（サーキュ
レータ） FP50-MA

生産終了

生産終了（2019年12月）

P.323 循環恒温槽
Ministat・K6シリーズ

価格改定

型式：Ministat125 誤）\900,000 正）\990,000
型式：Ministat230 誤）\1,020,000 正）\1,120,000
型式：Ministat240 誤）\1,280,000 正）\1,410,000
型式：KISS-K6 誤）\580,000 正）\650,000
型式：CC-K6 誤）\760,000 正）\840,000

P.325 冷却式外部密閉系精密循環
装置 インバーターチラー
CIW1100

選定一覧 恒温水循環装置一覧 CIW1100

誤）【インバータ】 アイコンなし
正）【インバータ】 アイコンあり

P.329 らくらく不凍液

品名

誤）らくらく不凍液 NPF6005
正）らくらく不凍液 NFP6005

P.329 らくらく不凍液

品名

誤）らくらく不凍液 NPF6010
正）らくらく不凍液 NFP6010

P.330 らくらく不凍液

循環液の種類と特徴
らくらく不凍液

誤）NPF6005、NPF6010
正）NFP6005、NFP6010

P.331 恒温水循環装置
ネオクール®アスピレータ
CF800P

選定ガイド 恒温水循環装置 選定表 CF800P 設定温度冷却 誤）200
能力(W) 室温20℃50Hz -20℃
正）155

P.331 恒温水循環装置
ネオクール®アスピレータ
CF800P

選定ガイド 恒温水循環装置 選定表 CF800P 設定温度冷却 誤）440
能力(W) 室温20℃50Hz -15℃
正）400

P.331 恒温水循環装置
ネオクール®アスピレータ
CF800P

選定ガイド 恒温水循環装置 選定表 CF800P 設定温度冷却 誤）650
能力(W) 室温20℃50Hz -10℃
正）670

P.331 恒温水循環装置
ネオクール®アスピレータ
CF800P

選定ガイド 恒温水循環装置 選定表 CF800P 設定温度冷却 誤）910
能力(W) 室温20℃50Hz 0℃
正）910

P.331 恒温水循環装置
ネオクール®アスピレータ
CF800P

選定ガイド 恒温水循環装置 選定表 CF800P 設定温度冷却 誤）1010
能力(W) 室温20℃50Hz 5℃
正）980

P.331 恒温水循環装置
ネオクール®アスピレータ
CF800P

選定ガイド 恒温水循環装置 選定表 CF800P 設定温度冷却 誤）1100
能力(W) 室温20℃50Hz 10℃
正）1050

P.331 恒温水循環装置
ネオクール®アスピレータ
CF800P

選定ガイド 恒温水循環装置 選定表 CF800P 設定温度冷却 誤）1260
能力(W) 室温20℃50Hz 20℃
正）1215
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P.331 恒温水循環装置
ネオクール®アスピレータ
CF800P

選定ガイド 恒温水循環装置 選定表 CF800P 設定温度冷却 誤）1330（液温26℃）
能力(W) 室温20℃50Hz 30℃
正）1450

P.332 外部密閉系冷却水循環装置
ネオクール®サーキュレータ
CF822

選定ガイド 恒温水循環装置選定表 主な特徴

誤）循環2系統接続
正）循環1系統接続

P.332 外部密閉系冷却水循環装置
ネオクール®サーキュレータ
CF822

選定ガイド 恒温水循環装置 選定表 CF822 主な特長

誤）[A1純水対応][循環2系統接続］
正）[低床型スタンダード]

P.332 冷却式外部密閉系精密循環
装置 インバーターチラー
CIW1100

選定ガイド 恒温水循環装置 選定表 CIW1100 ブレーカ電源 誤）AC100V15A
設備容量
正）AC200V30A

P.333- 外部密閉系冷却水循環装置
334
ネオクール®サーキュレータ
CF302/802/822

本製品は大幅な仕様変更となりましたので、以下をご覧ください。
https://www.yamato-net.co.jp/product/category/science/watercirculator/closed-coolingcirculator/1316/

P.335 ネオクールアスピレータ
CF800P

【販売終了】

221579 CF800P【販売終了】

P.337 外部密閉系冷却水精密循環
装置 インバーターチラー
CFI601/811/1011

■仕様
構成 循環ポンプ

誤）マグネットポンプ 65W
正）マグネットポンプ 75/100W

P.341 外部密閉系精密循環装置
CFE820/920

■仕様
構成 循環ポンプ

誤）マグネットポンプ 125W
正）マグネットポンプ 75/100W

P.342 外部密閉系精密循環装置
CFE820/920

オプション ①外部連動端子
商品コード

誤）221592
正）281488

P.342 外部密閉系精密循環装置
CFE820/920

オプション ①外部連動端子
価格

誤）お問い合わせください。
正）\44,000

P.342 外部密閉系精密循環装置
CFE820/920

オプション ②温度出力端子
商品コード

誤）221593
正）281489

P.342 外部密閉系精密循環装置
CFE820/920

オプション ②温度出力端子
価格

誤）お問い合わせください。
正）\50,000

P.342 外部密閉系精密循環装置
CFE820/920

オプション ③外部警報端子
商品コード

誤）221594
正）281490

P.342 外部密閉系精密循環装置
CFE820/920

オプション ③外部警報端子
価格

誤）お問い合わせください。
正）\44,000

P.342 外部密閉系精密循環装置
CFE820/920

オプション ④排気ファン連動端子
商品コード

誤）221597
正）281491
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P.342 外部密閉系精密循環装置
CFE820/920

オプション ④排気ファン連動端子
価格

誤）お問い合わせください。
正）\44,000

P.342 外部密閉系精密循環装置
CFE820/920

オプション ⑤ビュッヒ製品連動用ケーブル
商品コード

誤）221598
正）281492

P.342 外部密閉系精密循環装置
CFE820/920

オプション ⑤ビュッヒ製品連動用ケーブル
価格

誤）お問い合わせください。
正）\7,000

P.342 外部密閉系精密循環装置
CFE820/920

オプション ⑬ビュッヒ製品接続用ホースセット
商品コード

誤）221589
正）281493

P.342 外部密閉系精密循環装置
CFE820/920

オプション ⑬ビュッヒ製品接続用ホースセット
価格

誤）お問い合わせください。
正）\41,000

P.342 外部密閉系精密循環装置
CFE820/920

オプション ⑬ビュッヒ製品接続用ホースセット
仕様

誤）断熱ホース（221595）とホースニップル（221596）2個のセット品
正）循環断熱ホース（221595）とストレート循環ノズル（221596）2個のセット品

P.343 外部密閉系精密循環装置
ネオクールサーキュレータ
CFA302/611・CFW611

温度調節制度/温度変動
(型式名の下）

誤）温度調節精度/温度変動
JTM K05±1℃ / JIS ±0.2℃（CFA611・CFW611）
正）温度調節精度/温度変動
JTM K05±1℃ / JIS 0.4℃（CFA611・CFW611）JIS 0.6℃（CFA302）

P.345 水冷式外部密閉系精密循環
装置インバーターチラー
CIW1100

仕様 規格 重さ

誤）約9.5kg

P.347 外部開放系循環装置クールラ
イン CLS302

■仕様 規格 電源（50/60Hz)定格電流

P.348 外部開放系循環装置クールラ
イン CLS302・
CLH302/401/610

オプション
⑧開放型補助タンク2L 221588

開放型補助タンク2L 221588【販売終了】

P.348 外部開放系循環装置クールラ
イン
CLS302・
CLH302/401/610

オプション
⑭ キャスタ固定用ホルダ

誤）⑭ キャスタ固定用ホルダ 4個セット
正）⑭ キャスタ固定用ホルダ 4個セット（CLH401/610用）

P.360 ホットプレート HM-11

【生産中止】(在庫なくなり次第、販売終了）

【生産終了】ホットプレート 213111 HM-11
※後継機種はありません。

P.361 ホットプレート付きマグミキサ
MH520

仕様 付属品

誤）攪拌子 30mm 1個
正）攪拌子 40mm 1個

P.361 ホットプレート付きマグミキサ
MH301

■仕様
回転数

誤）約400～1,500rpm
正）約150～1,300rpm

P.362 ホットマグネットスターラー
RCT digital

商品コード

RCTdigital
誤）RCTdigital 正）0025004736

正）約95kg

誤）AC100V 3.5A（15A）
正）AC100V 4.4A（15A）
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P.362 ホットマグネットスターラー
RCT digital

価格改定

RCT digital（0025004736）
誤）\110,000 正）\112,000

P.362 ホットマグネットスターラー
RET control-visc

商品コード

RET control-visc
誤）RETconvis 正）0005020004

P.362 ホットマグネットスターラー
RET control-visc

価格改定

RET control-visc（0005020004）
誤）\169,000 正）\180,000

P.362 ホットマグネットスターラー
RET control-visc white

商品コード

RET control-visc white
誤）RETconvisw 正）0020003507

P.362 ホットマグネットスターラー
RET control-visc white

価格改定

RET control-visc white（0020003507）
誤）\173,000 正）\193,000

P.362 ホットマグネットスターラー
オプション ②H44

価格改定

②H44（H44-HSO） 誤）\3,400 正）\3,800

P.363 ホットマグネットスターラ
RH digital

価格改定

RH digital
誤）\78,000 正）\79,000

P.363 ホットマグネットスターラ
RH digital white

価格改定

RH digital white
誤）\81,000 正）\92,000

P.363 ホットマグネットスターラ
オプション
②ボスヘッドクランプ H44

価格改定

②ボスヘッドクランプ H44 誤）\3,400 正）\3,800

P.363 ホットマグネットスターラ
商品コード
オプション
④溶液用コントローラ ETS-D5

④溶液用コントローラ ETS-D5
誤）ETS-D5 正）0003378000

P.363 ホットマグネットスターラ
価格改定
オプション
④溶液用コントローラ ETS-D5

④溶液用コントローラ ETS-D5（0003378000）
誤）\41,000 正）\43,000

P.363 ホットマグネットスターラ
オプション
④溶液用コントローラ(超高精
度） ETS-D6

商品コード

④溶液用コントローラ(超高精度） ETS-D6
誤）ETS-D6 正）0003378100

P.363 ホットマグネットスターラ
オプション
④溶液用コントローラ(超高精
度） ETS-D6

価格改定

④溶液用コントローラ(超高精度） ETS-D6（0003378100）
誤）\62,000 正）\66,000

P.363 多連式ホットマグネットスターラ
RT5

商品コード

RT5
誤）RT5-MHS 正）0020003715

P.363 多連式ホットマグネットスターラ
RT5

価格改定

RT5（0020003715）
誤）\287,000 正）\300,000
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P.363 多連式ホットマグネットスターラ
RT10

商品コード

RT10
誤）RT10-MHS 正）0020003717

P.363 多連式ホットマグネットスターラ
RT10

価格改定

RT10（0020003717）
誤）\382,000 正）\400,000

P.363 多連式ホットマグネットスターラ
RT15

商品コード

RT15
誤）RT15-MHS 正）0020003718

P.363 多連式ホットマグネットスターラ
RT15

価格改定

RT15（0020003718）
誤）\477,000 正）\500,000

P.364 濃縮器

Contents

誤）ロータリーエバポレータ用ダイヤクラム型真空ポンプ
正）ロータリーエバポレータ用ダイヤフラム型真空ポンプ

P.368 RE301/601/801型機種一
覧選定表

価格改定

商品コード：255450 セット型式：RE301A
誤）\235,000 正）\258,000
商品コード：255420 セット型式：RE301A-W
誤）\281,000 正）\304,000
商品コード：255423 セット型式：RE301A-O
誤）\283,000 正）\306,000
商品コード：255451 セット型式：RE301A-V
誤）\355,000 正）\378,000
商品コード：255452 セット型式：RE301A-WV
誤）\401,000 正）\424,000
商品コード：255453 セット型式：RE301A-OV
誤）\403,000 正）\426,000
商品コード：255454 セット型式：RE301A-T
誤）\285,000 正）\308,000
商品コード：255455 セット型式：RE301A-WT
誤）\331,000 正）\354,000
商品コード：255456 セット型式：RE301A-OT
誤）\333,000 正）\356,000

P.368 RE301/601/801型機種一
覧選定表

価格改定

商品コード：255460 セット型式：RE301B
誤）\268,000 正）\284,500
商品コード：255421 セット型式：RE301B-W
誤）\314,000 正）\330,500
商品コード：255424 セット型式：RE301B-O
誤）\316,000 正）\332,500
商品コード：255461 セット型式：RE301B-V
誤）\388,000 正）\404,500
商品コード：255462 セット型式：RE301B-WV
誤）\434,000 正）\450,500
商品コード：255463 セット型式：RE301B-OV
誤）\436,000 正）\452,500
商品コード：255464 セット型式：RE301B-T
誤）\318,000 正）\334,500
商品コード：255465 セット型式：RE301B-WT
誤）\364,000 正）\380,500
商品コード：255466 セット型式：RE301B-OT
誤）\366,000 正）\382,500
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P.368 RE301/601/801型機種一
覧選定表

価格改定

商品コード：255470 セット型式：RE301C
誤）\267,000 正）\289,600
商品コード：255422 セット型式：RE301C-W
誤）\313,000 正）\335,600
商品コード：255425 セット型式：RE301C-O
誤）\315,000 正）\337,600
商品コード：255471 セット型式：RE301C-V
誤）\387,000 正）\409,600
商品コード：255472 セット型式：RE301C-WV
誤）\433,000 正）\455,600
商品コード：255473 セット型式：RE301C-OV
誤）\435,000 正）\457,600
商品コード：255474 セット型式：RE301C-T
誤）\317,000 正）\339,600
商品コード：255475 セット型式：RE301C-WT
誤）\363,000 正）\385,600
商品コード：255476 セット型式：RE301C-OT
誤）\365,000 正）\387,600

P.368 RE301/601/801型機種一
覧選定表

価格改定

商品コード：255430 セット型式：RE601A-W
誤）\458,000 正）\481,000
商品コード：255433 セット型式：RE601A-O
誤）\460,000 正）\483,000
商品コード：255431 セット型式：RE601B-W
誤）\491,000 正）\507,500
商品コード：255434 セット型式：RE601B-O
誤）\493,000 正）\509,500
商品コード：255432 セット型式：RE601C-W
誤）\490,000 正）\512,600
商品コード：255435 セット型式：RE601C-O
誤）\492,000 正）\514,600

P.368 RE301/601/801型機種一
覧選定表

価格改定

商品コード：255440 セット型式：RE801A-W
誤）\492,000 正）\515,000
商品コード：255443 セット型式：RE801A-O
誤）\494,000 正）\517,000
商品コード：255441 セット型式：RE801B-W
誤）\525,000 正）\541,500
商品コード：255444 セット型式：RE801B-O
誤）\527,000 正）\543,500
商品コード：255442 セット型式：RE801C-W
誤）\524,000 正）\546,600
商品コード：255445 セット型式：RE801C-O
誤）\526,000 正）\548,600

P.369 ロータリーエバポレータ
RE301

製品名・英語表記

誤）Rotary, Evaporator
正）Rotary Evaporator

P.369 ロータリーエバポレータ RE301

組み合わせ例 枠内 PG201 頁

誤）テフロンダイヤフラム真空ポンプ
PG201：￥176,000-（399頁掲載）
正）テフロンダイヤフラム真空ポンプ
PG201：￥176,000-（403頁掲載）

P.369 ロータリーエバポレータ RE301

組み合わせ例 枠内
・真空ホース

誤）φ5m 1本
正）φ6mm 5m 1本

P.371 ロータリーエバポレータ
RE601

製品名・英語表記

誤）Rotary, Evaporator
正）Rotary Evaporator
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P.373 ロータリーエバポレータ
RE801

仕様 機能 安全機能（駆動部）

誤）手動設定下限リミット、上限リミット、モータ過負荷
正）手動設定下限リミット、モータ過負荷

P.373 ロータリーエバポレータ
RE801

製品名・英語表記

誤）Rotary, Evaporator
正）Rotary Evaporator

P.373 ロータリーエバポレータ

保証延長

誤）

正）削除

P.375 ロータリーエバポレータ RE201

本体 【販売終了】

【販売終了】255335（RE201）ロータリーエバポレータ 本体

P.376 ロータリーエバポレータ RE201

■RE201型機種一覧
本体販売終了により【商品コード使用不可】
(バス等単品としては販売可）

【商品コード使用不可】
255336（RE201A）本体 ガラスセットA
255337（RE201A-J）本体 ガラスセットA ジャッキ
255338（RE201A-W）本体 ガラスセットA ウォーターバス
255339（RE201A-WJ）本体、ガラスセットA ウォーターバス、ジャッキ
255343（RE201B）本体 ガラスセットB
255344（RE201B-J）本体 ガラスセットB ジャッキ
255345（RE201B-W）本体 ガラスセットB ウォーターバス
255346（RE201B-WJ）本体 ガラスセットB ウォーターバス ジャッキ
255347（RE201C）本体 ガラスセットC
255348（RE201C-J）本体 ガラスセットC ジャッキ
255349（RE201C-W）本体 ガラスセットC ウォーターバス
255350（RE201C-WJ）本体 ガラスセットC ウォーターバス ジャッキ

