
お客様用FAX注文シート
ご注文日　　　　年　　月　　日

http://www.kenis.co.jp

◆ご注文品 
コード 商品名・型式 単価 数量 金額 備考

1 1-130-0901 ビーカー 100mL（6個組） 2,280 2 円
6個組が2組の
12個です

2 円

3 円

4 円

5 円

6 円

7 円

8 円

9 円

10 円

〈通信欄〉

お手数ですがこの発注シートをコピーしてご利用ください。
※ご注文の際は個数組に注意して数量をご検討ください。

お名前 学校名

TEL FAX

■ ご注文・ご用命は…
ご発注は簡単で
スピーディーな
FAXで!

4,560

31

先生
公益社団法人 日本理科教育振興協会幹事会社　総合理化学機器製造提供会員

2019
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●価格は2019年3月現在の価格です。本カタログでは、税抜の本体価格を
　表示しております。
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ご購入の手引きとしてご利用いただきます様、お願い申し上げます。ご購入の手引きとしてご利用いただきます様、お願い申し上げます。

920920

、、

2019年度2019年度2019年度

、、

公益社団法人 日本理科教育振興協会幹事会社
総合理化学機器製造提供会員

製品規格に関するお問合せはケニス企画部へ

 TEL：06 - 4800 - 0724（企画部直通）
 FAX：06 - 6882 - 3768
 Mail：kikaku@kenis.co.jp

〔所属協会〕
一般社団法人 日本科学機器協会
公益社団法人 日本理科教育振興協会幹事会社
総合理化学機器製造提供会員

〔事業許可関係〕
毒物劇物一般販売業登録
計量器販売事業登録
高度管理医療機器等販売許可

http://www.kenis.co.jp

本 社 大阪市北区天満2丁目7-28 TEL（06）4800-0721㈹
〒530-0043 FAX（06）6882-3768

東 京 支 社 東京都江東区佐賀1丁目2-8 TEL（03）3630-8121㈹
〒135-0031 FAX（03）3630-8187

福 岡 支 店 福岡市博多区東比恵3丁目16-3 TEL（092）473-6600㈹
〒812-0007 FAX（092）473-6635

広 島 支 店 広島市西区三篠町2丁目9-15 TEL（082）537-2511㈹
〒733-0003 FAX（082）230-2132

札幌営業所 札幌市北区北10条西4-1-19 楠本第10ビル1階 TEL（011）746-1061㈹
〒001-0010 FAX（011）746-1062

仙台営業所 仙台市若林区河原町2丁目5-40 クレセール河原町1階 TEL（022）302-5460㈹
〒984-0816 FAX（022）302-5463
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新製品・推奨品

小学校用鉄製スタンド ………31
電源装置………………………33
顕微鏡…………………………35

実験用たいこセット …………39
力学的エネルギー実験器 ……40
ダニエル・ボルタ電池実験器 …41

直列・並列比較実験セット …43
希釈済試薬……………………46
プレパラート …………………48

ガラス・プラスチック
ビーカー ………………………51
フラスコ ………………………55
シャーレ ………………………57
試験管…………………………58
気体発生装置…………………61
メスフラスコ …………………62
メスシリンダー ………………63
ビュレット ……………………66
ピペット・スポイト ……………67
ロート …………………………70
注射筒…………………………72
撹拌棒…………………………74
ガラス管 ………………………75
集気瓶…………………………76
燃焼さじ ………………………77
試薬瓶（ガラス） ………………78
スポイト瓶 ……………………79
ポリ瓶 …………………………80
活栓付ポリ瓶 …………………86
廃液貯蔵容器…………………87
洗浄瓶…………………………88
蒸発皿…………………………89
乳鉢……………………………90
バット …………………………92

化 学
ゴム栓 …………………………93
ゴム管 …………………………96
ろ紙 ……………………………99
PH・リトマス試験紙 ……… 100
パックテスト ……………… 105
PH計 ……………………… 108
気体検知管………………… 110
鉄製スタンド関連品 ……… 112
ロート台・ピペット台 ……… 115
試験管立…………………… 118
ガスバーナー ……………… 120
試験管はさみ ……………… 124
薬さじ ……………………… 125
実験用ガス ………………… 126
電気分解装置部品………… 127
分子構造模型……………… 129
炎色反応…………………… 130
ラベル（薬用） ……………… 131
ブラシ（洗浄用） …………… 134

計 量 ・ 計 測
温度計……………………… 138
放射温度計………………… 142
示温テープ ………………… 143
てんびん …………………… 144

ばねばかり ………………… 147
メジャー・数取器 ………… 148
ストップウォッチ …………… 150
タイマー …………………… 151
電力計・テスター ………… 152

物 理
滑車………………………… 155
速度測定器………………… 157
実験用てこ ………………… 158
物の重さ素材 ……………… 159
ばね ………………………… 162
水ロケット ………………… 163
熱の実験用具……………… 165
ルーペ・凸レンズ ………… 166
光学台用部品……………… 171
平面鏡……………………… 172
偏光板……………………… 175
分光シート ………………… 176
ブラックライト …………… 177
おんさ ……………………… 180
モノコード部品 …………… 180
磁石………………………… 181
フェライト磁石 …………… 182
ゴム磁石 …………………… 184
ネオジム磁石 ……………… 185
磁界観察…………………… 185
方位磁針…………………… 187
手回し発電機 ……………… 191
電気の蓄電実験器………… 192
静電気実験用具…………… 193

生 物 ・ 地 学
解剖メス・はさみ ………… 195
ピンセット ………………… 198
アクアリウム（水槽用品） … 199
水あみ・捕虫あみ ………… 206
昆虫標本用具……………… 207
植物標本用具……………… 209
植物栽培用具……………… 210
バイオ器具 ………………… 213
植物ホルモン ……………… 214
生きた生物 ………………… 216
プレパラート ……………… 220
スライドグラス …………… 222
カバーグラス ……………… 223
マイクロメーター ………… 224
プレパラート染色液 ……… 225
スンプセット ……………… 226
プレパラートボックス …… 227
顕微鏡レンズ ……………… 228
顕微鏡部品………………… 229
星座早見盤………………… 233

透明半球…………………… 234
雲の発生ボトル …………… 236
最高最低温度計…………… 237
鉱物ハンマー ……………… 239
化石標本…………………… 241
岩石標本…………………… 242

素 材 ・ パ ー ツ
金属板……………………… 245
電極………………………… 247
金属棒・金属球 …………… 249
風船………………………… 251
空気砲……………………… 252
化学発光…………………… 253
おもしろ素材 ……………… 255
スライム・おもしろ実験 … 260
電池実験セット …………… 264
工作パーツ ………………… 265
粘土………………………… 266
日用品 ……………………… 267
電球・豆電球 ……………… 272
LED（発光ダイオード） …… 274
電球ソケット ……………… 275
スイッチ …………………… 276
電池ホルダ ………………… 277
電池………………………… 278
光電池……………………… 279
モーター …………………… 281
リード線 …………………… 283
抵抗・電熱線 ……………… 286
コンデンサ ………………… 287
電子オルゴール …………… 288

工 具 ・ 安 全
コンセントコード ………… 289
工具………………………… 290
はさみ ……………………… 291
接着剤……………………… 293
耐震防災用具……………… 294
手袋………………………… 296
安全めがね ………………… 297
白衣………………………… 298
マスク ……………………… 299
紙ワイプ …………………… 300
コンテナー ………………… 301
バスケット ………………… 303
薬品整理箱………………… 305

試 薬
汎用試薬…………………… 307
小学校用試薬……………… 309
中学校用試薬……………… 310

推 奨 品 新学習指導要領対応品 こ れ は 便 利
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1

あ
I字管 …………………………… 56, 75
亜鉛板………………41, 128, 245, 246
赤色LEDライト …………………… 233
赤ゴム栓 ……………………… 93, 127
赤ゾウリムシ ……………………… 217
赤玉土……………………………… 211
赤ちゃん模型 ………………………… 47
空き缶つぶし機 …………………… 136
アクア（AQUA） …………………… 253
アクアグロー ……………………… 178
アクアスコープ …………………… 205
アクアチェック …………………… 104
アクアテックス …………………… 225
アクアランナー（ストップウォッチ） … 150
アクアリウム ……………………… 200
アクアリウム飼育用具セット ……… 200
アクアリウム用エアーポンプ …… 202
アクアリウム用すくい網 ………… 204
アクリル水槽 ……………………… 200
アクリル透明パイプ ……………… 265
アクリル板 ………………………… 265
アクリル板（静電気用） …………… 193
アクリル棒（静電気実験用） ……… 193
浅型バスケット …………………… 137
亜硝酸測定試験紙………………… 104
亜硝酸テスター …………………… 104
アスピレーター ……………………… 98
アスピレーター用ゴム管 …………… 98
アスピレーター用ソケット ………… 98
アダプタ（ロート用） ………………… 95
アダプタ（冷却器用） ………………… 72
圧縮空気で動く実験器 …………… 163
圧縮実験器…………………………… 73
圧縮発火器………………………… 163
圧力ゲージ（ボンベ用） …………… 126
圧力実験器…………………………… 73
アドバンテックろ紙 ………………… 99
穴あきゴム栓 …………………… 62, 94
穴あきシリコンゴム栓 ……………… 94
穴あきシリコン栓 …………………… 77
アナログテスター ………………… 154

アナログノギス …………………… 149
油粘土……………………………… 266
雨水の浸み込み方観察器………… 235
雨水の浸み込み方実験セット … 39, 235
雨水の浸み込み方実験用ボトルキャップ … 235
網…………………………………… 204
網（水網） …………………………… 206
網（虫網） …………………………… 207
アミールのり ……………………… 207
アミコンテナー …………………… 303
アメーバ …………………………… 217
アメゴム管 …………………………… 98
アランダム（研ま粉） ……………… 239
アルガーゼ ………………………… 299
アルカリ性試薬 ……… 307, 309, 310
アルカリ電池 ………………… 277, 278
アルカリボタン電池 ……………… 277
アルギン酸ナトリウム …………… 311
アルコール温度計 ………………… 138
アルコール殺菌剤 ………………… 299
アルコールジェル ………………… 299
アルコールランプ ………………… 121
アルコールランプ用替芯 ………… 121
アルコールランプ用火口 ………… 121
アルコールランプ用蓋 …………… 121
アルゴン（スペクトル管） ………… 190
アルテミア（魚のえさ） …………… 203
アルニコ磁石 ………………… 181, 182
アルニコU型磁石 ………………… 182
αーナフタレン酢酸カリウム …… 314
アルミ球 …………………………… 250
アルミシート ……………………… 132
アルミ蒸着シート ………………… 173
アルミテープ ……………………… 132
アルミナるつぼ ……………………… 89
アルミ粘着テープ ………………… 132
アルミバット ………………………… 92
アルミ板 ……………………… 245, 246
アルミ板（集気瓶用） ………………… 76
アルミブロック …………………… 160
アルミホイル ………………… 132, 133
アルミ棒 …………………………… 249
アルミ（密度測定用体） ……… 159, 161
アルミ（密度比較用素材） ………… 160

アロンアルファ …………………… 293
あわもこシャボン玉 ……………… 261
安全おもり ………………………… 159
安全クッション（メスシリンダー用） … 63
安全ゴーグル ……………………… 297
安全ネトロン ……………………… 306
安全ピペッター ……………………… 68
安全めがね ………………………… 297
安全リング付メスシリンダー ……… 63
安全ロート …………………………… 69
アントシアニン …………………… 254
アンバー（コハク） ………………… 244
暗箱………………………………… 178
アンモナイト（化石） ………… 241, 242
アンモニア水 ………46, 307, 309, 310
アンモニアの噴水実験セット ……… 62