P.377 ロータリーエバポレーター用関連
製品 ウォーターバス BM401

■仕様 温度調節制度

誤）±1℃（at60℃）
正）±0.3℃（at60℃）

P.377 ロータリーエバポレーター用関連
製品 オイルバス BO601

■仕様 温度調節制度

誤）±2℃（at100℃）
正）±0.3℃（at100℃）

P.381 部品 ロータリーエバポレータ用 A型用冷却管
部品 RE301/601/801型シ
リーズ・RE201型ガラスパーツ

誤）A型用冷却管 商品コード：LT00016190 価格：\58,000
正）ガラスセット内A型用冷却管 商品コード：255291 価格：\68,000

P.381 部品 ロータリーエバポレータ用 B型用冷却管
部品 RE301/601/801型シ
リーズ・RE201型ガラスパーツ

誤）B型用冷却管 商品コード：LT00016197 価格：\102,100
正）ガラスセット内B型用冷却管 商品コード：255292 価格：\94,500

P.381 部品 ロータリーエバポレータ用 C型用冷却管
部品 RE301/601/801型シ
リーズ・RE201型ガラスパーツ

誤）C型用冷却管 商品コード：LT00016198 価格：\97,200
正）ガラスセット内C型用冷却管 商品コード： 255293 価格：\99,600

P.382 ラビトル

【販売終了】

ラビトル 【販売終了】

P.387 ロータリーエバポレータ
R-100

■仕様比較
サイズ（幅×奥行×高さ）

誤）617×898×502mm
正）617×502×898mm
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P.391 コンビニ・エバポ C1

■仕様

■仕様差換え
正）

P.395 空冷式ドライ真空ポンプ
PK600-1/2/3

仕様 外寸法

誤）幅290×奥行475×高さ275mm
正）幅298×奥行475×高さ275mm

P.395 空冷式ドライ真空ポンプ
PK1000-2/3

仕様 接続口径（ 吸気口／排気口）

誤）空欄
正）NW40/NW25

P.397 ミニバック
PS・PD・PQ

仕様 PQ30 全負荷電流（50/60Hz)（A)

誤）1.85（100V）/1.89（100V）
1.80（100V）/1.71（120V）
正）1.85（100V）/1.89（100V）
1.80（110V）/1.71（120V）

P.397 ミニバック
PS・PD・PQ

仕様 PD139 全負荷電流（50/60Hz)（A)

誤）50Hz 60Hz
6.8/5.8（100V）
3.5A/2.9A（単相200V）
正）6.8/5.8（100V）
3.5/2.9（単相200V）

P.397 ミニバック
PS・PD・PQ

仕様 PD139 全負荷電流（50/60Hz)（A)

誤）50Hz 60Hz
8.2/7.9（100V）
4.1A/3.9A（単相200V）
正）8.2/7.9（100V）
4.1/3.9（単相200V）

P.397 ミニバック
PS・PD・PQ

仕様(2段目） 項目順

誤）オイルミストトラップ（別売）※2
使用油
正）使用油
オイルミストトラップ（別売）※2

P.397 ミニバック
PS・PD・PQ

仕様 欄外

誤）●オプションは、377頁を参照ください。
正）●オプションは、399頁を参照ください。

P.397 ミニバック
PS・PD・PQ

仕様 欄外

誤）※2 掲載397頁
正）※2 掲載399頁

P.398 ミニバック
PX-137

■仕様
全負荷電流（50/60Hz）（A)

誤）7.7/6.1
正）5.6/5.4（＊2020年5月生産分より変更）

P.399 油回転真空ポンプアクセサリー

フレキシブルチューブ 写真No.

誤）⑤372
正）⑤394

P.399 油回転真空ポンプアクセサリー

クランプ継手 写真No.

誤）⑥372
正）⑥394

P.399 油回転真空ポンプアクセサリー

センターリング 写真No.

誤）⑦372
正）⑦394
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P.399 油回転真空ポンプアクセサリー
低真空用オイルミストトラップ

価格改定（2019年7月～）

A 242040 OMT-200A 誤）¥26,400 正）¥30,400
B 242059 OMT-100A 誤）¥17,200 正）¥22,400
C 242058 OMT-050A 誤）¥10,900 正）¥12,600

P.399 油回転真空ポンプアクセサリー
インライントラップ

価格改定（2019年7月～）

D 242374 OMI-100 誤）¥25,300 正）¥29,000
E 242375 OMI-200 誤）¥35,600 正）¥41,000

P.399 油回転真空ポンプアクセサリー
吸気管（標準）
ホース口吸気管

価格改定（2019年7月～）

①
②
③
④
⑤
⑥
⑦

P.399 油回転真空ポンプアクセサリー
吸気管（標準）
K25吸気管

価格改定（2019年7月～）

⑧ KF25吸気管(KF25×M20) 誤）¥5,700 正）¥7,000
⑩ KF25吸気管(KF25×40角ﾌﾗﾝｼﾞ) 誤）¥2,300 正）¥3,000
⑨ KF25吸気管(KF25×50角ﾌﾗﾝｼﾞ) 誤）¥2,300 正）¥3,000

P.399 油回転真空ポンプアクセサリー
吸気管（標準）
吸気アダプター

価格改定（2019年7月～）

⑪ 242190 吸気ｱﾀﾞﾌﾟﾀｰ(40角×M20×P1) 誤）¥3,400 正）¥4,500
⑫ 242189 吸気ｱﾀﾞﾌﾟﾀｰ(50角×M20×P1) 誤）¥3,400 正）¥4,500

P.399 油回転真空ポンプアクセサリー
吸気管（標準）
A型吸気管

価格改定（2019年7月～）

⑬ A型吸気管(M20×R1/4 L20 ｵﾈｼﾞ) 誤）¥4,100 正）¥5,000

P.399 油回転真空ポンプアクセサリー
吸気管（標準）
B型吸気管

価格改定（2019年7月～）

⑭ B型吸気管(M20×Rc1/4 ﾒﾈｼﾞ) 誤）¥4,100 正）¥5,000

P.399 油回転真空ポンプアクセサリー
吸気管（標準）
C型吸気管

価格改定（2019年7月～）

⑮ C型吸気管(M20×R1/4 L10 ｵﾈｼﾞ) 誤）¥4,100 正）¥5,000

P.399 油回転真空ポンプアクセサリー
排気管（標準）
G3/4 KF25

価格改定（2019年7月～）

G3/4 KF25 誤）¥2,700 正）¥3,500

P.399 油回転真空ポンプアクセサリー
排気管（標準）
G1 KF25

価格改定（2019年7月～）

G1 KF25 誤）¥4,000 正）¥5,000

P.399 油回転真空ポンプアクセサリー
排気管（標準）
G1 φ27

価格改定（2019年7月～）

⑯ G1 φ27 誤）¥6,900 正）¥8,500

P.399 油回転真空ポンプアクセサリー
排気管（標準）
G3/4 φ15

価格改定（2019年7月～）

⑰ G3/4 φ15 誤）¥3,400 正）¥4,200

P.399 油回転真空ポンプアクセサリー
排気管（標準）
G3/4 φ18

価格改定（2019年7月～）

⑱ G3/4 φ18 誤）¥3,400 正）¥4,200

P.399 油回転真空ポンプアクセサリー
吸気管（標準）
ホース口吸気管

⑥ ﾎｰｽ口吸気管(φ27×40角ﾌﾗﾝｼﾞ) 商品コード

誤）商品コード －
正）商品コード 242360

242194 ﾎｰｽ口吸気管(φ8×M20) 誤）¥2,300 正）¥3,000
242195 ﾎｰｽ口吸気管(φ12×M20) 誤）¥2,300 正）¥3,000
242196 ﾎｰｽ口吸気管(φ15×M20) 誤）¥2,300 正）¥3,000
242197 ﾎｰｽ口吸気管(φ18×M20) 誤）¥2,300 正）¥3,000
242198 ﾎｰｽ口吸気管(φ22×M20) 誤）¥2,300 正）¥3,000
ﾎｰｽ口吸気管(φ27×40角ﾌﾗﾝｼﾞ) 誤）¥2,000 正）¥3,000
ﾎｰｽ口吸気管(φ27×50角ﾌﾗﾝｼﾞ) 誤）¥2,300 正）¥3,000

34 / 65 ページ

ヤマト科学 2018-19 総合カタログ 正誤表
▶ 科学・産業機器/分析・計測・試験機器【Ⅰ】

2022/3/11 更新

P.399 油回転真空ポンプアクセサリー
吸気管（標準）
ホース口吸気管

⑦ ﾎｰｽ口吸気管(φ27×50角ﾌﾗﾝｼﾞ) 商品コード

誤）商品コード －
正）商品コード 242361

P.399 油回転真空ポンプアクセサリー
吸気管（標準）
K25吸気管

⑧ KF25吸気管(KF25×M20)

誤）商品コード －
正）商品コード 242363

P.399 油回転真空ポンプアクセサリー
吸気管（標準）
K25吸気管

⑩ KF25吸気管(KF25×40角ﾌﾗﾝｼﾞ) 商品コード

誤）商品コード －
正）商品コード 242364

P.399 油回転真空ポンプアクセサリー
吸気管（標準）
K25吸気管

⑨ KF25吸気管(KF25×50角ﾌﾗﾝｼﾞ) 商品コード

誤）商品コード －
正）商品コード 242365

P.399 油回転真空ポンプアクセサリー
吸気管（標準）
A型吸気管

⑬ A型吸気管(M20×R1/4 L20 ｵﾈｼﾞ) 商品コード

誤）商品コード －
正）商品コード 242366

P.399 油回転真空ポンプアクセサリー
吸気管（標準）
B型吸気管

⑮ B型吸気管(M20×Rc1/4 ﾒﾈｼﾞ) 商品コード

誤）商品コード －
正）商品コード 242367

P.399 油回転真空ポンプアクセサリー
吸気管（標準）
C型吸気管

⑭ C型吸気管(M20×R1/4 L10 ｵﾈｼﾞ) 商品コード

誤）商品コード －
正）商品コード 242368

P.399 油回転真空ポンプアクセサリー
排気管（標準）
G3/4 KF25

G3/4 KF25 商品コード

誤）商品コード －
正）商品コード 242381

P.399 油回転真空ポンプアクセサリー
排気管（標準）
G1 KF25

G1 KF25 商品コード

誤）商品コード －
正）商品コード 242382

P.399 油回転真空ポンプアクセサリー
排気管（標準）
G1 φ27

⑯ G1 φ27 商品コード

誤）商品コード －
正）商品コード 242380

P.399 油回転真空ポンプアクセサリー
排気管（標準）
G3/4 φ15

⑰ G3/4 φ15 商品コード

誤）商品コード －
正）商品コード 242371

P.399 油回転真空ポンプアクセサリー
排気管（標準）
G3/4 φ18

⑱ G3/4 φ18 商品コード

誤）商品コード －
正）商品コード 242372

P.399 油回転真空ポンプアクセサリー
フォアライントラップ

OFI-050C 商品コード

誤）商品コード 200000
正）商品コード 242354

P.399 油回転真空ポンプアクセサリー
フォアライントラップ

OFI-050V 商品コード

誤）商品コード 200000
正）商品コード 242355

P.399 油回転真空ポンプアクセサリー
フォアライントラップ

OFI-200C 商品コード

誤）商品コード 200000
正）商品コード 242356

商品コード
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P.399 油回転真空ポンプアクセサリー
フォアライントラップ

OFI-200V 商品コード

誤）商品コード 200000
正）商品コード 242357

P.399 油回転真空ポンプアクセサリー
フォアライントラップ

④ 242197 ﾎｰｽ口吸気管(φ18×M20) 材質

誤）ZDC+メッキ
正）BS+メッキ

P.399 油回転真空ポンプアクセサリー
フォアライントラップ

⑪ 242190 吸気ｱﾀﾞﾌﾟﾀｰ(40角×M20×P1)

P.399 油回転真空ポンプアクセサリー
フォアライントラップ

⑫ 242189 吸気ｱﾀﾞﾌﾟﾀｰ(50角×M20×P1) 材質

誤）BS+メッキ
正）ZDC+メッキ

P.400 ロータリーポンプ
SD・C1・Duoシリーズ

■オイルミストエリミネータ
型式 104200 価格

誤）\30,500

P.400 ロータリーポンプ
SD・C1・Duoシリーズ

■オイルミストエリミネータ
型式 104199 価格

誤）\42,900

P.400 ロータリーポンプ
SD・C1・Duoシリーズ

■オイルミストエリミネータ
型式 66849 価格

誤）\72,700

P.400 ロータリーポンプ
SD・C1・Duoシリーズ

■オイルミストエリミネータ
型式 104887 価格

誤）\78,000

P.400 ロータリーポンプ
SD・C1・Duoシリーズ

■オイルミストエリミネータ
型式 PKZ40152 価格

誤）\215,000

P.400 ロータリーポンプ
SD・C1・Duoシリーズ

■C1・Duoシリーズ
仕様 型式

誤）205CIRLJS
正）205C1RLJS

P.400 ロータリーポンプ
SD・C1・Duoシリーズ

■C1・Duoシリーズ
仕様 型式

誤）205CITLJM
正）205C1TLJM

P.400 ロータリーポンプ
SD・C1・Duoシリーズ

■C1・Duoシリーズ
仕様 型式

誤）210CIRLJM
正）210C1RLJS

P.400 ロータリーポンプ
SD・C1・Duoシリーズ

■C1・Duoシリーズ
仕様 型式

誤）210CITLJM
正）210C1TLJM

P.400 ロータリーポンプ
SD・C1・Duoシリーズ

■C1・Duoシリーズ
仕様 型式

誤）215CIRLJS
正）215C1RLJS

P.400 ロータリーポンプ
SD・C1・Duoシリーズ

■C1・Duoシリーズ
仕様 型式

誤）215CITLJM
正）215C1TLJM

材質

誤）BS+メッキ
正）ZDC+メッキ

正）\38,000

正）\56,000

正）\91,000

正）\99,000

正）\236,000
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P.400 ロータリーポンプ
SD・C1・Duoシリーズ

■C1・Duoシリーズ
仕様 型式

誤）221CIRLJS
正）221C1RLJS

P.400 ロータリーポンプ
SD・C1・Duoシリーズ

■C1・Duoシリーズ
仕様 型式

誤）221CITLJM
正）221C1TLJM

P.401 ロータリーポンプ（エドワーズ）
小型ロータリーポンプ
オイル逆流防止弁内蔵タイプ

小型ロータリーポンプ オイル逆流防止弁内蔵タイプ E2M0.7 フ
ランジ吸気口(排)気口

誤）NW25/φ11ノズル
正）NW10/φ11ノズル

P.401 ロータリーポンプ（エドワーズ）
小型ロータリーポンプ
オイル逆流防止弁内蔵タイプ

小型ロータリーポンプ オイル逆流防止弁内蔵タイプ E2M1.5 フ
ランジ吸気口(排)気口

誤）NW25/φ11ノズル
正）NW10/φ11ノズル

P.401 ロータリーポンプ（エドワーズ）
小型ロータリーポンプ
オイル逆流防止弁内蔵タイプ

小型ロータリーポンプ オイル逆流防止弁内蔵タイプ ■小型ロータ 誤）E2M0.7/1.5、RV3
リポンプ用アクセサリ A46220000 適用機種
正）E2M0.7/1.5

P.401 ロータリーポンプ（エドワーズ）
小型ロータリーポンプ
オイル逆流防止弁内蔵タイプ

小型ロータリーポンプ オイル逆流防止弁内蔵タイプ ■小型ロータ 誤）RV5/8
リポンプ用アクセサリ A46226000 適用機種
正）RV3/5/8

P.401 ロータリーポンプ（エドワーズ）
中大型ロータリーポンプ

中大型ロータリーポンプ ■中大型ロータリポンプ用アクセサリ 型式 誤）H11024013
正）H11028013

P.401 ロータリーポンプ（エドワーズ）
中大型ロータリーポンプ

中大型ロータリーポンプ ■中大型ロータリポンプ用アクセサリ 型式 誤）H11024011
正）H11028011

P.401 ロータリーポンプ（エドワーズ）
中大型ロータリーポンプ

中大型ロータリーポンプ ■中大型ロータリポンプ用アクセサリ
H11024013 品名

誤）オイルウルトラグレード20 4ℓ
正）オイルウルトラグレード70 4ℓ

P.401 ロータリーポンプ（エドワーズ）
中大型ロータリーポンプ

中大型ロータリーポンプ ■中大型ロータリポンプ用アクセサリ
H11024011 品名

誤）オイルウルトラグレード20 4ℓ×4
正）オイルウルトラグレード70 4ℓ×4

P.401 ロータリーポンプ（エドワーズ）
小型ロータリーポンプ

製品名：E2M0.7
型式：A37141902
価格

誤）￥158,100
正）￥165,000

P.401 ロータリーポンプ（エドワーズ）
小型ロータリーポンプ

製品名：E2M0.7
型式：A37141919
価格

誤）￥158,100
正）￥165,000

P.401 ロータリーポンプ（エドワーズ）
小型ロータリーポンプ

製品名：E2M1.5
型式：A37132902
価格

誤）￥158,100
正）￥175,000

P.401 ロータリーポンプ（エドワーズ）
小型ロータリーポンプ

製品名：E2M1.5
型式：A37132919
価格

誤）￥158,100
正）￥175,000

P.401 ロータリーポンプ（エドワーズ）
小型ロータリーポンプ

製品名：RV3
型式：A65201904
価格

誤）￥176,900
正）￥185,000
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P.401 ロータリーポンプ（エドワーズ）
小型ロータリーポンプ

製品名：RV3
型式：A65201905
価格

誤）￥176,900
正）￥185,000

P.401 ロータリーポンプ（エドワーズ）
小型ロータリーポンプ

製品名：RV5
型式：A65301904
価格

誤）￥195,600
正）￥205,000

P.401 ロータリーポンプ（エドワーズ）
小型ロータリーポンプ

製品名：RV5
型式：A65301905
価格

誤）￥198,500
正）￥205,000

P.401 ロータリーポンプ（エドワーズ）
小型ロータリーポンプ

製品名：RV8
型式：A65401904
価格

誤）￥208,000
正）￥225,000

P.401 ロータリーポンプ（エドワーズ）
小型ロータリーポンプ

製品名：RV8
型式：A65401905
価格

誤）￥211,100
正）￥225,000

P.401 ロータリーポンプ（エドワーズ）
小型ロータリーポンプ

製品名：RV12
型式：A65501904
価格

誤）￥233,000
正）￥245,000

P.401 ロータリーポンプ（エドワーズ）
小型ロータリーポンプ

製品名：RV12
型式：A65501905
価格

誤）￥233,000
正）￥245,000

P.401 ロータリーポンプ（エドワーズ）
小型ロータリーポンプ

製品名：E2M18
型式：A36315904
価格

誤）￥303,800
正）￥320,000

P.401 ロータリーポンプ（エドワーズ）
小型ロータリーポンプ

製品名：E2M18
型式：A36310940
価格

誤）￥293,400
正）￥320,000

P.401 ロータリーポンプ（エドワーズ）
小型ロータリーポンプ

製品名：E2M28
型式：A37315904
価格

誤）￥409,900
正）￥430,000

P.401 ロータリーポンプ（エドワーズ）
小型ロータリーポンプ

製品名：E2M28
型式：A37330940
価格

誤）￥418,100
正）￥409,000

P.401 ロータリーポンプ（エドワーズ）
小型ロータリーポンプ

■小型ロータリポンプ用アクセサリ
型式：JZSSCB006
価格

誤）￥5,200
正）￥5,500

P.401 ロータリーポンプ（エドワーズ）
小型ロータリーポンプ

■小型ロータリポンプ用アクセサリ
型式：JZSSCB007
価格

誤）￥5,200
正）￥5,500

P.401 ロータリーポンプ（エドワーズ）
小型ロータリーポンプ

■小型ロータリポンプ用アクセサリ
型式：A46220000
価格

誤）￥23,900
正）￥25,000

P.401 ロータリーポンプ（エドワーズ）
小型ロータリーポンプ

■小型ロータリポンプ用アクセサリ
型式：A46226000
価格

誤）￥30,200
正）￥32,000
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P.401 ロータリーポンプ（エドワーズ）
小型ロータリーポンプ

■小型ロータリポンプ用アクセサリ
型式：A46229000
価格

誤）￥35,400
正）￥37,000

P.401 ロータリーポンプ（エドワーズ）
小型ロータリーポンプ

■小型ロータリポンプ用アクセサリ
型式：A46233000
価格

誤）￥121,100
正）￥127,000

P.401 ロータリーポンプ（エドワーズ）
小型ロータリーポンプ

■小型ロータリポンプ用アクセサリ
型式：A13305000
価格

誤）￥70,300
正）￥74,000

P.401 ロータリーポンプ（エドワーズ）
小型ロータリーポンプ

■小型ロータリポンプ用アクセサリ
型式：H11026015
価格

誤）￥1,500
正）￥2,393

P.401 ロータリーポンプ（エドワーズ）
小型ロータリーポンプ

■小型ロータリポンプ用アクセサリ
型式：H11025015
価格

誤）￥1,500
正）￥2,393

P.401 ロータリーポンプ（エドワーズ）
中大型ロータリポンプ

製品名：E2M40
型式：A36404934
価格

誤）￥657,900
正）￥682,500

P.401 ロータリーポンプ（エドワーズ）
中大型ロータリポンプ

製品名：E2M80
型式：A36504934
価格

誤）￥1,039,900
正）￥1,078,900

P.401 ロータリーポンプ（エドワーズ）
中大型ロータリポンプ

製品名：E2M175
型式：A36604934
価格

誤）￥2,065,800
正）￥2,143,200

P.401 ロータリーポンプ（エドワーズ）
中大型ロータリポンプ

製品名：E2M275
型式：A36704934
価格

誤）￥2,294,100
正）￥2,380,000

P.401 ロータリーポンプ（エドワーズ）
中大型ロータリポンプ

製品名：E2M40F
型式：A36417934
価格

誤）￥932,100
正）￥967,000

P.401 ロータリーポンプ（エドワーズ）
中大型ロータリポンプ

製品名：E2M80F
型式：A36517934
価格

誤）￥1,652,400
正）￥1,714,300

P.401 ロータリーポンプ（エドワーズ）
中大型ロータリポンプ

■中大型ロータリポンプ用アクセサリ
型式：A46220000
価格

誤）￥197,700
正）￥202,101

P.401 ロータリーポンプ（エドワーズ）
中大型ロータリポンプ

■中大型ロータリポンプ用アクセサリ
型式：A46226000
価格

誤）￥436,900
正）￥446,521

P.401 ロータリーポンプ（エドワーズ）
中大型ロータリポンプ

■中大型ロータリポンプ用アクセサリ
型式：H11024013
価格

誤）￥6,000
正）￥7,375

P.401 ロータリーポンプ（エドワーズ）
中大型ロータリポンプ

■中大型ロータリポンプ用アクセサリ
型式：H11024011
価格

誤）￥24,000
正）￥27,229
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P.402 スクロールドライポンプ（エドワー 製品名：nXDS6i
ズ）
型式：A73501983
スクロール式ドライポンプ
価格

誤）￥575,000
正）￥600,000

P.402 スクロールドライポンプ（エドワー 製品名：nXDS10i
ズ）
型式：A73601983
スクロール式ドライポンプ
価格

誤）￥679,500
正）￥700,000

P.402 スクロールドライポンプ（エドワー 製品名：nXDS15i
ズ）
型式：A73701983
スクロール式ドライポンプ
価格

誤）￥731,800
正）￥770,000

P.402 スクロールドライポンプ（エドワー 製品名：nXDS20i
ズ）
型式：A73801983
スクロール式ドライポンプ
価格

誤）￥826,200
正）￥860,000

P.402 スクロールドライポンプ（エドワー 製品名：XDS35i
ズ）
型式：A73001983
スクロール式ドライポンプ
価格

誤）￥1,214,200
正）￥1,280,000

P.402 スクロールドライポンプ（エドワー ■スクロールポンプ用アクセサリ
ズ）
型式：JZSSCB006
スクロール式ドライポンプ
価格

誤）￥5,200
正）￥5,500

P.402 スクロールドライポンプ（エドワー ■スクロールポンプ用アクセサリ
ズ）
型式：A50507003
スクロール式ドライポンプ
価格

誤）￥8,700
正）￥9,100

P.402 スクロールドライポンプ（エドワー ■スクロールポンプ用アクセサリ
ズ）
型式：A73501801
スクロール式ドライポンプ
価格

誤）￥44,500
正）￥45,000

P.402 スクロールドライポンプ（エドワー ■スクロールポンプ用アクセサリ
ズ）
型式：A73001801
スクロール式ドライポンプ
価格

誤）￥47,400
正）￥48,000

P.402 スクロールドライポンプ（エドワー ■スクロールポンプ用アクセサリ
ズ）
型式：A50597000
スクロール式ドライポンプ
価格

誤）￥32,200
正）￥34,000

P.402 油回転真空ポンプ

■仕様
規格 備考

誤）備考
高真空用（ただし、オプションの油循環切換コックを付けた場合のみ低真空で使用可能。油排出バ
ルブ標準装備）
正）備考 ※2
高真空用（ただし、オプションの油循環切換コック・油排出バルブを付けた場合のみ低真空で使用可
能。）

P.402 油回転真空ポンプ

■仕様欄 下

誤）※油循環切換コック開。※オイルミストトラップ標準装備。油噴流防止のリークバルブ付き
正）※2 油循環切換コック開。

P.403 ダイアフラム型ドライPTFE真空
ポンプ
PG201

仕様 重さ

誤）約7.3kg
正）7.1kg

P.403 ダイアフラム型ドライPTFE真空
ポンプ
PG302

PG302型 画像

誤）PG301画像
正）PG302画像
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P.404 ミニバックドライ（ダイアフラム型
真空ポンプ）PG16/31

キャッチ

誤）「小型でオイルミストレスのダイアフラム式、減圧と加圧の1台2役が可能」
正）「小型でオイルミストレスのダイアフラム式」

P.404 ミニバックドライ（ダイアフラム型
真空ポンプ）PG16/31

■仕様 外寸法

誤）幅132×奥行203×高さ182mm
正）幅146×奥行203×高さ182mm

P.409 真空ポンプアクセサリー
高機能・低価格アングルバルブ
（最大差圧2気圧）

【販売終了】(2020.12)

型式：MAV-HV-NW16
型式：MAV-HV-NW25
型式：MAV-HV-NW40

P.409 真空ポンプアクセサリー
NW ブランクフランジ
SUS304L

【販売終了】(2020.12)

型式：KF-BL-16
型式：KF-BL-25
型式：KF-BL-40

P.409 真空ポンプアクセサリー
NW ブランクフランジ アルミ

【販売終了】(2020.12)

型式：KF-BL-16-AL
型式：KF-BL-25-AL
型式：KF-BL-40-AL

P.409 真空ポンプアクセサリー
【販売終了】(2020.12)
NWフランジ用SUS製センターリ
ングOリング付

型式：KF-CRO-10
型式：KF-CRO-16
型式：KF-CRO-25
型式：KF-CRO-40

P.409 真空ポンプアクセサリー
【販売終了】(2020.12)
NWフランジ用アルミ製センターリ
ングOリング付

型式：KF-CRO-10-AL
型式：KF-CRO-16-AL
型式：KF-CRO-25-AL
型式：KF-CRO-40-AL

P.409 真空ポンプアクセサリー
NWアルミ製クランプ

【販売終了】(2020.12)

型式：KF-WC1-1016
型式：KF-WC1-25
型式：KF-WC1-4

P.409 真空ポンプアクセサリー
NW-NW 変換ニップル
SUS304L 処理：ペーパー

【販売終了】(2020.12)

型式：KF-SRN-25X16
型式：KF-SRN-40X16
型式：KF-SRN-40X28

P.409 真空ポンプアクセサリー
NW ハーフニップル SUS304L

【販売終了】(2020.12)

型式：KF-HN-10
型式：KF-HN-16-1
型式：KF-HN-25
型式：KF-HN-40

P.409 真空ポンプアクセサリー
エルボニップル SUS304L 処
理：ブラスト

【販売終了】(2020.12)

型式：KF-MEL-16
型式：KF-MEL-25
型式：KF-MEL-40

P.409 真空ポンプアクセサリー
【販売終了】(2020.12)
クロス管 SUS304L 処理：ブ
ラスト

型式：KF-4C-NW16
型式：KF-4C-NW25
型式：KF-4C-NW40

P.409 真空ポンプアクセサリー
【販売終了】(2020.12)
T管 SUS304L 処理：ブラス
ト

型式：KF-ET-NW16
型式：KF-ET-NW25
型式：KF-ET-NW40

P.409 真空ポンプアクセサリー
6方クロス管 SUS304L 処
理：ブラスト

型式：KF-6C-NW25
型式：KF-6C-NW40

【販売終了】(2020.12)
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P.409 真空ポンプアクセサリー
フレキシブルチューブ

【販売終了】(2020.12)

型式：MH-KF-16-250L
型式：MH-KF-16-500L
型式：MH-KF-16-1000L
型式：MH-KF-25-250L
型式：MH-KF-25-500L
型式：MH-KF-25-1000L
型式：MH-KF-40-250L
型式：MH-KF-40-500L
型式：MH-KF-40-1000L

P.411 マグミキサ
MG600H

選定一覧 マグミキサ ホットプレート付き個別撹拌タイプ
MG600H 掲載ページ案内

誤）▶418頁
正）▶361頁

P.413 マグミキサ
MD800

仕様
撹拌容量

誤）50～10000mℓ
正）100～100000mℓ

P.413 マグミキサ
MD800

撹拌容量(ml)

誤）MD800(50～10000)
正）MD800(100～10000)

P.415 フラスコミキサ
LM100/200

メイン画像下注釈

誤）（ポール・撹拌羽・ムッフはオプションです）
正）（ポール・撹拌羽根・ムッフはオプションです）

P.415 フラスコミキサ
LM100/200

■仕様/付属品

誤）取扱説明書、保証書、アーパー、M5六角穴付ボルト、六角レンチ、ACアダプタ、電源コード
3m、フラスコクリップ
正）取扱説明書、保証書、アーパー、M5六角穴付ボルト、六角レンチ、ACアダプタ、電源コード
3m、フラスコクリップ（TS29/42）、カップリングカバー（本体に組み込み）

P.415 フラスコミキサ
LM100/200

仕様 付属品

誤）アーバー
正）アーバー（φ12mm）

P.417 マグミキサ
MA300A/B

仕様 MA300B 撹拌容量

誤）50～1000ml
正）50～3000ml

P.417 マグミキサ
MA100/300・MA300A/B

撹拌容量（ml)

誤）50～1000（MA100型）、100～3000（MA300型）、50～3000mL（300A型）、
50～1000mL（300B型）
正）50～1000（MA100型）、100～3000（MA300型）、50～3000mL（300A/B型）

P.417 オートミキサ
M-21

■仕様 回転数

誤）約200～2500rpm
正）約400～2100rpm

P.420 ラボスターラ LS-08

【販売終了】

231042 LS-08 【販売終了】

P.424 オプション スリーワンモータ
撹拌翼セット Type:FS-5

【販売終了】

撹拌翼セット FS-5 【販売終了】

P.425 シェーカー SA300

仕様 重さ

誤）約55.5kg
正）約40kg

P.425 シェーカー
SA300/320/400

■仕様
SA300 振とう方式

誤）往復振とう
正）水平・垂直振とう方式

42 / 65 ページ

ヤマト科学 2018-19 総合カタログ 正誤表
▶ 科学・産業機器/分析・計測・試験機器【Ⅰ】

2022/3/11 更新

P.425 シェーカー
SA300/320/400

■仕様
SA320 振とう方式

誤）旋回振とう
正）水平回転・垂直回転振とう方式

P.425 シェーカー
SA300/320/400

■仕様
SA400 振とう方式

誤）垂直往復振とう
正）往復縦型両面振とう方式

P.425 シェーカー
SA300/320/400

■仕様
SA300 振とう数

誤）振とう 20～300rpm
正）20～300rpm

P.425 シェーカー
SA300/320/400

■仕様
SA320 振とう数

誤）旋回振とう 20～210rpm
正）20～210rpm

P.425 シェーカー
SA300/320/400

■仕様
SA400 振とう数

誤）垂直往復振とう 20～300rpm
正）20～300rpm

P.427 振とう器 MK201D

■仕様

誤）（記載なし）
正）許容負荷重量 12kg

P.428 振とう器 MK161

特徴

誤）●余裕のDCブラシレスモータ採用により、小型ながら安定した振
とう数と高トルク（付加重量8kg）の振とう力があります。
正）●余裕のDCブラシレスモータ採用により、小型ながら安定した振
とう数と高トルク（負荷重量5kg）の振とう力があります。

P.428 振とう器
MK161

オプション（振とう台）
クランプ取り付け台

【追記】
寸法 幅290×奥行248×高さ35mm

P.428 振とう器
MK161

オプション（振とう台）
滑り止めシート 寸法

誤）寸法（幅×奥行×高さ）290×250×30
正）寸法（幅×奥行×高さ）290×250×t1

P.428 振とう器
MK161

オプション（振とう台）
スプリング振とう台 寸法

誤）寸法（幅×奥行×高さ）290×250×66
正）寸法（幅×奥行×高さ）293×248×77

P.428 振とう器
MK161

オプション（振とう台）
2段スプリング振とう台 寸法

誤）寸法（幅×奥行×高さ）290×250×110
正）寸法（幅×奥行×高さ）293×248×127

P.429 ワンダーシェーカ NA-4X

価格改定

誤）￥148,000 正）￥158,000

P.429 ミニ・シェーカ NA-101N

価格改定

誤）￥86,000 正）￥88,500

P.433 超音波ホモジナイザー
LUH150/300

■仕様 方式（LUH150)

誤）方式 他励式発振
正）発振制御モード 定振幅可変出力制御

P.433 超音波ホモジナイザー
LUH150/300

■仕様 方式（LUH300)

誤）方式 自励+他励式発振
正）発振制御モード 定出力可変出力制御
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P.433 超音波ホモジナイザー
LUH150/300