い
EMA用ゴムベルト ……………… 193
ECメーター ……………………… 109
EC用ゴムベルト ………………… 193
イースト …………………………… 212
イオン放射装置 …………………… 194
生きたウニの発生実験 …………… 216
池の水の微生物プレパラート … 49, 221
移植ごて …………………………… 211
板付乾湿計………………………… 236
1モルバルーン …………………… 251
糸（たこ糸） ………………………… 270
糸電話実験セット ………………… 179
井戸水検査セット ………………… 107
イマージョンオイル ……………… 230
イヤホン（手作りラジオ用） ……… 288
色が変わるLED …………………… 274
色ガラス棒 …………………………… 75
色付LEDランプ（豆球型） ………… 273
色付蒸発皿…………………………… 89
色付石膏…………………………… 267
色付テープ ………………………… 132
色付ラベル ………………………… 132
色の変わる試薬 …………………… 254
インク（サーモインク） ……… 143, 235

実験に必要な器具をすぐ検索できます！

学年や単元ごとに必要な
実験器具が見られます！

実験に必要な製品が
簡単に選べます！

●単元から製品を選定
●学年・実験別に表示
●各社の教科書に対応
●キーワードで検索
●購入計画書作成機能etc. 計画書も簡単作成！

スマホやPCで実験に
使うモノをPick up！

理科なび
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インク（導電） ……………………… 255
インク用スポイト …………………… 68
インジウム（粒状） ………………… 255
飲料水調査セット ………………… 107

う
ヴィスキングチューブ …………… 128
ウインドカー工作セット …………… 257
ウエットティッシュ ………………… 299
ウェルネル石 ……………………… 244
ウォータータンク …………………… 86
ウォールレンジ試験紙 …………… 100
浮き浮き実験器 …………………… 251
うさぎ皮（静電気実験用） ………… 193
うすいアンモニア水 …46, 307, 309, 310
うすい塩化銅水溶液 …… 46, 307, 310
うすい塩酸 …………46, 307, 309, 310
うすい水酸化ナトリウム水溶液
　……………………46, 307, 309, 310
うすい硫酸 …………46, 307, 309, 310
薄型観察槽………………………… 201
うず巻き銅線 ……………………… 130
打抜式試験管立…………………… 119
ウニ（実験用） ……………………… 216
ウニの卵割と発生セット ………… 219
ウミホタル観察用ガラス乳鉢 …… 218
ウミホタル発光観察キット ……… 218
ウミユリの化石 …………………… 241
上皿てんびん ……………………… 145
上皿てんびん用秤量皿 …………… 145
上皿てんびん用分銅 ……………… 145
上皿はかり ………………………… 146
運動緩速液（プランクトン用） …… 217
運動量保存の法則実験器………… 157
雲量観察器………………………… 238

え
エアーストーン（水槽用） ………… 202
エアーバケツ（魚用） ……………… 205
エアー・フレッシュ（真空容器） …… 164
エアーポール ……………………… 252
エアーポンプ ……………………… 202
エアーポンプ（風船用） …………… 252
エアダスター ……………………… 293
H管（ガラス管） …………………… 127
H管用はさみ ……………………… 127
HGS分子構造模型 ……………… 129
AL・ALKT用人工筋肉 …………… 212
A型台 ……………………………… 113
ACアダプタ（顕微鏡用） ………… 230
ACプラグ（コンセント用） ………… 289
エーノール（ゲル封入剤） ………… 210
Au蒸着ガラス …………………… 249
エオシンY ………………………… 225

柄付凸レンズ ……………………… 171
液化ブタンボンベ ………………… 121
液晶温度計………………………… 143
液体の対流実験器………………… 143
液体肥料…………………………… 212
液体万華鏡セット ………………… 177
液体万華鏡用試験管セット ……… 177
液量計………………………………… 65
エコキーパー ……………………… 152
エコソルブ（発泡スチロール用） … 259
エコタイマー ……………………… 152
エコノミーPPビーカー ……………… 53
エコPH（PH計） …………………… 108
えさ（カメ・魚・ザリガニ・ドジョウ用） … 203
エスチングチゼル ………………… 239
エスチングピック ………………… 239
枝付試験管…………………………… 56
枝付フラスコ ………………………… 56
枝付フラスコセット ………………… 56
柄付小型プランクトンネット ……… 206
柄付スポンジブラシ ……………… 135
柄付たも（水網） …………………… 206
柄付き針 …………………………… 197
X線フィルム ……………………… 190
エナメル線 ………………………… 285
NO₂測定キット …………………… 109
エネループ（充電池） ……………… 278
絵の具（紫外線発色） ……………… 178
絵の具（蓄光） ……………………… 178
エボナイト棒（静電気実験用） …… 193
MS培地 …………………………… 214
LED …………………………… 43, 274
LED（実験用） …………………… 274
LED光源（顕微鏡用） ……………… 229
LEDコンパス ……………………… 188
LED付電極 ………………………… 247
LED電球 …………………………… 272
LED豆球 …………………………… 273
LED用ソケット ……………… 43, 275
LEDライト ………………………… 233
LED（リード線付） ………………… 274
L型万能はさみ …………………… 290
L字管 ………………………………… 75
L字管付U字管 ……………………… 62
LB培地 …………………………… 214
LBブイヨン ………………………… 214
塩化カルシウム管 …………………… 62
塩化コバルト紙 …………………… 103
塩化銅水溶液…………… 46, 307, 310
園芸用土…………………………… 211
塩酸…………………46, 307, 309, 310
演示用ストップウォッチ …………… 150
炎色反応実験器…………………… 130
炎色反応用コバルトガラス ……… 130
炎色反応用ステンレス金網 ……… 130
炎色反応用白金線………………… 130
円錐型液量計………………………… 65
円柱おもり ………………………… 160

延長コード（コンセント用） ……… 289
遠沈管………………………… 59, 212
エンテランニュー ………………… 225
円筒型風船………………………… 252
円板（透視度計用） ………………… 109
円板型ネオジム磁石 ………… 185, 186
円板付モーター …………………… 281
塩ビ板 ……………………………… 265
塩ビ板（静電気用） ………………… 193
塩ビ棒（静電気実験用） …………… 193