■仕様
性能 発振周波数

誤）20KHz±0.5KHz
正）20kHz±1kHz

P.434 超音波ホモジナイザー
LUH150/300

オプション
㉒ラボジャッキ

誤）OLU50 231580 ステージW148×D148 ￥20,000
正）ORE37 255745 ステージW150×D150 ￥15,000

P.435 ホモジナイザー
T 10 basic

価格改定

T 10 basic
誤）\130,000 正）\158,000

P.435 ホモジナイザー
T 25 digital

価格改定

T 25 digital
誤）\198,000 正）\250,000

P.435 ホモジナイザー
T 50 digital

価格改定

T 50 digital
誤）\360,000 正）\398,000

P.435 ホモジナイザー
T10用ジェネレータ(オプション)
S10N-5G

価格改定

S10N-5G（S10N-5G） 誤）\131,000 正）\154,000

P.435 ホモジナイザー
T10用ジェネレータ(オプション)
S10N-8G

価格改定

S10N-8G（S10N-8G） 誤）\131,000 正）\154,000

P.435 ホモジナイザー
T10用ジェネレータ(オプション)
S10N-10G

価格改定

S10N-10G（S10N-10G） 誤）\131,000 正）\154,000

P.435 ホモジナイザー
T10用ジェネレータ(オプション)
S10N-8G-ST

価格改定

S10N-8G-ST（S10N-8GST） 誤）\136,000 正）\166,000

P.435 ホモジナイザー
T10用ジェネレータ(オプション)
S10N-10G-ST

価格改定

S10N-10G-ST（S10N-10GST） 誤）\136,000 正）\166,000

P.435 ホモジナイザー
T10用ジェネレータ(オプション)
S10D-7G-KS-65

価格改定

S10D-7G-KS-65（S10D-7G65） 誤）\45,000 正）\60,000

P.435 ホモジナイザー
T10用ジェネレータ(オプション)
S10D-7G-KS-110

価格改定

S10D-7G-KS-110（S10D-7G110） 誤）\50,000 正）\65,000

P.435 ホモジナイザー
T25用ジェネレータ(オプション)
S25N-8G

価格改定

S25N-8G（S25N-8G） 誤）\143,000 正）\171,000

P.435 ホモジナイザー
T25用ジェネレータ(オプション)
S25N-10G

価格改定

S25N-10G（S25N-10G） 誤）\118,000 正）\128,000

P.435 ホモジナイザー
T25用ジェネレータ(オプション)
S25N-18G

価格改定

S25N-18G（S25N-18G） 誤）\120,000 正）\128,000
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P.435 ホモジナイザー
T25用ジェネレータ(オプション)
S25N-25G

価格改定

S25N-25G（S25N-25G） 誤）\137,000 正）\164,000

P.435 ホモジナイザー
T25用ジェネレータ(オプション)
S25N-25F

価格改定

S25N-25F（S25N-25F） 誤）\143,000 正）\173,000

P.435 ホモジナイザー
T25用ジェネレータ(オプション)
S25N-8G-ST

価格改定

S25N-8G-ST（S25N-8GST） 誤）\148,000 正）\173,000

P.435 ホモジナイザー
T25用ジェネレータ(オプション)
S25N-10G-ST

価格改定

S25N-10G-ST（S25N-10GST） 誤）\123,000 正）\135,000

P.435 ホモジナイザー
T25用ジェネレータ(オプション)
S25N-18G-ST

価格改定

S25N-18G-ST（S25N-18GST） 誤）\125,000 正）\135,000

P.435 ホモジナイザー
T25用ジェネレータ(オプション)
S25N-25G-ST

価格改定

S25N-25G-ST（S25N-25GST）

P.435 ホモジナイザー
T25用ジェネレータ(オプション)
S25KV-18G

価格改定

S25KV-18G（S25KV-18G） 誤）\239,000 正）\250,000

P.435 ホモジナイザー
T25用ジェネレータ(オプション)
S25KV-25G

価格改定

S25KV-25G（S25KV-25G） 誤）\258,000 正）\286,000

P.435 ホモジナイザー
T25用ジェネレータ(オプション)
S25KV-25F

価格改定

S25KV-25F（S25KV-25F） 誤）\264,000 正）\295,000

P.435 ホモジナイザー
T25用ジェネレータ(オプション)
S25D-10G-KS

価格改定

S25D-10G-KS（S25D-10GKS） 誤）\27,200 正）\36,000

P.435 ホモジナイザー
T25用ジェネレータ(オプション)
S25D-14G-KS

価格改定

S25D-14G-KS（S25D-14GKS） 誤）\27,200 正）\36,000

P.436 ホモジナイザー
スタンド・ムッフ（オプション）

価格改定（2020年1月～・一部2019年1月価格改定）

⑥R182-BHC
⑦R2722-HS
⑧R2723-TS
⑨R271-BHC

P.436 乾式粉砕機

価格改定（2020年1月～・一部2019年1月価格改定）

Tube Mill control（TubemillCo） 誤）\200,000 正）\236,000
A 11 basic（A11basic） 誤）\220,000 正）\268,000
A 10 basic（A10basic） 誤）\220,000 正）\231,000

P.436 ホモジナイザー
T50用ジェネレータ(オプション)
R50高速撹拌シャフト

価格改定

R50高速撹拌シャフト（R50-HS） 誤）\250,000 正）\260,000
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P.436 ホモジナイザー
T50用ジェネレータ(オプション)
S50N-W65SK カッターヘッド

価格改定

S50N-W65SK カッターヘッド（S50N-W65SK）
誤）\398,000 正）\410,000

P.436 ホモジナイザー
T50用ジェネレータ(オプション)
S50N-W80SMK

価格改定

S50N-W80SMK（S50NW80SMK） 誤）\358,000 正）\377,000

P.436 スタンド・ムッフ(オプション）
②T10用 H44 ムッフ

価格改定

②T10用 H44 ムッフ 誤）\3,600 正）\3,800

P.436 スタンド・ムッフ(オプション）
価格改定
③T25用 R1825 プレートスタ
ンド

③T25用 R1825 プレートスタンド 誤）\36,800 正）\37,800

P.436 スタンド・ムッフ(オプション）
価格改定
④T25用 R1826 プレートスタ
ンド

④T25用 R1826 プレートスタンド 誤）\37,800 正）\38,800

P.436 スタンド・ムッフ(オプション）
価格改定
⑤T25用 R1827 プレートスタ
ンド

⑤T25用 R1825 プレートスタンド 誤）\38,800 正）\39,800

P.436 スタンド・ムッフ(オプション）
⑥T25用 R182 ムッフ

⑥T25用 R182 ムッフ 誤）\8,900 正）\11,000

価格改定

P.436 スタンド・ムッフ(オプション）
価格改定
⑦T50用 R2722 H型スタンド

⑦T50用 R2722 H型スタンド 誤）\79,000 正）\85,000

P.436 スタンド・ムッフ(オプション）
価格改定
⑧T50用 R2723 伸縮スタンド

⑧T50用 R2723 伸縮スタンド 誤）\99,000 正）\150,000

P.436 スタンド・ムッフ(オプション）
⑨T50用 R271 ムッフ

価格改定

⑨T50用 R271 ムッフ 誤）\19,700 正）\22,000

P.436 乾式粉砕機
Tube Mill Control

価格改定

Tube Mill Control
誤）\200,000 正）\240,000

P.436 乾式粉砕機
A11 basic

価格改定

A11 basic
誤）\220,000 正）\280,000

P.436 乾式粉砕機
A10 basic

価格改定

A10 basic
誤）\220,000 正）\240,000

P.436 オプション
①使い捨て粉砕チューブ容器
MT40.10

価格改定

①使い捨て粉砕チューブ容器 MT40.10
誤）\7,400 正）\9,100

P.436 オプション
②使い捨て粉砕チューブ容器
MT40.100

価格改定

②使い捨て粉砕チューブ容器 MT40.100
誤）\66,600 正）\81,000
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P.436 オプション
価格改定
③MT40用フタ MTC40.100

③MT40用フタ MTC40.100
誤）\6,000 正）\8,000

P.436 オプション
④ガンマ線滅菌済み容器
MT40.10S

価格改定

④ガンマ線滅菌済み容器 MT40.10S
誤）\13,500 正）\18,000

P.436 オプション
⑤SUS容器 MMT40.1

価格改定

⑤SUS容器 MMT40.1
誤）\24,200 正）\28,000

P.436 オプション
⑥スペアパーツセット
AMMT40.100

価格改定

⑥スペアパーツセット AMMT40.100
誤）\16,000 正）\18,500

P.436 オプション
⑦シングルカッター(スペア)
A11.1

価格改定

⑦シングルカッター(スペア) A11.1
誤）\12,000 正）\12,500

P.436 オプション
⑧カッターブレード A11.2

価格改定

⑧カッターブレード A12.1
誤）\20,000 正）\21,000

P.436 オプション
⑩粉砕容器ポリカーボネード
A11.4

価格改定

⑩粉砕容器ポリカーボネード A 11.4
誤）\64,000 正）\71,000

P.436 オプション
⑪粉砕容器スペア用 A11.5

価格改定

⑪粉砕容器スペア用 A11.5
誤）\47,000 正）\52,000

P.436 オプション
⑫ダブルカッター A11.6

価格改定

⑫ダブルカッター A11.6
誤）\53,000 正）\56,000

P.437 インキュベーターシェーカー
KS3000 i control / ic
control

■仕様 外寸法

誤）幅465×奥行430×高さ695mm
正）幅465×奥行695×高さ430mm

P.437 インキュベーターシェーカー
KS4000 i control / ic
control

■仕様 外寸法

誤）幅580×奥行525×高さ750mm
正）幅580×奥行750×高さ525mm

P.437 インキュベーターシェーカー
KS3000 i control

商品コード

KS3000 i control
誤）KS3000icon 正）0003940004

P.437 インキュベーターシェーカー
KS3000 i control

価格改定

KS3000 i control（0003940004）
誤）\650,000 正）\690,000

P.437 インキュベーターシェーカー
KS3000 ic control

商品コード

KS3000 ic control
誤）KS3000icco 正）0003940104

P.437 インキュベーターシェーカー
KS3000 ic control

価格改定

KS3000 ic control（0003940104）
誤）\650,000 正）\690,000
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P.437 インキュベーターシェーカー
KS4000 i control

商品コード

KS4000 i control
誤）KS4000icon 正）0003510001

P.437 インキュベーターシェーカー
KS4000 i control

価格改定

KS4000 i control（0003510001）
誤）\790,000 正）\830,000

P.437 インキュベーターシェーカー
KS4000 ic control

商品コード

KS4000 ic control
誤）KS4000icco 正）0003510101

P.437 インキュベーターシェーカー
KS4000 ic control

価格改定

KS4000 ic control（0003510101）
誤）\930,000 正）\960,000

P.437 インキュベーターシェーカー
オプション
①AS 260.1

価格改定

①AS 260.1 誤）\64,900 正）\70,000

P.437 インキュベーターシェーカー
オプション
③AS 260.3

価格改定

③AS 260.3 誤）\14,000 正）\15,000

P.437 インキュベーターシェーカー
オプション
⑤AS 4000.1

価格改定

⑤AS 4000.1 誤）\104,000 正）\112,000

P.437 インキュベーターシェーカー
オプション
⑥AS 4000.2

価格改定

⑥AS 4000.2 誤）\86,500 正）\93,000

P.437 インキュベーターシェーカー
オプション
⑦AS 4000.3

価格改定

⑦AS 4000.3 誤）\22,700 正）\25,000

P.437 インキュベーターシェーカー
オプション
⑧AS2.1FX

価格改定

⑧AS2.1FX 誤）\2,800 正）\3,000

P.437 インキュベーターシェーカー
オプション
⑨AS2.2FX

価格改定

⑨AS2.2FX 誤）\2,800 正）\3,000

P.437 インキュベーターシェーカー
オプション
⑩AS2.3FX

価格改定

⑩AS2.3FX 誤）\5,400 正）\3,000

P.437 インキュベーターシェーカー
オプション
⑪AS2.4FX

価格改定

⑪AS2.4FX 誤）\5,400 正）\5,800

P.437 インキュベーターシェーカー
オプション
⑫AS2.5FX

価格改定

⑫AS2.5FX 誤）\5,400 正）\5,800

P.437 インキュベーターシェーカー
オプション
⑬AS2.6FX

価格改定

⑬AS2.6FX 誤）\5,400 正）\5,800
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P.441 スプレードライヤ パルビスミニスプ 英語名
レー
GB210-A

誤）Spray Dryer 1μｍの微小パウダも回収
正）Spray Dryer

P.441 スプレードライヤ パルビスミニスプ 仕様 性能
レー
GB210-A

誤）温度調節器設定範囲
正）温度調節範囲?

P.441 スプレードライヤ パルビスミニスプ GB210-A 仕様 構成 サービスコンセント欄
レー GB210-A
GF300 水分蒸発量
ミニスプレーアタッチメン GF300
型

MAX と Max
同じページに、大文字・小文字が混在。

P.441 スプレードライヤ パルビスミニスプ 価格改定
レー GB210-A

商品コード：212777 セット型式：GB210-A
誤）\3,220,000 正）\3,320,000

P.443 スプレードライヤパルビスミニヘッド 価格改定
GB210-B

商品コード：212778 セット型式：GB210-B
誤）\3,153,000 正）\3,300,000

P.445 スプレードライヤ
ADL311-A/311S-A

仕様 性能

誤）温度調節器範囲
正）温度調節範囲?

P.445 スプレードライヤ ADL311A/311S-A

価格改定

商品コード：212737 セット型式：ADL311-A
誤）\2,000,000 正）\2,100,000
商品コード：212738 セット型式：ADL311S-A
誤）\2,300,000 正）\2,400,000

P.455 ラボラトリーウォッシャ
AWD510/510DRY

仕様 電源

誤）単相AC200V 50/60Hz 14A(15A)
正）単相AC200V 50/60Hz 14A(15A)

P.455 ラボラトリーウォッシャ
AWD510/510DRY

仕様 欄外

誤）電源プラグは付属しません。
正） 電源プラグは付属しません。

P.455 ラボラトリーウォッシャー
AWD510

価格改定（2021年10月～）

AWD510（商品コード:291020）
誤）\1,680,000 正）\1,800,000

P.455 ラボラトリーウォッシャー
AWD510DRY

価格改定（2021年10月～）

AWD510DRY（商品コード:291070）
誤）\1,990,000 正）\2,300,000

P.457 ラボラトリーウォッシャ
AW83Z

メイン画像下注釈

誤）純水供給装置はオプション（①）です。
正）削除

P.457 ラボラトリーウォッシャ
AW83Z

仕様 構造・規格 外装

誤）クロムフリー電気亜鉛メッキ鋼板 耐薬品性焼付塗装
正）クロムフリー電気亜鉛メッキ鋼板 焼付塗装

P.459 ラボラトリーウォッシャ
AW62

仕様 構造・規格 外装

誤）クロムフリー電気亜鉛メッキ鋼板 耐薬品性焼付塗装
正）クロムフリー電気亜鉛メッキ鋼板 焼付塗装

P.459 ラボラトリーウォッシャ AW62

■仕様 付属品

誤）給水口ユニット
正）給水栓
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P.460 ラボラトリーウォッシャ
AW47

仕様 構造・規格 外装

誤）クロムフリー電気亜鉛メッキ鋼板 耐薬品性焼付塗装
正）クロムフリー電気亜鉛メッキ鋼板 焼付塗装

P.460 ラボラトリーウォッシャ AW47

■仕様 付属品

誤）給水口ユニット 1組
正）給水栓

P.463 卓上型超音波洗浄器 DHA1000—6J

【販売終了】(2020年1月～）

DHA-1000—6J【販売終了】(2020年1月～）

P.463 卓上型超音波洗浄器 B42JH-2

【販売終了】(2020年1月～）

B-42JH-2【販売終了】(2020年1月～）

P.463 超音波音圧計（ウルトラソニッ
クメーター）

【販売終了】

【販売終了】
型式 USM-015（\250,000）
※ 後継機種:型式 USM-015 REV2（\270,000）

P.464 卓上型超音波洗浄装置
UT シリーズ

【販売終了（モデルチェンジ）】

【販売終了】
UT-106・UT-106H・UT-206・UT-206H・UT-306・UT-306H・UT-606・UT-606H
※UT-107シリーズへモデルチェンジ

P.465 超音波洗浄機（低周波卓上タ 【販売終了（モデルチェンジ）】
イプ）W-113 サンパ

【販売終了】 W-113 サンパ
【後継】 W-113A

P.465 超音波洗浄機（低周波卓上タ 【販売終了】
イプ）WT-100-M

【販売終了】 WT-100-M ※在庫なくなり次第
【後継】 なし

P.465 超音波洗浄機（低周波卓上タ 【販売終了（モデルチェンジ）】
イプ）WT-200-M

【販売終了】 WT-200-M ※在庫なくなり次第
【後継】 WTC-404

P.465 超音波洗浄機（低周波卓上タ 【販売終了（モデルチェンジ）】
イプ）WT-300-M

【販売終了】 WT-300-M ※在庫なくなり次第
【後継】 WTC-408

P.466 超音波洗浄器（低周波卓上タ 高周波利用設備許可申請
イプ）WV-231S

誤）高周波利用設備許可申請の届出が必要です。
正）削除（届出不要）

P.473 MASTERFLEX® 送液ポンプ
L/Sシリーズ モータ駆動部
07554-80/90型

使用できるポンプヘッドの種類と取り付け個数 ハイ・パフォーマンス 誤）1
型式 07554-80
正）使用不可

P.473 MASTERFLEX® 送液ポンプ
L/Sシリーズ モータ駆動部
07554-80/90型

対応するポンプチューブ・ポンプヘッド1個当たりの送液量
（ml/min） 型式 07554-80

L/S16：誤）(6.3～180) / 正）削除（使用不可）
L/S25：誤）(13～380) / 正）削除（使用不可）
L/S17：誤）(21～600) / 正）削除（使用不可）
L/S18：誤）(27～770) / 正）削除（使用不可）
L/S15：誤）(13～370) / 正）削除（使用不可）
L/S24：誤）(21～600) / 正）削除（使用不可）
L/S35：誤）(30～870) / 正）削除（使用不可）
L/S36：誤）(41～1130) / 正）削除（使用不可）

P.473 MASTERFLEX® 送液ポンプ
L/Sシリーズ モータ駆動部
07554-80/90型

【販売終了】

型式 07554-80(商品コード 243634) 【販売終了】 後継機種 07555-10
型式 07554-90(商品コード 243635) 【販売終了】 後継機種 07555-00
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P.475 MASTERFLEX® 送液ポンプ 特徴 （6項目目）
モータ駆動部
L/Sシリーズ研究用/標準タイプ

誤）●ブラシレスモータを採用しています。
スピードコントロール入力：0～10V、4～20mA
正）削除

P.475 MASTERFLEX® 送液ポンプ 特徴 （5項目目）
モータ駆動部
L/Sシリーズ研究用/標準タイプ

誤）●装備されたDB9メスコネクター経由にて遠隔操作が可能
正）●装備されたDB9メス・コネクター経由にて遠隔操作が可能：
－スピードコントロール入力：0～10V、4～20mA
－回転方向 右回り/左回り：接点OFF-ON（接点ONで左回り）
－スタート/ストップ：接点ON-OFF

P.476 MASTERFLEX® 送液ポンプ ■仕様 寸法（幅×奥行×高さ）mm
L/Sシリーズ研究用/標準タイプ
モータ駆動部
07522-20/30型

誤）254×216×216
正）211×274×216

P.476 モータ駆動部
07522-20/30型

特徴

誤）●分注時の液ダレ防止機能搭載（アンチドロップ機能）。
正）●分注時の液ダレ防止機能搭載（アンチドリップ機能）。

P.481 MASTERFLEX® 送液ポンプ
L/Sシリーズ モータ駆動部
デジタルミニ可変ポンプ
07525シリーズ

特徴

誤）●2本のチューブを同時装着可能（77240-30型）
正）●2本のチューブを同時装着可能（07525-40型）

P.486 イージーロードポンプヘッドⅡ
（厚肉チューブ用）

特徴

誤）●流量：1.7～1700ml/min
正）●流量：1.7～2900ml/min

P.487 イージーロードポンプヘッド
【販売終了】
L/Sシリーズ研究用/標準タイプ
07516シリーズ

【販売終了】
<薄肉チューブ用>
07516-00 \49,500, 07516-10 \58,000
<厚肉チューブ用>
07516-02 \49,500, 07516-12 \58,000
【後継 （仕様変更あり）】
<薄肉チューブ用> 07514-10 \63,700
<厚肉チューブ用> 07514-12 \63,700
※コールパーマ―社の07516シリーズの鉄製ロータータイプは07514シリーズで廃盤となった為、SUS
製ローターの二型式に集約されました。

P.489 マルチチャンネルポンプヘッド

■マルチチャンネルポンプヘッド仕様一覧表
07519-05 材質 外装

誤）ステンレス
正）ポリサルフォン（PSF)

P.489 マルチチャンネルポンプヘッド

■マルチチャンネルポンプヘッド仕様一覧表
07519-05 材質 ローター/ローラー

誤）酸化被膜アルミ
正）酸化被膜アルミ/ステンレス

P.489 マルチチャンネルポンプヘッド

■マルチチャンネルポンプヘッド仕様一覧表
07519-06 最大回転数（rpm）

誤）
正）600

P.489 マルチチャンネルポンプヘッド

■マルチチャンネルポンプヘッド仕様一覧表
07519-06 材質 外装

誤）ステンレス
正）ポリサルフォン（PSF)

P.489 マルチチャンネルポンプヘッド

■マルチチャンネルポンプヘッド仕様一覧表
07519-06 材質 ローター/ローラー

誤）
正）ステンレス/ステンレス

P.495 モータ駆動部
本体型式：07528-20
ポンプヘッド1個当たりの送液量 チューブ型式：L/S14
（ml/min）

誤）0.85～85
正）0.65～65
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P.496 高機能送液用ポンプチューブ材 ノープレン・食品用（06042） 特徴
質の特性

誤）●ノープレン（6404）に類似、FDAの認可取得
正）●タイゴン（旧ノープレン）（06404）に類似、FDAの認可取得

P.496 チューブ材質
クリーニング／滅菌
高機能送液用ポンプチューブ材
質の特性
FDAバイトン（96412）

誤）● 249℃16時間で乾熱滅菌（熱風循環式）
正）推奨しません。

P.496 高機能送液用ポンプチューブ材 種類
質の特性

誤）タイゴン
正）タイゴン（旧ノープレン）

P.497 高機能送液用ポンプチューブ耐 Hydrocyanic acid
薬品性

誤）Hydrocyanic acid 塩酸
正）Hydrocyanic acid 青酸

P.497 高機能送液用ポンプチューブ耐 Hydrocyanic acid,gas,10%
薬品性

誤）Hydrocyanic acid, gas,10% 塩酸 気体 10%
正）Hydrocyanic acid, gas,10% 青酸 気体 10%

P.499 MASTERFLEX® 送液ポンプ
高機能送液用ポンプチューブ

L/Sシリーズ 研究用/標準タイプ ■ポンプヘッド/ポンプチューブ対 誤）厚肉チューブ
応一覧表 ポンプチューブ径選択 L/S17
正）薄肉チューブ

P.499 MASTERFLEX® 送液ポンプ
高機能送液用ポンプチューブ

L/Sシリーズ 研究用/標準タイプ ■ポンプヘッド/ポンプチューブ対 誤）厚肉チューブ
応一覧表 ポンプチューブ径選択 L/S18
正）薄肉チューブ

P.499 高機能送液用ポンプチューブ

■ポンプヘッド/ポンプチューブ対応一覧表 L/S36
ポンプヘッド 標準 鉄製

誤）－
正）07036-30

P.499 高機能送液用ポンプチューブ

■ポンプヘッド/ポンプチューブ対応一覧表 L/S36
ポンプヘッド 標準 ステンレス製

誤）－
正）07036-31

P.499 高機能送送液用ポンプチューブ 長さ/箱（ｍ）

誤）7.5
正）7.6

P.499 高機能送送液用ポンプチューブ 長さ/箱（ｍ）

誤）15
正）15.2

P.501 高機能送液用ポンプチューブ

過酸化物処理 シリコンポンプチューブ
●規格

誤）●規格：弾性率：FDA…
正）●規格：FDA…

P.501 高機能送液用ポンプチューブ

白金処理 シリコンポンプチューブ
●規格

誤）●規格：弾性率：FDA…
正）●規格：FDA…

P.501 高機能送液用ポンプチューブ

バイオファーム白金処理 シリコンポンプチューブ
●規格

誤）●規格：弾性率：FDA…
正）●規格：FDA…

P.501 高機能送液用ポンプチューブ

バイオファームプラス白金処理 シリコンポンプチューブ
●規格

誤）●規格：弾性率：FDA…
正）●規格：FDA…
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P.501 高機能送送液用ポンプチューブ m/箱
過酸化物処理 シリコン
白金処理 シリコン
バイオファーム白金処理 シリコン
バイオファームプラス白金処理 シリコン

誤）7.5
正）7.6

P.501 高機能送送液用ポンプチューブ m/箱
ファーメッド BPT
ファーマピュア

誤）7.5
正）7.6

P.502 高機能送液用ポンプチューブ

有機溶媒用ポンプチューブ

誤）タイゴン 有機溶媒用ポンプチューブ
正）バーシロン（旧 タイゴン 有機溶媒用）ポンプチューブ

P.502 高機能送液用ポンプチューブ

（右上）ポンプヘッド 483頁 アイコン

誤）ポンプヘッド 483頁 アイコン （右向き）
正）ポンプヘッド 483頁 アイコン （左向き）

P.502 高機能送液用ポンプチューブ

ファーマピュア ポンプチューブ 特性

誤）…アルカリ性、黒色
正）…アルカリ性、不透明チューブ

P.502 高機能送液用ポンプチューブ

ファーメッド BPTポンプチューブ
●規格

誤）●規格：弾性率：FDA…
正）●規格：FDA…

P.502 高機能送液用ポンプチューブ

ファーマピュア ポンプチューブ 特性

誤）耐圧性（414kPaまで）
正）削除

P.502 高機能送送液用ポンプチューブ m/箱
タイゴン E-ラボ
バーシロン（旧タイゴン）

誤）15
正）15.2

P.503 高機能送送液用ポンプチューブ m/箱
タイゴン E-LFL

誤）7.5
正）7.6

P.503 高機能送送液用ポンプチューブ m/箱
タイゴン E-LFL
B/T パーフェクトポジションチューブ
06440-87
06440-91

誤）3.0
正）7.6

P.504 高機能送液用ポンプチューブ

（右上）タイゴン

【追記】
正）タイゴン（旧ノープレン）

P.504 高機能送液用ポンプチューブ

（右上）ポンプヘッド 483頁 アイコン

誤）ポンプヘッド 483頁 アイコン （右向き）
正）ポンプヘッド 483頁 アイコン （左向き）

P.504 高機能送液用ポンプチューブ

FDA認証バイトン 特性

誤）耐薬品性、不透明の白色
正）耐薬品性、黒色

P.504 高機能送液用ポンプチューブ

ノープレン 食品用
●規格

誤）●規格：弾性率：FDA…
正）●規格：FDA…

P.504 高機能送送液用ポンプチューブ m/箱
C-フレックス
タイゴン(旧ノープレン） I/P ハイプレシジョンチューブ(厚肉）
FDA認証バイトン

誤）7.5
正）7.6
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P.504 高機能送送液用ポンプチューブ m/箱
タイゴン(旧ノープレン）
ノープレン食肉用

誤）15
正）15.2

P.505 モータ駆動部・ポンプヘッド・
チューブ
I/Pシリーズ生産プロセスタイプ

■ポンプチューブ価格一覧表
長さ/箱（ｍ）

誤）7.5
正）7.6

P.506 MASTERFLEX® 送液ポンプ

■ポンプチューブ価格一覧表 ファーメッドBPTチューブ 244015
06508-88 価格

誤）￥124,000
正）￥126,000

P.506 モータ駆動部・ポンプヘッド・
チューブ
I/Pシリーズ生産プロセスタイプ

■ポンプチューブ価格一覧表
長さ/箱（ｍ）

誤）15
正）15.2

P.514 モータ駆動部・ポンプチューブ
77111-70型

オプション
リモートケーブル 7.6m 価格

誤）\32,600
正）\32,000

P.514 モータ駆動部・ポンプチューブ
77111-70型

リモートコントローラ画像

誤）

正）

リモートケーブル

P.518 送液ポンプ ギアポンプ 75211 オプション 07523-92 フットスイッチ 価格

誤）\46,000
正）\47,000

P.523 メンブレンフィルター （精密ろ過 価格（2019年4月1日受注～価格改定）
膜）
■MF-ミリポア（セルロース混合エステル）
価格
孔径 0.025
0.05
0.1
0.22
0.3

商品コード：VSWP04700
商品コード：VSWP09025
商品コード：VMWP04700
商品コード：VMWP09025
商品コード：VCWP04700
商品コード：VCWP09025
商品コード：GSWP02500
商品コード：GSWP04700
商品コード：GSWP09000
商品コード：PHWP04700
商品コード：PHWP09025

P.523 メンブレンフィルター （精密ろ過 価格（2019年4月1日受注～価格改定）
膜）
■MF-ミリポア（セルロース混合エステル）
価格
孔径 0.45
0.65
0.8

商品コード：HAWP01300 誤）¥10,800 正）\11,300
商品コード：HAWP02500 誤）¥10,800 正）\11,300
商品コード：HAWG02500 誤）¥10,800 正）\11,300
商品コード：801218 誤）¥17,000 正）\17,700
商品コード：HAWG04700 誤）¥17,400 正）\18,200
商品コード：HABP04700 誤）¥23,800 正）\24,900
商品コード：HABG04700 誤）¥22,200 正）\23,200
商品コード：HAWP09000 誤）¥48,400 正）\50,500
商品コード：DAWP04700 誤）¥17,400 正）\18,200
商品コード：DAWP09025 誤）¥12,200 正）\12,800
商品コード：AAWG02500 誤）¥10,800 正）\11,300
商品コード：AAWP02500 誤）¥10,800 正）\11,300
商品コード：801188 誤）¥17,400 正）\18,200
商品コード：AAWG04700 誤）¥17,400 正）\18,200
商品コード：AABP04700 誤）¥23,800 正）\24,900
商品コード：AABG04700 誤）¥23,800 正）\24,500
商品コード：AAWP09000 誤）¥48,400 正）\50,500
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誤）¥26,300
誤）¥23,300
誤）¥26,300
誤）¥23,300
誤）¥26,700
誤）¥22,200
誤）¥10,800
誤）¥17,400
誤）¥48,400
誤）¥17,400
誤）¥12,200

正）\27,500
正）\24,400
正）\27,500
正）\24,400
正）\27,900
正）\23,200
正）\11,300
正）\18,200
正）\50,500
正）\18,200
正）\12,800

ヤマト科学 2018-19 総合カタログ 正誤表
▶ 科学・産業機器/分析・計測・試験機器【Ⅰ】

2022/3/11 更新

P.523 メンブレンフィルター （精密ろ過 価格（2019年4月1日受注～価格改定）
膜）
■MF-ミリポア（セルロース混合エステル）
価格
孔径 1.0
1.2
3.0
5.0
8.0

商品コード：AAMP04700
商品コード：AAMP09000
商品コード：RAWP02500
商品コード：RAWP04700
商品コード：RAWG04700
商品コード：RAWP09025
商品コード：SSWP04700
商品コード：SSWP09025
商品コード：SMWP02500
商品コード：SMWP04700
商品コード：SMWP09025
商品コード：SCWP02500
商品コード：SCWP04700
商品コード：SCWP09025

P.523 メンブレンフィルター （精密ろ過 価格（2019年4月1日受注～価格改定）
膜）
■デュラポア（親水性PVDF）
価格

商品コード：VVLP04700 誤）¥19,500 正）\20,400
商品コード：VVLP09050 誤）¥28,800 正）\30,100
商品コード：GVWP02500 誤）¥16,400 正）\17,100
商品コード：GVWP04700 誤）¥22,600 正）\23,700
商品コード：GVWP09050 誤）¥32,500 正）\33,900
商品コード：HVLP02500 誤）¥16,400 正）\16,700
商品コード：HVLP04700 誤）¥22,600 正）\23,100
商品コード：HVLP09050 誤）¥32,500 正）\33,100
商品コード：DVPP04700 誤）¥19,500 正）\20,400
商品コード：DVPP09050 誤）¥28,900 正）\30,200
商品コード：SVLP04700 誤）¥19,500 正）\20,400
商品コード：SVWG04700 誤）¥19,500 正）\20,400
商品コード：SVLP09050 誤）¥31,900 正）\33,300

P.523 メンブレンフィルター （精密ろ過 価格（2019年4月1日受注～価格改定）
膜）
■オムニポア（親水性PTFE）
価格

商品コード：JVWP04700 誤）¥11,200 正）\11,700
商品コード：JVWP09025 誤）¥ 8,800 正）\14,000
商品コード：JGWP01300 誤）¥ 7,800 正）\ 8,150
商品コード：JGWP02500 誤）¥ 8,800 正）\ 9,150
商品コード：JGWP04700 誤）¥11,200 正）\11,700
商品コード：JGWP09025 誤）¥ 8,800 正）\ 9,150
商品コード：JHWP01300 誤）¥ 7,800 正）\ 7,930
商品コード：JHWP02500 誤）¥ 8,800 正）\ 9,150
商品コード：801093 誤）¥11,200 正）\11,700
商品コード：JHWP09025 誤）¥ 8,800 正）\ 9,150
商品コード：JAWP02500 誤）¥ 8,800 正）\ 9,150
商品コード：801083 誤）¥11,200 正）\11,700
商品コード：JAWP09025 誤）¥ 8,800 正）\ 9,150
商品コード：JMWP02500 誤）¥ 8,800 正）\ 9,150
商品コード：JMWP04700 誤）¥11,200 正）\11,700
商品コード：801074 誤）¥ 8,800 正）\ 9,150
商品コード：JMWP14225 誤）¥15,400 正）\16,100
商品コード：JCWP02500 誤）¥ 8,800 正）\ 9,150
商品コード：JCWP04700 誤）¥11,200 正）\11,700
商品コード：JCWP09025 誤）¥ 8,800 正）\ 9,150