お
おいしい水検査セット …………… 107
オイル（顕微鏡用） ………………… 230
オイルコンパス …………………… 188
黄道12星座観察器 ……………… 233
凹面鏡シート ……………………… 174
凹レンズ ……………… 167～169, 257
凹レンズシート …………………… 168
OAタップ ………………………… 289
大型おもり ………………………… 159
大型デジタル温湿度計 …………… 237
大型電池…………………………… 277
大型ネオン管 ……………………… 194
大型風船……………………… 251, 252
大型平面鏡………………………… 172
大型豆球…………………………… 273
大型綿棒…………………………… 212
大型ろ紙 ……………………………… 99
オオカナダモ ……………………… 217
大きい豆球 ………………………… 273
大粒みょうばん ……… 307, 309, 310
オートヒーター …………………… 204
オームの法則実験用抵抗 ………… 286
Oリング（水中の圧力観察器用） … 164
お米のねんど ……………………… 266
押引ニュートンばねばかり ……… 147
おしゃべりコップ ………………… 264
汚水処理剤………………………… 109
おたま ……………………………… 258
お手玉しゃぼん玉 ………………… 261
おひさまビーズ …………………… 177
重さ比較素材 ……………………… 160
おもしろい石 ……………………… 243
おもり ………………………… 158, 159
おもり素材セット …………… 159, 160
おもり（振り子用） ………………… 159
おゆまる（ものづくり） …………… 256
織物ルーペ………………………… 167
オルゴール（電子式） ………… 44, 288
おろし金 …………………………… 268
おんさ ………………………… 179, 180
温湿度記録計用用紙……………… 238
温湿度計………… 139, 141, 236, 237
温度計……………138～143, 236, 237
温度計（水槽用） …………………… 203
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温度計（保護被覆付） ……………… 138
温度計（地中用） …………………… 238
温度計保管箱……………………… 139
温度計ホルダー …………………… 138
温度計用日よけ …………………… 139
温度計用保護ケース ……………… 138
温度変色液…………………… 143, 235
温度変色テープ …………………… 143
温度変色マグカップ ……………… 255
温度モジュール …………………… 141

か
ガーゼ ……………………………… 270
加圧実験器…………………………… 73
加圧ポンプ ………………………… 236
カード型凸レンズ ………………… 168
ガードテープ（タックフィット） …… 295
カートリッジ式ガスコンロ ………… 121
カートリッジペン ………………… 238
カーボランダム（研ま粉） ………… 239
カーボン紙（記録タイマー用） …… 156
回収缶（廃液） ………………………… 87
回折格子シート …………………… 176
回折スリット ……………………… 176
カイネチン ………………………… 312
解剖顕微鏡用接眼ルーペ………… 232
解剖ざら …………………………… 197
解剖皿………………………………… 92
解剖ざら用ゴム板 ………………… 197
解剖実習材料……………………… 219
解剖はさみ（ステンレス） ………… 197
解剖バット ………………………… 197
解剖メス …………………………… 196
界面活性剤測定セット …………… 106
回路試験器………………………… 154
カイロ製作用活性炭 ……………… 310
回路用ターミナル ………………… 276
カウンター（数取器） ……………… 149
替芯（アルコールランプ用） ……… 121
替刃式メス ………………………… 195
カエル発生順序観察実験材料 …… 219
カエル発生プレパラート ………… 221
化学記号プレート用部品 ………… 129
化学のヒカリ水でいろいろな色をつくろう … 262
化学発光液（AQUA） …………… 253
化学発光学習キット ……………… 254
科学マジック実験セット ………… 175
鏡……………………………… 172, 173
鏡に映る像の観察器 ……………… 174
かきまぜ棒 …………………………… 74
角型乾電池………………………… 277
角型スポイト瓶 ……………………… 79
角型洗浄瓶…………………………… 88
角型バスケット ……………… 137, 303
角型フェライト磁石 ……………… 183
角型ポリタンク ……………………… 87

角型ムッフ ……………………112～114
角形ろ紙 ……………………………… 99
拡大鏡………………………… 166, 167
角度板付半円レンズ ………… 169, 172
角度板付平面鏡……………… 172, 173
角度目盛付透明半球 ……………… 234
角バット …………………………… 137
撹拌棒………………………………… 74
角棒磁石…………………………… 181
カゴ（スーパーかご） ……………… 303
火山岩標本………………………… 243
火山灰……………………………… 240
火山灰・砂比較プレパラート …… 242
火山噴出物標本…………………… 243
ガス（ボンベ缶） …………………… 126
ガス圧力ゲージ（ボンベ用） ……… 126
ガス管 ………………………… 97, 120
ガス管止め …………………… 97, 120
ガス検知管 ……………… 37, 110, 111
ガス検知管用ゴム ………………… 111
ガス検知器 ……………… 37, 110, 111
ガスコンセント …………………… 120
ガスコンロ ………………………… 121
ガス採取器 ………………………… 111
ガストーチ …………………… 121, 122
ガストーチ用ボンベ ……………… 121
数取器……………………………… 149
ガス抜き（ボンベ用） ……………… 126
ガスバーナー ………………… 120, 121
ガスバーナースタンド ……… 122, 123
ガス発生器 ……………………… 60, 61
ガス（風船用） ……………………… 126
ガスボンベ（実験用） ……………… 126
ガスマッチ ………………………… 122
ガス用ホース ………………… 97, 120
ガス用ホースバンド ………… 97, 120
ガスライター ……………………… 122
ガスライター用ボンベ …………… 122
ガス量調節器（ボンベ用） ………… 126
ガス（冷却用） ……………………… 293
火成岩・たい積岩標本 …………… 243
火成岩標本…………………… 242, 243
火成岩をつくる鉱物 ……………… 242
化石型とりセット ………………… 267
化石セット ………………………… 242
化石箱（化石セット） ……………… 242
化石ハンマー ……………………… 239
化石標本……………………… 241, 242
カセットボンベ（缶） ……………… 121
風で動く車 ………………………… 257
カセロール …………………………… 89
片さじ付ヘラ ……………………… 125
型とりマン（型とり材） …………… 267
片刃カミソリ ……………………… 196
カチット付ガスバーナー ………… 120
滑車…………………… 155, 156, 265
活性炭………………………… 202, 310
活性炭入りマスク ………………… 299

活栓…………………………………… 97
活栓コック付注射器 ………………… 73
活栓付H管 ………………………… 127
活栓付採水びん ……………………… 86
活栓付ビュレット用ゴムパッキン …… 66
活栓付広口瓶………………………… 86
活栓付ロート …………………… 69, 70
活栓用ゴムパッキン ………………… 66
カッター（発泡用） ………………… 292
カッターナイフ …………………… 291
カッターマット（カッティングマット） … 291
カッティングミラー ……………… 173
カットスタンプ ……………… 48, 226
カット綿 ……………………… 210, 270
カップ ………………………53, 84, 271
カップ（プリン容器） ………… 84, 271
カップ（計量用） ………………… 53, 54
カップ（ステンレス製） ……………… 91
金網（炎色反応用） ………………… 130
金網（加熱用） ……………………… 123
金網（飛散防止用） …………………… 91
金網付スタンド …………………… 123
金網（ニッケル） …………………… 248
金づち（釘抜き付） ………………… 292
鹿沼土……………………………… 211
加熱コンロ ………………………… 121
加熱スタンド ……………………… 123
加熱用三脚………………………… 122
加熱用試験管………………………… 60
加熱用砂皿…………………………… 90
加熱スプーン ……………………… 124
加熱用プレート ………………… 90, 91
カバーグラス ………………… 50, 223
カバーグラス（鉱物用） …………… 244
カバーグラス（プラスチック製） … 223
カバー（顕微鏡用） ………………… 230
カバーゴムセット（検知管用） …… 111
カビストッパー（防湿剤） ………… 304
花粉管（プレパラート） …………… 221
花粉プレパラート ………………… 221
花粉プレパラートセット ………… 221
壁固定金具………………………… 294
過マンガン酸カリウム ……… 46, 307
紙コップ …………………………… 271
紙製コン虫標本箱 ………………… 208
カミソリ …………………………… 196
カミソリホルダー ………………… 196
紙タオル …………………………… 300
紙テープ …………………………… 268
カミナリサウンド工作セット ……… 179
紙パックはさみ …………………… 291
紙風船……………………………… 251
紙袋………………………………… 270
紙ヤスリ …………………………… 292
紙ワイパー ………………………… 300
ガムテープ ………………………… 268
カメのえさ ………………………… 203
カメラ工作セット ………………… 257
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カメラ用レリーズ ………………… 232
カラーキャップポリ滴瓶 …………… 86
カラークリアコンテナー ………… 302
カラーサンド ………………… 39, 235
カラー試験管マーカー ……………… 59
カラー磁石シート ………………… 184
カラーシリコン乳豆 ………………… 69
カラーセロファン ………………… 267
カラー乳豆 …………………………… 69
カラーテープ ……………………… 132
カラー手提バスケット …………… 303
カラー粘土 ………………………… 266
カラー廃液回収缶 …………………… 87
カラー廃液貯蔵容器 ………………… 87
カラープラスチック注射筒 ………… 73
カラーマーカー …………………… 266
カラーマグネット …………… 183, 184
カラーみの虫リード線セット ……… 283
カラーラベル ……………………… 132
カラーリングマグネット …… 183, 184
カラールーペ ……………………… 166
ガラス（金蒸着） …………………… 249
ガラスアダプタ（リービッヒ用） …… 72
ガラス板 ……………………………… 75
ガラス板（コバルト） ……………… 130
ガラス板（集気瓶用） ………………… 76
ガラス撹拌棒 ………………………… 74
ガラス活栓付ビュレット …………… 66
ガラスカッター ……………………… 75
ガラス管 ……………… 56, 59, 74, 75
ガラス管（毛細管） …………………… 75
ガラス管（アンモニア噴水用） ……… 62
ガラス管切 …………………………… 75
ガラス管切用替刃 …………………… 75
ガラス管付試験管 …………………… 60
硝子管ヒューズ ……………… 153, 288
ガラス器具用洗剤 ………………… 136
ガラス球（30㎜φ） ………………… 177
ガラスコンラージ棒 ……………… 215
ガラス皿 ……………………………… 57
ガラス水槽 ………………………… 200
ガラススポイト ……………………… 67
ガラススポイト（スポイト瓶用） …… 79
ガラス製アスピレーター …………… 98
ガラス製注射筒 ……………………… 72
ガラス製丸水槽 …………………… 199
ガラス製ロート ………………… 69, 70
ガラス玉 ……………………… 160, 250
ガラス乳鉢 ………………………… 218
ガラスビーズ ……………………… 258
ガラス瓶 …………………… 78, 82, 83
ガラス棒 ………………………… 74, 75
ガラス棒（静電気実験用） ………… 193
ガラスU字管 ………………………… 62
ガリウム …………………………… 255
カリみょうばん ……… 307, 309, 310
カルキ抜き ………………………… 203
カルサイト ………………………… 243

カルシウム管 ………………………… 62
ガルバノメーター ………………… 153
カルメ焼きセット ………………… 258
カルメ焼き用おたま ……………… 258
川の水調査セット ………………… 107
簡易暗箱…………………………… 178
簡易型土壌動物抽出器…………… 206
簡易キップ式気体発生装置 ………… 61
簡易起電ぼん ……………………… 193
簡易検流計………………………… 153
簡易残留塩素試験紙……………… 104
簡易消火器………………………… 295
簡易真空槽………………………… 164
簡易真空ポンプ ……………………… 73
簡易水質検査器（パックテスト） …105～107
簡易水質検査キット（シンプルパック） … 107
簡易水質検査試験紙……………… 104
簡易スイッチ ……………………… 276
簡易水熱量計……………………… 192
簡易星座早見盤…………………… 233
簡易デジタル酸素センサ …… 38, 111
簡易導電率計……………………… 109
簡易分光器製作キット …………… 176
簡易ミクロトーム …………… 48, 226
感光紙……………………………… 256
感光紙セット（現像液付） ………… 257
寒ざい ……………………………… 304
観察カップ（観察容器） …………… 205
観察槽……………………………… 201
観察ルーペ………………………… 167
乾湿計……………………………… 236
岩石研ま用板 ……………………… 239
岩石標本………………………241～243
乾燥酵母…………………………… 212
乾燥剤………………………… 235, 304
乾燥培地（メルク） ………………… 214
緩速液液（プランクトン用） ……… 217
浣腸器（ガラス） ……………………… 72
缶つぶし機 ………………………… 136
寒天（細胞培養用） ………………… 214
乾電池………………………… 277, 278
乾電池式エアーポンプ …………… 202
乾電池ホルダ ………………… 276, 277
寒天培地…………………………… 214
缶のガス抜き ……………………… 126