P.523 メンブレンフィルター （精密ろ過 価格（2019年4月1日受注～価格改定）
膜）
■アイソポア（ポリカーボネート）
価格

商品コード：VCTP04700
商品コード：GTTP02500
商品コード：GTTP04700
商品コード：HTTP02500
商品コード：HTTP04700
商品コード：HTTP09030
商品コード：DTTP04700
商品コード：ATTP04700
商品コード：RTTP04700
商品コード：TTTP04700
商品コード：TSTP04700
商品コード：TMTP04700
商品コード：TMTP09030
商品コード：TETP04700
商品コード：TCTP04700
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誤）¥17,400
誤）¥48,400
誤）¥10,800
誤）¥17,400
誤）¥17,400
誤）¥13,000
誤）¥17,000
誤）¥13,000
誤）¥11,200
誤）¥17,000
誤）¥13,400
誤）¥11,200
誤）¥17,000
誤）¥13,000

誤）¥53,500
誤）¥19,100
誤）¥27,700
誤）¥19,100
誤）¥27,700
誤）¥30,900
誤）¥27,700
誤）¥27,700
誤）¥27,700
誤）¥27,700
誤）¥28,800
誤）¥28,800
誤）¥45,300
誤）¥27,700
誤）¥28,800

正）\18,200
正）\50,500
正）\11,300
正）\18,200
正）\18,200
正）\13,600
正）\17,700
正）\13,600
正）\11,700
正）\17,700
正）\14,000
正）\11,700
正）\17,700
正）\13,600

正）\55,800
正）\19,500
正）\28,300
正）\21,200
正）\28,300
正）\31,500
正）\29,000
正）\28,300
正）\28,300
正）\29,000
正）\29,400
正）\29,400
正）\46,100
正）\29,000
正）\29,400

ヤマト科学 2018-19 総合カタログ 正誤表
▶ 科学・産業機器/分析・計測・試験機器【Ⅰ】

2022/3/11 更新

P.523 メンブレンフィルター （精密ろ過 価格（2019年4月1日受注～価格改定）
膜）
■ミリポアエクスプレスプラス（非対称親水性PES）
価格

商品コード：GPWP01300
商品コード：GPWP02500
商品コード：GPWP04700
商品コード：GPWP09050
商品コード：GPWP14250
商品コード：HPWP01300
商品コード：HPWP02500
商品コード：HPWP04700
商品コード：HPWP09050
商品コード：HPWP14250

P.523 メンブレンフィルター （精密ろ過 価格（2019年4月1日受注～価格改定）
膜）
■ステンレス製フィルターピンセット 価格

商品コード：XX6200006P 誤）¥ 6,700 正）\ 7,040

P.524 フィルターホルダー
スウィネクスフィルターホルダー

価格（2019年4月1日受注～価格改定）
価格

商品コード：SX0001300 誤）¥ 9,800 正）\10,300
商品コード：SX0002500 誤）¥19,100 正）\20,000
商品コード：SX0004700 誤）¥48,500 正）\50,700

P.524 フィルターホルダー
スウィネクスフィルターホルダー

価格（2019年4月1日受注～価格改定）
価格

商品コード：SX0001301
商品コード：SX0002501
商品コード：XX2702510
商品コード：XX1104707
商品コード：XX1104715
商品コード：SX0004701

P.524 フィルターホルダー
47mmガラス製ホルダー

価格（2019年4月1日受注～価格改定）
価格

商品コード：XX1014720 誤）¥37,900 正）\38,900
商品コード：XX1014700 誤）¥28,600 正）\29,400

P.524 フィルターホルダー 47mmガラ
ス製ホルダー

価格（2019年4月1日受注～価格改定）
価格

商品コード：XX1014724
商品コード：XX1014703
商品コード：XX1014722
商品コード：XX1014708

P.524 フィルターホルダー
47mmステンレススクリーンガラ
スホルダー吸引ろ過キット

価格（2019年4月1日受注～価格改定）
価格

商品コード：801218 誤）¥17,000 正）\17,700
商品コード：XX1014730 誤）¥38,900 正）\39,900
商品コード：XX1014705 誤）¥10,800 正）\13,800
商品コード：WP6110060 誤）¥159,000 正）\167,000
商品コード：XXKT0471J 誤）¥205,000 正）\216,000

P.525 サンプル前処理用フィルターユ
ニット
HPLC用マイレクス

価格（2019年4月1日受注～価格改定）
■有機溶媒/水溶液両用
価格

商品コード：SLLGH04NL 誤）¥12,200 正）\12,800
商品コード：SLLGH04NK 誤）¥88,700 正）\92,700
商品コード：SLLHH04NL 誤）¥12,200 正）\12,800
商品コード：SLLHH04NK 誤）¥88,700 正）\92,700
商品コード：802201 誤）¥16,400 正）\18,000
商品コード：SLLGH13NK 誤）¥129,000 正）\142,000
商品コード：802203 誤）¥16,400 正）\18,000
商品コード：SLLHH13NK 誤）¥129,000 正）\142,000
商品コード：SLLGH25NS 誤）¥13,500 正）\14,800
商品コード：SLLGH25NB 誤）¥53,500 正）\58,600
商品コード：SLLGH25NK 誤）¥195,000 正）\215,000
商品コード：802204 誤）¥13,500 正）\14,800
商品コード：SLLHH25NB 誤）¥53,500 正）\58,600
商品コード：SLLHH25NK 誤）¥195,000 正）\215,000

P.525 サンプル前処理用フィルターユ
ニット
IC用マイレクス

価格（2019年4月1日受注～価格改定）
価格

商品コード：SLLGC13NL
商品コード：SLLHC13NL
商品コード：SLLGC25NS
商品コード：SLLHC25NS

P.526 サンプル前処理用フィルターユ
ニット
ミリカップ

価格（2019年4月1日受注～価格改定）
価格

商品コード：SJLHM4710 誤）¥12,200 正）\12,800
商品コード：SJHVM4710 誤）¥12,200 正）\12,800
商品コード：SJFHM4710 誤）¥13,400 正）\14,000
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誤）¥13,000
誤）¥13,000
誤）¥19,100
誤）¥29,900
誤）¥51,600
誤）¥13,000
誤）¥13,000
誤）¥19,100
誤）¥29,900
誤）¥51,600

誤）¥11,200
誤）¥12,200
誤）¥16,400
誤）¥ 6,100
誤）¥ 3,000
誤）¥12,200

誤）¥18,300
誤）¥11,300
誤）¥25,400
誤）¥13,800

誤）¥35,000
誤）¥35,100
誤）¥35,000
誤）¥35,100

正）\13,600
正）\13,600
正）\19,900
正）\31,200
正）\53,900
正）\13,600
正）\13,600
正）\19,900
正）\31,200
正）\53,900

正）\11,700
正）\12,800
正）\17,200
正）\ 6,340
正）\ 3,120
正）\12,800

正）\17,500
正）\11,200
正）\24,500
正）\12,600

正）\36,600
正）\36,700
正）\36,600
正）\36,700

ヤマト科学 2018-19 総合カタログ 正誤表
▶ 科学・産業機器/分析・計測・試験機器【Ⅰ】

2022/3/11 更新

P.526 サンプル前処理用フィルターユ
価格（2019年4月1日受注～価格改定）
ニット
■ウルトラフリー-MC付属品
ウルトラフリー-MC/CL（精密ろ 価格
過）

商品コード：UFC3000TB 誤）¥25,300 正）\26,000

P.526 サンプル前処理用フィルターユ
ニット ウルトラフリー-MC/CL
（精密ろ過）

価格（2019年4月1日受注～価格改定）
■有機溶媒／水溶液両用
価格

商品コード：UFC30LG00
商品コード：UFC30LH00
商品コード：UFC40LG25
商品コード：UFC40LH25

P.526 サンプル前処理用フィルターユ
ニット ウルトラフリー-MC/CL
（精密ろ過）

■水溶液両用

誤）■水溶液両用
正）■水溶液用

P.526 サンプル前処理用フィルターユ
ニット ウルトラフリー-MC/CL
（精密ろ過）

価格（2019年4月1日受注～価格改定）
■水溶液両用
価格

商品コード：UFC30VV25
商品コード：UFC30VV00
商品コード：UFC40VV25
商品コード：UFC40VV00
商品コード：UFC30GV25
商品コード：UFC30GV00
商品コード：UFC40GV25
商品コード：UFC40GV00
商品コード：UFC30HV25
商品コード：UFC30HV00
商品コード：UFC40HV25
商品コード：UFC40HV00
商品コード：UFC30DV25
商品コード：UFC40DV25
商品コード：UFC30SV00
商品コード：UFC40SV25

誤）¥40,800
誤）¥40,800
誤）¥23,300
誤）¥23,300

正）\42,500
正）\42,500
正）\24,000
正）\24,000

誤）¥13,700
誤）¥40,500
誤）¥23,300
誤）¥67,800
誤）¥13,700
誤）¥40,500
誤）¥23,300
誤）¥67,800
誤）¥13,700
誤）¥40,500
誤）¥23,300
誤）¥67,800
誤）¥13,700
誤）¥23,300
誤）¥40,500
誤）¥23,300

正）\14,100
正）\41,600
正）\24,000
正）\69,600
正）\14,100
正）\41,600
正）\24,000
正）\69,600
正）\14,100
正）\41,600
正）\24,000
正）\69,600
正）\14,100
正）\24,000
正）\41,600
正）\24,000

P.527 ろ過滅菌（加圧式）フィルター 価格（2019年4月1日受注～価格改定）
ユニット 滅菌用マイレクス（加 ■高流量タイプ
圧式）
価格

商品コード：SLGP033RS 誤）¥15,600 正）\16,900
商品コード：SLGP033RB 誤）¥67,400 正）\69,200

P.527 ろ過滅菌（加圧式）フィルター 価格（2019年4月1日受注～価格改定）
ユニット 滅菌用マイレクス（加 ■一般ろ過用
圧式）
価格

商品コード：SLGS033SS 誤）¥12,700 正）\13,800
商品コード：SLHA033SS 誤）¥12,700 正）\13,800
商品コード：SLAA033SS 誤）¥15,200 正）\16,500

P.527 ろ過滅菌（加圧式）フィルター 価格（2019年4月1日受注～価格改定）
ユニット 滅菌用マイレクス（加 ■低吸着タイプ
圧式）
価格

商品コード：SLGV004SL 誤）¥23,500 正）\24,200
商品コード：SLHV004SL 誤）¥23,500 正）\24,200
商品コード：SLGVJ13SL 誤）¥25,800 正）\26,600
商品コード：SLHVJ13SL 誤）¥25,800 正）\26,600
商品コード：SLVV033RS 誤）¥15,600 正）\16,900
商品コード：SLGV033RS 誤）¥15,200 正）\16,500
商品コード：SLGV033RB 誤）¥65,800 正）\67,500
商品コード：SLHV033RS 誤）¥15,600 正）\16,900
商品コード：SLSVJ25LS 誤）¥19,100 正）\19,600

P.527 ろ過滅菌（加圧式）フィルター 価格（2019年4月1日受注～価格改定）
ユニット 滅菌用マイレクス（加 ■酸・アルカリ用
圧式）
価格

商品コード：SLFGJ25LS 誤）¥27,700 正）\28,500

P.527 ろ過滅菌（加圧式）フィルター 価格（2019年4月1日受注～価格改定）
ユニット 滅菌用マイレクス（加 ■DMSO・ジメチルホルムアミド：
圧式）
価格

商品コード：SLLG013SL 誤）¥27,600 正）\28,400
商品コード：SLLG025SS 誤）¥17,600 正）\19,100
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ヤマト科学 2018-19 総合カタログ 正誤表
▶ 科学・産業機器/分析・計測・試験機器【Ⅰ】

2022/3/11 更新

P.528 遠心式フィルターユニット
価格（2019年4月1日受注～価格改定）
アミコンウルトラ遠心式限外ろ過 製品名：アミコンウルトラ-0.5
ユニット
価格

商品コード：UFC500308
商品コード：UFC500324
商品コード：UFC500396
商品コード：UFC5003BK
商品コード：UFC501008
商品コード：UFC501024
商品コード：UFC501096
商品コード：UFC5010BK
商品コード：UFC503008
商品コード：UFC503024
商品コード：UFC503096
商品コード：UFC5030BK
商品コード：UFC505008
商品コード：UFC505024
商品コード：UFC505096
商品コード：UFC5050BK
商品コード：UFC510008
商品コード：UFC510024
商品コード：UFC510096
商品コード：UFC5100BK

誤）¥6,900 正）\7,040
誤）¥16,700 正）\17,200
誤）¥49,600 正）\50,900
誤）¥182,000 正）\187,000
誤）¥6,900 正）\7,040
誤）¥16,700 正）\17,200
誤）¥49,600 正）\50,900
誤）¥182,000 正）\187,000
誤）¥6,900 正）\7,040
誤）¥16,700 正）\17,200
誤）¥49,600 正）\50,900
誤）¥182,000 正）\187,000
誤）¥6,900 正）\7,040
誤）¥16,700 正）\17,200
誤）¥49,600 正）\50,900
誤）¥182,000 正）\187,000
誤）¥6,900 正）\7,040
誤）¥16,700 正）\17,200
誤）¥49,600 正）\50,900
誤）¥182,000 正）\187,000

P.528 遠心式フィルターユニット
価格（2019年4月1日受注～価格改定）
アミコンウルトラ遠心式限外ろ過 製品名：アミコンウルトラ-2
ユニット
価格

商品コード：UFC200324
商品コード：UFC201024
商品コード：UFC203024
商品コード：UFC205024
商品コード：UFC210024

誤）¥23,300
誤）¥23,300
誤）¥23,300
誤）¥23,300
誤）¥23,300

正）\24,000
正）\24,000
正）\24,000
正）\24,000
正）\24,000

P.528 遠心式フィルターユニット
価格（2019年4月1日受注～価格改定）
アミコンウルトラ遠心式限外ろ過 製品名：アミコンウルトラ-4
ユニット
価格

商品コード：UFC800308
商品コード：UFC800324
商品コード：UFC800396
商品コード：UFC801008
商品コード：UFC801024
商品コード：UFC801096
商品コード：UFC803008
商品コード：UFC803024
商品コード：UFC803096
商品コード：UFC805008
商品コード：UFC805024
商品コード：UFC805096
商品コード：UFC810008
商品コード：UFC810024
商品コード：UFC810096

誤）¥12,100
誤）¥29,300
誤）¥87,000
誤）¥12,100
誤）¥29,300
誤）¥87,000
誤）¥12,100
誤）¥29,300
誤）¥87,000
誤）¥12,100
誤）¥29,300
誤）¥87,000
誤）¥12,100
誤）¥29,300
誤）¥87,000

正）\12,500
正）\30,100
正）\89,300
正）\12,500
正）\30,100
正）\89,300
正）\12,500
正）\30,100
正）\89,300
正）\12,500
正）\30,100
正）\89,300
正）\12,500
正）\30,100
正）\89,300

P.528 遠心式フィルターユニット
価格（2019年4月1日受注～価格改定）
アミコンウルトラ遠心式限外ろ過 製品名：アミコンウルトラ-15
ユニット
価格

商品コード：UFC900308
商品コード：UFC900324
商品コード：UFC900396
商品コード：UFC901008
商品コード：UFC901024
商品コード：UFC901096
商品コード：UFC903008
商品コード：UFC903024
商品コード：UFC903096
商品コード：UFC905008
商品コード：UFC905024
商品コード：UFC905096
商品コード：UFC910008
商品コード：UFC910024
商品コード：UFC910096

誤）¥17,200 正）\17,700
誤）¥41,500 正）\42,700
誤）¥121,000 正）\125,000
誤）¥17,200 正）\17,700
誤）¥41,500 正）\42,700
誤）¥121,000 正）\125,000
誤）¥17,200 正）\17,700
誤）¥41,500 正）\42,700
誤）¥121,000 正）\125,000
誤）¥17,200 正）\17,700
誤）¥41,500 正）\42,700
誤）¥121,000 正）\125,000
誤）¥17,200 正）\17,700
誤）¥41,500 正）\42,700
誤）¥121,000 正）\125,000

P.529 Milliflex® PLUS吸引ポンプ

商品コード：MXPPLUS01
商品コード：MXPPLUS02
商品コード：MXPPLUS03
商品コード：MXPRINT01
商品コード：ATBPRNT22

誤）¥451,000 正）\464,000
誤）¥896,000 正）\919,000
誤）¥1,350,000 正）\1,390,000
誤）¥120,000 正）\124,000
誤）¥20,400 正）\21,200

価格（2019年4月1日受注～価格改定）
価格
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P.529 Milliflex® PLUS吸引ポンプ

価格（2019年4月1日受注～価格改定）
価格

商品コード：MXHAWG124
商品コード：MXHABG124
商品コード：MXHAWG1LS
商品コード：MXHVWP124
商品コード：MXGSWG124
商品コード：MXHAWG224

誤）¥19,500 正）\20,100
誤）¥19,500 正）\20,100
誤）¥29,000 正）\29,900
誤）¥20,600 正）\21,300
誤）¥19,500 正）\20,100
誤）¥28,500 正）\29,300