き
気圧計……………………………… 238
気球………………………………… 252
器具用洗剤………………………… 136
器具用特殊洗浄液………………… 136
希釈済試薬…………46, 307, 309, 310
気象モデル説明器 ………………… 235
キシロールバルサム ……………… 225
気体検知管……………… 37, 110, 111
気体採取器……………… 37, 110, 111

気体採取器用ハンドル部一式 …… 110
気体採取器用部品…………… 110, 111
気体測定器…………………………… 38
気体発生装置…………………… 60, 61
気体発生用試験管……………… 60, 61
気柱共鳴装置用部品……………… 179
木づち ………………………… 209, 292
キッチンスケール ………………… 146
キッチンタイマー ………………… 151
起電ぼん …………………………… 193
絹布（静電気実験用） ……………… 193
キネチン …………………………… 312
木箱（顕微鏡用） …………………… 231
揮発性薬品瓶収納ケース …………… 84
キムタオル ………………………… 300
キムワイプ ………………………… 300
逆流止めバルブ ……………………… 98
逆流防止器（アスピレーター用） …… 98
キャップ（雨水実験用） ……… 235, 240
キャップ付試験管 …………………… 58
キャップ付ロート …………………… 87
キャパシタ ………………………… 287
キャリア（光学台用） ……………… 171
球……………………………… 160, 250
吸引ピペッター ……………………… 68
吸引瓶………………………………… 71
吸引ロート …………………………… 71
吸引ろ過器 …………………………… 71
球根栽培瓶………………………… 212
吸湿紙……………………………… 209
球状ネオジム磁石 ………………… 185
吸水性樹脂………………………… 259
吸水ポリマー ……………………… 259
急速自動充電器 …………………… 278
吸虫管……………………………… 207
キューネ発酵器 …………………… 212
吸盤（透明半球用） ………………… 234
球膨張試験器……………………… 165
キューレイ ………………………… 293
急冷剤……………………………… 293
教育用pH計 ……………………… 108
教材用デジタル気体測定器 ………… 38
凝集剤……………………………… 109
強粘着固定具（耐震用） …………… 294
共鳴管……………………………… 179
強力ニッパー ……………………… 290
強力フェライト磁石 ……………… 183
強力ランプ（光源） ………………… 272
魚拓紙（ギョタックル） …………… 209
距離計……………………………… 148
ギョロシート ……………………… 174
キラキラビーズの芳香剤を作ってみよう … 262
切花染色液…………… 210, 309, 310
霧吹………………………………… 211
記録温度計用用紙………………… 238
記録気圧計用用紙………………… 238
記録計用部品……………………… 238
記録計用ペン ……………………… 238
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記録紙（記録タイマー用） ………… 156
記録タイマー ……………………… 157
記録タイマー用部品 ……………… 156
記録地中温度計用用紙…………… 238
記録用紙…………………………… 238
銀樹製作セット ……………………… 45
金蒸着ガラス ……………………… 249
金属アスピレーター ………………… 98
金属イオン実験セット ……………… 45
金属イオン水溶液 …………… 46, 317
金属おもり ………………………… 159
金属球………………………… 160, 250
金属球膨張試験器………………… 165
金属試験管立……………………… 119
金属製カップ ………………………… 91
金属製シャーレ ……………………… 90
金属製ビーカー ……………………… 91
金属線……………………………… 249
金属チップ（磁界用） ……………… 186
金属箔……………………………… 245
金属板………………… 128, 245, 246
金属板・炭素棒ホルダー ………… 248
金属板チップセット ……………… 245
金属棒……………………………… 249
金属磨き剤 ………………………… 293
筋肉（実験器用） …………………… 212
金箔………………………………… 245
銀箔………………………………… 245
銀板………………………………… 246

く
グアガム …………………………… 260
空気入れ（風船用） ………………… 252
空気鉄砲…………………………… 163
空気電池式酸素センサ ……… 38, 111
空気と水の圧縮実験セット ………… 73
空気の重さ体感器 ………………… 251
空気砲用ダンボール ……………… 252
空気ポンプ ………………………… 163
グーデン耐熱手袋 ………………… 296
クーラーボックス ………………… 304
クエン酸 … 261, 308～310, 312, 315
クオリティチップ ………………… 213
クオリティマイクロチューブ ……… 213
くぎ ………………………………… 268
釘抜き ……………………………… 292
クジャク石 ………………………… 243
薬さじ ………………………… 124, 125
屈折実験器………………………… 174
組分銅（天秤用） …………………… 145
雲観察器…………………………… 238
雲の発生実験セット ……………… 236
雲の発生ボトル …………………… 236
グラス（保護めがね） ……………… 297
クラフトチョキ（はさみ） ………… 291
クラフト粘着テープ（ガムテープ） … 268

クランプ ………………… 97, 114, 291
クランプ（スタンド用） ………112～114
クランプ（ビュレット用） …………… 115
クランプ（自在はさみ） ……… 112, 114
クランプ付滑車 …………………… 155
クリアケース ………………………… 83
クリアコップ ………………… 84, 271
クリアコンテナー …………… 302, 303
クリアソープ手作りキット ………… 261
クリアピペット …………………… 213
クリーナー ………………………… 231
クリーナー（水槽用） ……………… 204
クリスタルイヤホン ……………… 288
繰出しルーペ ……………………… 167
クリップ …………………………… 284
クリップ（顕微鏡用） ……………… 230
クリップ式自在挟み ………… 112, 114
クリップ式はさみ …………… 112, 114
クリップ線 ………………………… 283
クリップリード線 ………………… 284
くるくるバンデ …………………… 193
クレンメル（顕微鏡用） …………… 230
グローブ ……………………… 296, 297
黒ゴム管 ………………………… 74, 96
黒ゴム栓 ……………………………… 93
クロス真空計用真空管 …………… 190
黒プラさじ ………………………… 125
クロマトグラフ用紙 ………………… 99
軍手………………………………… 296