P.529 Milliflex® PLUS吸引ポンプ

価格（2019年4月1日受注～価格改定）
価格

商品コード：MXSMEND48 誤）¥38,800 正）\39,900
商品コード：MXSMPCA48 誤）¥29,700 正）\30,500
商品コード：MXSMCRA48 誤）¥29,900 正）\30,700
商品コード：MXSMCSD48 誤）¥29,700 正）\30,500
商品コード：MXSMCSP48 誤）¥38,800 正）\39,900
商品コード：MXSMTGE48 誤）¥31,600 正）\32,500
商品コード：MXSMCTS48 誤）¥29,700 正）\30,500
商品コード：MXSMCYM48 誤）¥30,600 正）\31,600

P.531 多機能ウルトラミクロ・ミクロ・セミ 【販売終了】
ミクロ分析天秤
XPEシリーズ

商品コード：30105894
商品コード：30105898
商品コード：30105905
商品コード：30105933

型式：XPE26V 【販売終了】
型式：XPE26DRV 【販売終了】
型式：XPE56V 【販売終了】
型式：XPE56DRV 【販売終了】

P.531 多機能ウルトラミクロ・ミクロ・セミ 価格改定（2019年7月～）
ミクロ分析天秤
XPRシリーズ

商品コード：30309293
商品コード：30309227
商品コード：30309296
商品コード：30309299
商品コード：30309290

XPR6UV 誤）\4,292,000 正）\4,484,000
XPR2UV 誤）\2,855,000 正）\2,984,000
XPR6UD5V 誤）\2,531,000 正）\2,645,000
XPR10V 誤）\2,646,000 正）\2,766,000
XPR2V 誤）\2,076,000 正）\2,170,000

P.531 多機能ウルトラミクロ・ミクロ・セミ 価格改定（2020年1月～）
ミクロ分析天秤
XPRシリーズ

商品コード：30309293
商品コード：30309227
商品コード：30309296
商品コード：30309299
商品コード：30309290

XPR6UV 誤）\4,292,000 正）￥4,632,000
XPR2UV 誤）\2,855,000 正）￥3,083,000
XPR6UD5V 誤）\2,531,000 正）￥2,733,000
XPR10V 誤）\2,646,000 正）￥2,858,000
XPR2V 誤）\2,076,000 正）￥2,242,000

P.532 標準型分析天秤
XSE シリーズ

【販売終了】

商品コード：30087717
商品コード：30087733
商品コード：30087709
商品コード：30087725

型式：XSE105DUV 【販売終了】
型式：XSE205DUV 【販売終了】
型式：XSE104V 【販売終了】
型式：XSE204V 【販売終了】

P.532 標準型上皿天秤
XSR シリーズ

（2019年4月1日受注～価格改定）

商品コード：30315758
商品コード：30316499
商品コード：30316568
商品コード：30317409
商品コード：30317444
商品コード：30317455
商品コード：30317463
商品コード：30317502
商品コード：30317498
商品コード：30317516

型式：XSR303SV 誤）¥447,000 正）\458,000
型式：XSR603SV 誤）¥491,000 正）\503,000
型式：XSR1203SV 誤）¥553,000 正）\567,000
型式：XSR2002SV 誤）¥405,000 正）\415,000
型式：XSR4002SV 誤）¥433,000 正）\444,000
型式：XSR6002SV 誤）¥475,000 正）\487,000
型式：XSR6002SDRV 誤）¥403,000 正）\413,000
型式：XSR4001SV 誤）¥351,000 正）\360,000
型式：XSR6001SV 誤）¥393,000 正）\403,000
型式：XSR8001SV 誤）¥429,000 正）\440,000

P.532 標準型上皿天秤
XSR シリーズ

価格改定（2020年1月～）

商品コード：30315758
商品コード：30316499
商品コード：30316568
商品コード：30317409
商品コード：30317444
商品コード：30317455
商品コード：30317463
商品コード：30317502
商品コード：30317498
商品コード：30317516

型式：XSR303SV 誤）\447,000 正）\471,700
型式：XSR603SV 誤）\491,000 正）\518,000
型式：XSR1203SV 誤）\553,000 正）\583,900
型式：XSR2002SV 誤）\405,000 正）\427,400
型式：XSR4002SV 誤）\433,000 正）\457,200
型式：XSR6002SV 誤）\475,000 正）\501,500
型式：XSR6002SDRV 誤）\403,000 正）\425,300
型式：XSR4001SV 誤）\351,000 正）\370,700
型式：XSR6001SV 誤）\393,000 正）\415,000
型式：XSR8001SV 誤）\429,000 正）\453,100

P.533 多機能型分析天秤
XPE シリーズ

【販売終了】

商品コード：30087636
商品コード：30087654
商品コード：30087701
商品コード：30087644
商品コード：30087771

型式：XPE105V 【販売終了】
型式：XPE205V 【販売終了】
型式：XPE205DRV 【販売終了】
型式：XPE204V 【販売終了】
型式：XPE504V 【販売終了】
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P.533 多機能型上皿天秤
XPR シリーズ

価格改定（2020年1月～）

商品コード：30315754
商品コード：30316506
商品コード：30316526
商品コード：30316564
商品コード：30317124
商品コード：30317440
商品コード：30317450
商品コード：30317459
商品コード：30317467
商品コード：30317434
商品コード：30317448
商品コード：30317492
商品コード：30317512
商品コード：30317484

型式：XPR303SV 誤）\526,000 正）\568,200
型式：XPR603SV 誤）\575,000 正）\620,900
型式：XPR603SDRV 誤）\526,000 正）\568,200
型式：XPR1203SV 誤）\683,000 正）\737,600
型式：XPR1202SV 誤）\495,000 正）\535,100
型式：XPR4002SV 誤）\568,000 正）\613,700
型式：XPR6002SV 誤）\604,000 正）\652,900
型式：XPR6002SDRV 誤）\518,000 正）\559,900
型式：XPR8002SV 誤）\692,000 正）\747,900
型式：XPR10002SV 誤）\795,000 正）\859,500
型式：XPR4001SV 誤）\430,000 正）\464,900
型式：XPR6001SV 誤）\466,000 正）\504,200
型式：XPR8001SV 誤）\531,000 正）\573,400
型式：XPR10001SV 誤）\618,000 正）\667,400

P.534 ベーシック分析／上皿天秤
NewClassic MS シリーズ

価格改定（2020年1月～）

商品コード：11142056
商品コード：11142062
商品コード：11142068
商品コード：30133522
商品コード：30133523
商品コード：30133524
商品コード：30133525
商品コード：30133526
商品コード：30133527
商品コード：30133528
商品コード：30133529

型式：MS105 誤）\488,000 正）\514,900
型式：MS105DU 誤）\362,000 正）\382,100
型式：MS205DU 誤）\422,000 正）\445,900
型式：MS104TS 誤）\295,000 正）\324,600
型式：MS204TS 誤）\329,000 正）\360,900
型式：MS304TS 誤）\363,000 正）\398,300
型式：MS303TS 誤）\240,000 正）\253,400
型式：MS403TS 誤）\265,000 正）\280,100
型式：MS603TS 誤）\312,000 正）\329,600
型式：MS1003TS 誤）\359,000 正）\379,000
型式：MS1602TS 誤）\216,000 正）\228,600

P.534 ベーシック分析／上皿天秤
NewClassic MS シリーズ

価格改定（2020年1月～）

商品コード：30133530
商品コード：30133531
商品コード：30133532
商品コード：30133533
商品コード：30133534
商品コード：30133535
商品コード：30133536
商品コード：11143793
商品コード：11143796
商品コード：11143808
商品コード：11143921

型式：MS3002TS 誤）\240,000 正）\253,400
型式：MS4002TS 誤）\265,000 正）\280,100
型式：MS4002TSDR 誤）\238,000 正）\251,300
型式：MS6002TS 誤）\312,000 正）\329,600
型式：MS6002TSDR 誤）\281,000 正）\296,600
型式：MS12002TS 誤）\371,000 正）\391,300
型式：MS8001TS 誤）\205,000 正）\216,300
型式：MS12001L/02 誤）\320,000 正）\337,800
型式：MS16001L/02 誤）\352,000 正）\371,800
型式：MS32001L/02 誤）\399,000 正）\421,200
型式：MS32000L/02 誤）\317,000 正）\334,700

P.535 コンパクト電子天秤 ナビゲーター 価格改定
シリーズ（NV,NVT）

NV212JP/2（83032532） 誤）\36,800 正）\37,600
NVT1601JP/2（83032140） 誤）\36,800 正）\37,600
NVT3201JP/2（83032142） 誤）\36,800 正）\37,600
NVT6401JP/2（83032144） 誤）\36,800 正）\37,600
NVT10001JP/2（83032146） 誤）\36,800 正）\37,600
NVT16000JP/2（83032148） 誤）\36,800 正）\37,600

P.536 デジタル台はかり D3000シリー 価格改定
ズ（標準タイプ）

D31P30BRJP（80250580） 誤）\55,100 正）\56,300
D31P60BRJP（80250581） 誤）\55,100 正）\56,300
D31P60BLJP（80250582） 誤）\60,700 正）\62,000
D31P150BLJP（80250583） 誤）\60,700 正）\62,000
D31P150BXJP（80250584） 誤）\75,100 正）\76,700
D31P300BXJP（80250585） 誤）\75,100 正）\76,700

P.550 ポータブル型pHメータ・電気伝 【販売終了】2019.12.27
導率計・溶存酸素計
D-70/ES-70/OM-70シリーズ

【販売終了】 D-70/ES-70/OM-70シリーズ
※後継機種
D-70シリーズの後継機種はお客様のアプリケーションや用途に応じて
以下ラインナップからご提案ください。
【LAQUAシリーズラインナップ】
・卓上型pH・水質計：F-70シリーズ
・マルチデジタルセンサ水質計：WQ-300シリーズ
・ポータブル水質計：D-200シリーズ
・コンパクト型水質計：LAQUAtwinシリーズ以上

P.551 DS-70シリーズ

【商品コード追記】
型式
商品コード
DS-71E
3200619949
DS-72E
3200619953
DS-72P
3200619954

DS-70シリーズ 導線率電極 ■仕様
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P.551 DS-70シリーズ

DS-70シリーズ 電極 ■仕様

【商品コード追記】
型式
商品コード
9615S-10D
311223
9618S-10D
3200585447
9680S-10D
3200585455
9681S-10D
3200585463
9625-10D
311222
9600-10D
3200358859
6367-10D
311137
6377-10D
3014093085
6252-10D
3014080850
6069-10C
3014081107
6261-10C
3014081807
0040-10D
3200367925
1066A-10C
3014080432
1076A-10C
3014093084
2060A-10T
3014080434
2565A-10T
3014080436
9300-10D
3014046710
4163-10T
3014080375

P.551 DS-70シリーズ

DS-70シリーズ 電極 ■仕様

【商品コード追記】
型式
商品コード
3551-10D
3014081712
9382-10D
3014046709
3552-10D
3014081545
3553-10D
3014081714
3561-10D
3014082350
3562-10D
3014082513
3573-10C
3014082590
3574-10C
3014082592

P.554 ポータブル型pHメータ
Seven2Go S2/S8

価格改定（2020年1月～）

商品コード：30207949
商品コード：30207950
商品コード：30207951
商品コード：30207874
商品コード：30207875
商品コード：30207877

P.555 デジタルpHコントローラ
NPH-680D/690D

■オプション
■pHガラス複合電極
価格

【追記】
CE-103CS \53,000
CE-105C \28,000

P.619 ガスクロマトグラフ
7820A

【販売終了】

7820A 【販売終了】

P.623 センサガスクロマトグラフ
SGHA-P3-A

■仕様 測定濃度域

誤）一酸化炭素：10～10000ppb
正）一酸化炭素：50～10000ppb

P.623 センサガスクロマトグラフ
SGHA-P3-A

■仕様 計測時間

誤）4分
正）2分

P.648 融点測定器 MP-21

価格改定

商品コード：353703 セット型式：MP-21
誤）\169,000 正）\228,000

型式：S2-Meter 誤）\63,400 正）\66,200
型式：S2-Standard Kit 誤）\85,200 正）\89,000
型式：S2-Field Kit 誤）\94,400 正）\98,600
型式：S8-Meter 誤）\107,000 正）\113,000
型式：S8-Standard Kit 誤）¥130,000 正）\137,000
型式：S8-Field Kit 誤）¥137,000 正）\144,000

P.649 自動滴定装置 COM-1700A 【販売終了】

COM-1700A【販売終了】

P.650 自動水分測定装置 AQV2200A

AQV-2200A【販売終了】

【販売終了】

61 / 65 ページ

ヤマト科学 2018-19 総合カタログ 正誤表
▶ 科学・産業機器/分析・計測・試験機器【Ⅰ】

2022/3/11 更新

P.652 水分計

価格改定

商品コード：80252472
商品コード：80252470
商品コード：30237205
商品コード：30100251

型式：MB25
型式：MB23
型式：HE73
型式：HE53

誤）￥163,000
誤）￥124,000
誤）￥277,000
誤）￥200,000

正）\167,000
正）\127,000
正）\292,500
正）\211,100

P.656 ポータブル動的表面張力計
SITAシリーズ

価格改定

型式：SITA-t100 誤）\3,350,000 正）\3,500,000

P.656 溶液安定性評価装置
スタビリティテスター
ST-1

価格改定

型式：ST-1 誤）\4,000,000～ 正）\4,200,000～

P.657 粉体流動性評価装置

価格改定

型式：PFT 誤）\3,800,000～ 正）\4,000,000～

P.660 ブルックフィールド粘度計

価格改定

DV1M（LV、RV、HA、HB） 誤）\520,000 正）\640,000
DV2T（LV、RV、HA、HB） 誤）\740,000 正）\900,000
RST-CPS 誤）\2,700,000～ 正）ご照会ください

P.669 微生物汚染リスクモニタリングシ オプション（共通） エレスタチップ
ステム
ELESTA™（エレスタ）

【モデルチェンジ】
商品コード
誤）325701
正）325704

型式
ELC100D
ELC121

価格
\70,000
\120,000

P.669 微生物汚染リスクモニタリングシ オプション（共通） エレスタチップ
ステム
ELESTA™（エレスタ）

【モデルチェンジ】
商品コード
誤）325701
正）325704

型式
ELC100D
ELC121N

価格
\70,000
\150,000

P.669 微生物汚染リスクモニタリングシ オプション（共通） エレスタバッファー 325702 ELB100N
ステム
価格
ELESTA™（エレスタ）

誤）\8,800
正）\10,000

P.672 微小重力環境細胞培養装置
「クリノスタット」 Zeromo

CL-5000 → CL-5100

【販売終了】CL-5000（商品コード 232100）価格 ¥3,390,000
【後継】CL-5100（商品コード 232102）価格 ¥3,390,000

P.689 卓上遠心器 H-36α

■仕様 電源

誤）単相AC100V 105A
正）単相AC100V 10A

P.695 超低温アルミブロック恒温槽 ク 【販売終了】
ライオポーター CS-80C

超低温アルミブロック恒温槽 クライオポーター CS-80C【販売終了】

P.705 簡易水質検査試験紙
アクアチェック

検査項目
日産アクアチェック３ 商品コード

誤）700000
正）714048

P.705 簡易水質検査試験紙
アクアチェック

検査項目
アクアチェックＡ 商品コード

誤）700000
正）714049

P.705 簡易水質検査試験紙
アクアチェック

検査項目
アクアチェックＨＣ 商品コード

誤）700000
正）714057
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P.705 簡易水質検査試験紙
アクアチェック

検査項目
アクアチェック LC 商品コード

誤）700000
正）714058

P.705 簡易水質検査試験紙
アクアチェック

検査項目
アクアチェック TC 商品コード

誤）700000
正）714059

P.705 簡易水質検査試験紙
アクアチェック

検査項目
アクアチェック P 商品コード

誤）700000
正）714040

P.711 ラボリアクター
LR1000 basic

価格改定

LR 1000 basic 誤）\650,000 正）\800,000

P.711 ラボリアクター
LR 1000 control

価格改定

LR 1000 control 誤）\1,100,000 正）\1,380,000

P.711 ラボリアクター
LR-2.ST
the Compact Power

価格改定

LR-2.ST the Compact Power 誤）\1,130,000 正）\1,350,000

P.711 ラボリアクター
LR-2.ST
the High Performer

価格改定

LR-2.ST the High Performer 誤）\1,370,000 正）\1,600,000

P.711 ラボリアクター オプション
ホモジナイザー本体
①T25 digital

価格改定

①T25 digital 誤）\198,000 正）\250,000

P.711 ラボリアクター オプション
シャフトジェネレーター
②S25KV-25G

価格改定

②S25KV-25G 誤）\258,000 正）\286,000

P.711 ラボリアクター オプション
シャフトジェネレーター
③S25KV-25F

価格改定

③S25KV-25F 誤）\264,000 正）\295,000

P.711 ラボリアクター オプション
シャフトサポート
④LR1000.41

価格改定

④LR1000.41 誤）\49,500 正）\63,000

P.711 ラボリアクター オプション
シャフトサポート
⑤LR2000.40

価格改定

⑤LR2000.40 誤）\70,000 正）\80,000

P.711 ラボリアクター オプション
アンカー羽根
⑧LR1000.10

価格改定

⑧LR1000.10 誤）\50,000 正）\57,000

P.711 ラボリアクター オプション
アンカー羽根
⑨LR2000.10

価格改定

⑨LR2000.10 誤）\170,000 正）\180,000

P.711 ラボリアクター オプション
フローブレーカー
⑩LR1000.20

価格改定

⑩LR1000.20 誤）\35,200 正）\48,000
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P.711 ラボリアクター オプション
フローブレーカー
⑪LR2000.20