け
珪亜鉛鉱…………………………… 244
KFIピンセット ……………………… 198
蛍光液………………………… 253, 254
蛍光鉱物…………………………… 244
蛍光鉱物セット …………………… 244
蛍光鉱物標本……………………… 244
蛍光灯……………………………… 272
計算盤（血球） ……………………… 224
形状記憶合金……………………… 255
計数器……………………………… 149
蛍石…………………………… 243, 244
珪藻土……………………………… 242
鶏頭水煮缶………………………… 219
ケイドライ ………………………… 300
計量カップ ……………………… 53, 54
計量スプーン ……………………… 124
ケース（顕微鏡用） ………………… 231
ケース（小物ケース） ……………… 304
ケーブル …………………………… 283
ケーブル（高圧用） ………………… 284
毛皮（静電気実験用） ……………… 193
劇毒物ラベル ……………………… 131
ゲストグラス（保護めがね） ……… 297
血液（豚） …………………………… 219
血球計算盤………………………… 224

結晶作成用モール ………………… 270
ケナフ乾燥パルプ ………………… 259
ケニス　カバーグラス ……… 50, 223
ケニス顕微鏡 ………………………… 36
ケニス　スライドグラス …… 50, 222
ケニス　フロストスライドグラス … 222
ケニス　ホールスライドグラス … 50, 222
ケミカルスポイト …………………… 68
ケミカルメスシリンダー …………… 64
ケミブライト ……………………… 178
ケミラベル ………………………… 131
ケメットDO計 …………………… 109
ゲル状シート ……………………… 259
ゲル付耐震固定具 ………………… 294
ゲル封入剤 ………………………… 210
ゲルマニウムダイオード ………… 288
減圧ポンプ …………………………… 73
減圧用具……………………………… 98
原子記号プレート ………………… 129
減数分裂プレパラート …………… 221
現像液（感光紙セット） …………… 257
ゲンチアナバイオレット ………… 225
検知管………………………… 110, 111
検知管用カバーゴムセット ……… 111
検知器……………………………… 111
検電ドライバーセット …………… 289
顕微鏡………………………… 36, 232
顕微鏡製作セット ………………… 258
顕微鏡用ACアダプタ …………… 230
顕微鏡用木箱……………………… 231
顕微鏡用クリップ ………………… 230
顕微鏡用ケース …………………… 231
顕微鏡用ステージ ………………… 230
顕微鏡用マイクロルーラー（ものさし） … 224
顕微鏡用ランプ …………………… 229
顕微鏡レンズ ………………… 228, 232
絹布（静電気実験用） ……………… 193
研磨火成岩・たい積岩標本 ……… 243
研ま粉 ……………………………… 239
検流計……………………………… 153

こ
コイル状ばね ……………………… 162
光学台用部品……………………… 171
交換ギア（手回し発電機用） ……… 191
交換筋肉（実験器用） ……………… 212
交換用ゴム膜（水中圧力用） ……… 164
交換用電極………………………… 108
交換用ボンベ（トーチ用） ………… 121
高輝度LED ………………………… 274
高輝度LED光源（顕微鏡用） ……… 229
高輝度蓄光テープ ………………… 295
鋼球…………………………… 160, 250
高吸水性ポリマー ………………… 259
抗菌剤入りブラシ ………………… 136
光源装置…………………………… 272
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光源装置用部品……………… 172, 272
工作はさみ ………………………… 291
工作用レンズ ……………………… 168
高性能発電機……………………… 281
高性能pH試験紙 ………………… 101
高性能ラボ用被膜フィルム ……… 133
鉱石標本…………………………… 242
高耐電圧ケーブル ………………… 284
光電池………………………… 279, 280
光電池実験セット ………………… 280
光電池モーター …………………… 281
光電池用ライト …………………… 272
黄道12星座観察器 ……………… 233
高撥水性印刷スライドグラス …… 222
鋼板………………………………… 239
鉱物セット ………………………… 243
鉱物箱（鉱物セット） ……………… 243
鉱物ハンマー ……………………… 239
鉱物標本……………………… 243, 244
鉱物プレパラート保存箱 ………… 244
鉱物用カバーグラス ……………… 244
鉱物用スライドグラス …………… 244
高分子吸水ポリマー ……………… 259
酵母………………………………… 212
光路観察用スモークレンズ ……… 169
ゴーグル …………………………… 297
コード ……………………………… 289
コーヒーシュガー ………………… 309
コールドスプレー ………………… 293
小型ガスコンロ …………………… 121
小型蛍光灯………………………… 272
小型顕微鏡………………………… 232
小型光電池………………………… 280
小型コンテナー …………………… 302
小型スタンド ……………………… 113
小型透明半球……………………… 234
小型方位磁針………………… 187, 189
小型ボンベ（ガスコンロ用） ……… 121
コケバスター ……………………… 204
コスモスフィルム ………………… 177
コック ………………………………… 97
コック付採水びん …………………… 86
コック付注射器 ……………………… 73
コック付ポリタンク ………………… 86
コップ ………………………… 84, 271
コップ（計量用） ………………… 53, 54
コップ（露点実験用） ………………… 91
コップ（ステンレス製） ……………… 91
固定金具（耐震用） ………………… 294
琴柱（モノコード用） ……………… 180
子供用軍手………………………… 296
子供用白衣………………………… 298
子供用保護めがね ………………… 297
コニカルビーカー …………………… 52
コネクター …………………………… 98
木の葉化石………………………… 241
コハク ……………………………… 240
琥珀………………………………… 244