価格改定

⑪LR2000.20 誤）\80,000 正）\90,000

P.711 ラボリアクター オプション
pH電極
⑫LR1000.64

価格改定

⑫LR1000.64 誤）\100,000 正）¥106,000

P.711 ラボリアクター オプション
価格改定
pH電極装着用センサーサポート
⑬LR1000.65

⑬LR1000.65 誤）\86,000 正）¥91,000

P.711 ラボリアクター オプション
ワイヤレスコントローラー
⑭WiCo LR1000

価格改定

⑭WiCo LR 1000 誤）\61,500 正）\75,000

P.711 ラボリアクター オプション
リアクター容器
⑮LR1000.1

価格改定

⑮LR1000.1 誤）\360,000 正）\393,000

P.711 ラボリアクター オプション
リアクター容器
⑯LR1000.3

価格改定

⑯LR1000.3 誤）\448,000 正）\486,000

P.711 ラボリアクター オプション
リアクター容器
⑰LR2.1

価格改定

⑰LR2.1 誤）\87,000 正）\102,000

P.711 ラボリアクター オプション
リアクター容器
⑱LR2000.1

価格改定

⑱LR2000.1 誤）\400,000 正）\422,000

P.711 ラボリアクター オプション
リアクター容器
⑲LR2000.2

価格改定

⑲LR2000.2 誤）\500,000 正）\528,000

P.711 ラボリアクター オプション
ステンレス製リアクター容器
⑳LR2000.3

価格改定

㉑LR2000.3 誤）¥600,000 正）\610,000

P.711 ラボリアクター オプション
ステンレス製リアクター容器
㉑LR2000.4

価格改定

㉑LR2000.4 誤）\935,000 正）\995,000

P.768 オシロスコープ
USBオシロスコープ
PicoScope5000シリーズ

■仕様
※一部販売終了、後継機種へ移行

<後継機種詳細>
商品コード：PQ143
型式：5242D
チャンネル数：2
帯域：60MHz
最高サンプリングスピード：1GS/s
垂直分解能：8～16bit
メモリ長：128M
価格：¥118,000

・販売終了：5242A → 後継機種：5242D

P.768 オシロスコープ
USBオシロスコープ
PicoScope5000シリーズ

■仕様
※一部販売終了、後継機種へ移行
・販売終了：5243A → 後継機種：5243D

<後継機種詳細>
商品コード：PQ144
型式：5243D
チャンネル数：2
帯域：100MHz
最高サンプリングスピード：1GS/s
垂直分解能：8～16bit
メモリ長：256M
価格：¥163,000
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P.768 オシロスコープ
USBオシロスコープ
PicoScope5000シリーズ

■仕様
※一部販売終了、後継機種へ移行
・販売終了：5244A → 後継機種：5243D

P.768 オシロスコープ
USBオシロスコープ
PicoScope5000シリーズ

■仕様
※一部販売終了、後継機種へ移行
・販売終了：5442A → 後継機種：5442D

P.768 オシロスコープ
USBオシロスコープ
PicoScope5000シリーズ

■仕様
※一部販売終了、後継機種へ移行
・販売終了：5443A → 後継機種：5443D

P.768 オシロスコープ
USBオシロスコープ
PicoScope5000シリーズ

■仕様
※一部販売終了、後継機種へ移行
・販売終了：5443B → 後継機種：5443D

P.768 オシロスコープ
USBオシロスコープ
PicoScope5000シリーズ

■仕様
※一部販売終了、後継機種へ移行
・販売終了：5444A → 後継機種：5444D

2022/3/11 更新
<後継機種詳細>
商品コード：PQ145
型式：5244D
チャンネル数：2
帯域：200MHz
最高サンプリングスピード：1GS/s
垂直分解能：8～16bit
メモリ長：512M
価格：¥195,000

<後継機種詳細>
商品コード：PQ146
型式：5442D
チャンネル数：4
帯域：60MHz
最高サンプリングスピード： 1GS/s
垂直分解能：8～16bit
メモリ長：128M
価格：¥167,000

<後継機種詳細>
商品コード：PQ147
型式：5443D
チャンネル数：4
帯域：100MHz
最高サンプリングスピード：1GS/s
垂直分解能：8～16bit
メモリ長：256M
価格：¥227,000

<後継機種詳細>
商品コード：PQ147
型式：5443D
チャンネル数：4
帯域：100MHz
最高サンプリングスピード：1GS/s
垂直分解能：8～16bit
メモリ長：256M
価格：¥227,000

<後継機種詳細>
商品コード：PQ148
型式：5444D
チャンネル数：4
帯域：200MHz
最高サンプリングスピード：1GS/s
垂直分解能：8～16bit
メモリ長：512M
価格：¥273,000

P.781 シリアルデータロガー SDロガー3 【販売終了】

SDロガー3（511406）【販売終了】
※後継機種 SDロガー4 価格･仕様変更有

P.786 会社情報

誤）＊1 札幌営業所、千葉営業所、東京北営業所、広島営業所には許可拠点から出張修理で
対応します。
正）＊1 札幌営業所、千葉営業所、広島営業所には許可拠点から出張修理で対応します。

■登録許可 ●医療機器修理業許可
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正誤詳細

P.028

カートユニット

誤）337
正）286、337

P.028 カートユニット

INDEX 型式（数字～キ行） カ行 カートユニット

誤）337
正）137、286、337、466

P.033

INDEX テ～フ行 ハ行 ■パーティクルカウンター

誤）195（Ⅱ）または 195
正）637～642、195（Ⅱ）または 195、637（Ⅰ）～642（Ⅰ）

P.036 目次 レ行

冷却トラップ

誤) 冷却トラップ 237（Ⅰ）
正) 冷却トラップ 237・301（Ⅰ）

P.037 バイオクリーンベンチ
BLB

INDEX 型式（数字～D）B行 BLB

誤）BLB-1007/1307/1607/1907 バイオクリーンベンチ
正）BLB-1007/1307/1607/1917 バイオクリーンベンチ

P.039 INDEX 型式

H

誤）HE53/73 水分計（ハロゲン・赤外線）.....652
HFM02 研究開発・少量サンプル作製用 湿式微粉砕・分砕機ビーズミル.....666
正）HE53/73 水分計（ハロゲン・赤外線）.....652
HF100/200 ヒーティングブロック .....359
HFM02 研究開発・少量サンプル作製用 湿式微粉砕・分砕機ビーズミル.....666

P.040 給排気システム
LDコンバータ

INDEX 型式（D～M）L行 LDコンバータ

誤）LAC-8型 LDコンバータ
正）LDコンバータ

P.044 作業台P/Tシリーズ
TWA-5N189/N249

INDEX 型式（S～Z・その他） T行 作業台P/Tシリーズ
TWA5-N189/N249

誤）TWA5-N189/N249ズ………391
正）TWA5-N189/N249…………391

P.046 LabBubble

製品

誤）GroveBubble
正）GloveBubble

P.047 実験台 Pシリーズ

誤）スチームフレーム
正）スチールフレーム

P.050 器具乾燥器
DG400

ダイジェスト 器具乾燥器 DG400画像

誤）（架台 / イメージ）
正）（架台 / イメージ）※DG400に専用架台はありません

P.057 純水製造装置オートスチル
WS221

ダイジェスト WS221 蒸留水製造量

誤）約1.7ℓ/h
正）約1.6ℓ/h

P.058 ラボラトリーウォッシャ
AW83Z

画像下注釈

誤）（純水供給装置／オプション）
正）削除

P.059 ウォーターバス
BS601

ダイジェスト BS601 槽内容量

誤）約11ℓ
正）約12ℓ

P.116 GFシリーズ
ヒュームフード型式

GF1
内装材

誤）
N：ノンアスベスト不燃化粧板
L：ステンレス
S：セラミック（Sは作業面セラミックの場合のみ）
正）
N：ノンアスベスト不燃化粧板
L：ステンレス

P.117 ヒュームフード（ドラフトチャン
バー）
GF1M(標準型 ミドル型)

■共通仕様
内装(選定)

誤) ノンアスベスト不燃化粧板（N）、ステンレス（L）、セラミック（S）※1
※1 作業面がセラミックの場合のみ選定可能です。
正) ノンアスベスト不燃化粧板（N）、ステンレス（L）
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P.118 ヒュームフード（ドラフトチャン
バー）
GF1L(標準型 ロー型)

■共通仕様
内装(選定)

誤) ノンアスベスト不燃化粧板（N）、ステンレス（L）、セラミック（S）※1
※1 作業面がセラミックの場合のみ選定可能です。
正) ノンアスベスト不燃化粧板（N）、ステンレス（L）

P.119 ヒュームフード（ドラフトチャン
バー）
GF1H(標準型 ハイ型)

■共通仕様
内装(選定)

誤) ノンアスベスト不燃化粧板（N）、ステンレス（L）、セラミック（S）※1
※1 作業面がセラミックの場合のみ選定可能です。
正) ノンアスベスト不燃化粧板（N）、ステンレス（L）

P.120 ヒュームフード（ドラフトチャン
バー）
GF1T(標準型 低床型)

■共通仕様
内装(選定)

誤) ノンアスベスト不燃化粧板（N）、ステンレス（L）、セラミック（S）※1
※1 作業面がセラミックの場合のみ選定可能です。
正) ノンアスベスト不燃化粧板（N）、ステンレス（L）

P.137 ラボキューブ純水製造装置ユ
ニット
WL320A/320B

保証延長アイコン

誤）

正）

P.138 ラボキューブ外部密閉系冷却水 保証延長アイコン
循環装置
CF822・CFE820/920・
CF321P

誤）

正）

P.156 ヒュームフード（ドラフトチャン
バー）
LDC

ヒュームフード（ドラフトチャンバー） LDC 型式( )内

誤）LDC(排ガス処理装置付き多段充填塔方式)
正）LDC(多段充填塔方式排ガス処理装置付き)

P.183 ダクトレスヒュームフード
CRUMA

■特徴

誤）
●場所を取らないコンパクト設計です。
●机の上に簡単に設置可能です。
●耐薬品性があります。
●前面、側面のパネルは厚み8mmのアクリル製です。
●作業面がガラスの為、クリーンに保てます。
●高温の物も取り扱えます。
●下記、EUの規格に準拠しています。
正）
●場所を取らないコンパクト設計です。
●机の上に簡単に設置可能です。
●耐薬品性があります。
●前面、側面のパネルは厚み8mmのアクリル製です。
●作業面がガラスの為、クリーンに保てます。
●下記、EUの規格に準拠しています。

P.191 グローブボックス
給排気清浄型グローブボックス
GRI-90/120型

【販売終了】

126736 GRI-90 【販売終了】
126748 GRI-120 【販売終了】

後継機種 126739 GCI-90
後継機種 126750 GCI-120

P.203 粉体封じ込め(コンテインメント) アイコン内 許容曝露量
秤量システム ST1

誤) 0.01μg/㎥以下(サロゲートパウダー ラクトース)
正) 0.01μg/㎥以下(サロゲートパウダー ナプロキセンナトリウム)

P.229 給排気システム
LDコンバータ

給排気システム LDコンバータ 製品名

誤）LAC-8型 LDコンバータ
正）LDコンバータ

P.229 給排気システム
LDコンバータ

給排気システム LDコンバータ ■LDコンバータの機能と出力信
号の使い方

誤）●ヒュームフードLDX型からLDコンバータにデジタル信号が送られます。 (出力信
号すべて)
正）●ヒュームフードLDX型からLDコンバータにアナログ信号が送られます。
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P.376 薬品器具戸棚（木製）
【販売終了】
TFL型（開き戸、ガラス引違い
戸2段）

TLF-N95CBH（商品コード A002460CB） 【販売終了】
TLF-N95CNH（商品コード A002460CN） 【販売終了】
TLF-N95KH（商品コード A002460K） 【販売終了】
TLF-125CBH（商品コード A002461CB） 【販売終了】
TLF-125CNH（商品コード A002461CN） 【販売終了】
TLF-N125KH（商品コード A002461K） 【販売終了】
TLF-155CBH（商品コード A002462CB） 【販売終了】
TLF-155CNH（商品コード A002462CN） 【販売終了】
TLF-N155KH（商品コード A002462K） 【販売終了】
TLF-185CBH（商品コード A002463CB） 【販売終了】
TLF-185CNH（商品コード A002463CN） 【販売終了】
TLF-N185KH（商品コード A002463K） 【販売終了】

P.381 ステンレスサイド流し台

写真下型式

誤) SSA-121,SSB-121,SSC-121,SSD-151
正) SSA-N127,SSB-N127,SSC-N127,SSD-N157

P.383 水栓
1方口化学水栓（台付き）

製造中止

【製造中止】
T-42A型（商品コード 182012）
※ 後継機種:LF-101型（商品コード 182146）

P.383 水栓
1方口化学水栓（壁付き）

製造中止

【製造中止】
T-44A型（商品コード 182001）
※ 後継機種:LF-101W型（商品コード 182147）

P.384 水栓
混合水栓（台付き）

製造中止

【製造中止】
K87120JV-RJ型（商品コード 182141）
※ 後継機種:K87121JV-RJ型（商品コード 182148）

P.384 水栓
シングルレバー式混合水栓

製造中止

【製造中止】
K87120E1JV-RJ型（商品コード 182144）
※ 後継機種:K87121E1JV-RJ型（商品コード 182149）

P.385 超音波洗浄流し台 IUC

配管立上げ図

正）「配管立上げ図」を削除

P.387 精密機器用除振台 UBE型
（コイルバネ式）

【販売終了】

101546
101547
101548
101549

P.387 スチール天秤台・除振台
天秤用除振台
UBD-80型

【販売終了】

101545 UBD-80 【販売終了】

P.388 天秤用除振板
UBL-5/6

欄外

※仕様変更※
誤）本体：塗装鋳鉄板
正）本体：一般圧延鋼板（SS材）
※UBL-6は在庫が無くなり次第の変更になります。

P.438 移動ラック
電動式フルオートタイプ
Y-EHB型（書架搭載型）

■オプション

誤）●書架の代わりに文書保管庫や薬品庫を搭載することができます。
正）●書架の代わりに文書保管庫を搭載することができます。

P.438 移動ラック
手動式ハンドルタイプ
Y-HHB型（書架搭載型）

■オプション

誤）●書架の代わりに文書保管庫や薬品庫を搭載することができます。
正）●書架の代わりに文書保管庫を搭載することができます。

P.444 マグカップ
MGCTK 塗装鋼板

■仕様
寸法（mm）

誤）0.8×200×500
正）0.8×290×500

P.449 ラボ用チェア
TD-14LN

【販売終了】

【販売終了】
商品コードA001597 型式 TD-14LN
※ 後継機種:商品コード A001607 型式 TD-14LN-Z
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UBE-50A 【販売終了】
UBE-50B 【販売終了】
UBE-100A 【販売終了】
UBE-100B 【販売終了】

ヤマト科学 2018-19 総合カタログ 正誤表
▶ 研究施設【Ⅱ】

2022/3/11 更新

P.449 ラボ用チェア
TD-15LN

【販売終了】(在庫なくなり次第、販売終了）

【販売終了】
商品コード A001596 型式 TD-15LN
※ 後継機種:商品コード A001606 型式 TD-15LN-Z

P.485 バイオクリーンベンチ
BLB

型式

誤) BLB-1907
正) BLB-1917

P.491 施設 動物実験施設

「実験動物の概要」表内
無菌動物
作出

（誤）→人口飼育、無菌動物に哺育させる
（正）→人工飼育、無菌動物に哺育させる

P.537 収納 Rectline レクトライン

ロッカー ダイヤル鍵付き 型式

誤）9335GK-Z13
正）9335GL-Z13

P.537 収納 Rectline レクトライン

ロッカー ダイヤル鍵付き 型式

誤）9335EK-Z13
正）9335EL-Z13

P.537 収納 Rectline レクトライン

ロッカー ダイヤル鍵付き 型式

誤）9335DK-Z13
正）9335DL-Z13

P.537 収納 Rectline レクトライン

ロッカー ダイヤル鍵付き 型式

誤）9335CK-Z13
正）9335CL-Z13

P.537 収納 Rectline レクトライン

ロッカー ダイヤル鍵付き 型式

誤）9335BK-Z13
正）9335BL-Z13

P.537 収納 Rectline レクトライン

ロッカー ダイヤル鍵付き 型式

誤）9335AK-Z13
正）9335AL-Z13

P.588 会社情報

■登録許可 ●医療機器修理業許可

誤）＊1 札幌営業所、千葉営業所、東京北営業所、広島営業所には許可拠点か
ら出張修理で対応します。
正）＊1 札幌営業所、千葉営業所、広島営業所には許可拠点から出張修理で対
応します。
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