コハク原石 ………………………… 240
コハク磨き体験セット …………… 240
コバルトガラス …………………… 130
駒込ピペット ………………………… 67
駒込ピペット用ゴムキャップ ………… 69
ゴムアダプタ ………………………… 95
ゴム板 ………………………… 95, 295
ゴム板（解剖ざら用） ……………… 197
ゴム管 …………………………… 74, 96
ゴム管（アスピレーター用） ………… 98
ゴム管クランプ ……………………… 97
ゴム管はさみ ………………………… 97
ゴムキャップ（駒込ピペット用） ……… 69
ゴムシート …………………… 95, 295
ゴム磁石 …………………………… 184
ゴム磁石シート …………………… 184
ゴム栓 ……………… 62, 93～95, 127
ゴム栓穴開け器 ……………………… 95
ゴム栓付電極 ………… 127, 128, 248
ゴムで動く車 ……………………… 257
ゴム手袋 ……………………… 296, 297
ゴムハンマー ……………………… 292
ゴム紐（力学台車用） ……………… 156
ゴムふいご ………………………… 126
ゴム風船 ……………………… 251, 252
ゴム風船用ヘリウムガス ………… 126
ゴムフラスコ台 …………………… 117
ゴムブロック ……………………… 160
ゴムボール …………………… 250, 259
ゴムボール製作材料 ……………… 261
ゴム膜（水圧用） …………………… 164
小物ケース ………………………… 304
コルク栓 ……………………………… 93
コルクボーラー ……………………… 95
小分け試験管 ………………………… 58
コンセントタップ ………………… 289
コン虫針 …………………………… 208
昆虫標本……………………………… 47
コン虫標本修理のり ……………… 207
コン虫標本箱 ……………………… 208
コンテナー ……………………301～303
コンテナー（薬品用） ……………… 305
コンテナー用仕切板 ……………… 306
コンデンサ ………………………… 287
コンデンサ実験器 ………………… 192
コンデンサ（端子付） ……………… 287
コンデンサ容量計 ………………… 287
コンパクト導電率計 ……………… 109
コンパス（方位磁針） ………… 187, 188
コンパス（方位磁針）収納ケース … 189
コンベックス（巻尺） ……………… 148
コンラージ棒 ……………………… 215
コンロ（理科実験用） ……………… 121

さ
サーキットテスター ……………… 154
サージカルマスク ………………… 299
サーモインク ………………… 143, 235
サーモインク用ガラス管 ………… 143
サーモカップ ……………………… 271
サーモテープ ……………………… 143
サーモデマンド …………………… 143
サーモヒーター …………………… 204
サイエンスクラフト ……………… 262
細管洗……………………………… 135
最高最低温湿度計………………… 237
最高最低温度計……… 141, 236, 237
採鉱用ハンマー …………………… 239
採集用具（虫用） …………………… 207
採水バケツ ………………………… 205
採水びん ……………………………… 86
細胞計算盤………………………… 224
細胞培養プレート …………………… 85
細胞分裂材料……………………… 219
細胞分裂プレパラート ……… 48, 221
魚のえさ …………………………… 203
魚の化石…………………………… 241
酢酸……………………… 46, 307, 317
酢酸オルセイン ……………… 225, 310
酢酸カーミン ………………… 225, 310
酢酸ダーリア ………………… 225, 310
さじ …………………………… 124, 125
差替ドライバーセット …………… 289
差込付コード（コンセント用） …… 289
さじ（燃焼用） ………………………… 77
さ状ガス発生器 ……………………… 61
殺菌液……………………………… 299
殺虫管……………………………… 207
砂鉄………………………………… 240
サフラニン ………………………… 225
左右連結金具……………………… 294
左右連結シート（耐震用） ………… 295
皿（てんびん用） …………………… 145
サラヤサージカルマスク ………… 299
皿容器……………………………… 271
ザリガニのえさ …………………… 203
三角架（るつぼ用） ………………… 122
三角ケース（昆虫用） ……………… 207
三角紙（昆虫用） …………………… 207
三角タップ（コンセント用） ……… 289
三角フラスコ ………………………… 55
三脚（加熱用） ……………………… 122
三脚付強力ランプ（光源） ………… 272
3色LED（実験用） ………………… 274
3色スコップ ……………………… 211
酸性雨のチェック隊 ……………… 107
酸性試薬……………… 307, 309, 310
酸素（検知管） …………… 37, 110, 111
酸素（スプレー缶） ………………… 126
酸素（スペクトル管） ……………… 190
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酸素濃度計…………………… 38, 111
サンドペーパー …………………… 292
3P変換プラグ（コンセント用） …… 289
3フィートバルーン ……………… 251
サンプル管 …………………………… 82
サンプルケース ……………………… 84
サンプルチューブ ……………… 58, 59
サンプル瓶 …………………………… 83
三葉虫（化石） ………………… 241, 242
産卵ネット ………………………… 201
産卵藻……………………………… 203
残留塩素試験紙…………………… 104
残留塩素測定用ラピッドDPD試薬 … 108

し
C型クランプ ……………………… 292
飼育カップ ………………………… 201
飼育ケース …………………… 199, 200
CDエアーパック ………………… 252
シート（ゴムシート） ………… 95, 295
シート状磁石 ……………………… 184
シート（βGEL） …………………… 259
シートレンズ ……………………… 168
シーリングバー …………………… 128
シール ……………………………… 132
シール（示温シール） ……………… 142
シール（薬用） ……………………… 131
シールテープ ……………………… 133
JKワイパー ……………………… 300
JPボトル ……………………………… 82
Jボトル ……………………………… 81
示温インク …………………… 143, 235
示温シール ………………………… 142
示温テープ ………………………… 143
磁界観察槽………………………… 185
磁界観察用磁石…………………… 186
磁界観察用磁針…………………… 188
磁界観察用ひし形チップ ………… 186
磁界観察用ビニタイ ……………… 186
紫外線硬化樹脂…………………… 210
紫外線発色ビーズ ………………… 177
四角ろ紙 ……………………………… 99
敷石（水槽用） ……………………… 202
磁石セット ………………………… 186
磁気プローブ ……………………… 189
仕切板（コンテナー用） …………… 306
仕切付コンテナ …………………… 305
仕切付飼育ケース ………………… 199
仕切ネット（魚用） ………………… 201
試験管……………………… 56, 58～60
試験管（加熱用） ……………………… 60
試験管（気体発生用） ………………… 60
試験管収納箱……………………… 119
試験管立……………………… 118, 119
試験管はさみ ……………………… 124
試験管（二又） ………………………… 61

試験管ホルダー …………………… 117
試験管マーカー ……………………… 59
試験管用ステンレス電極 ………… 247
試験管用ブラシ ……………… 134, 135
試験器具用特殊洗浄液…………… 136
試験紙（BTB） ……………………… 103
試験紙（pH用） ……………… 100, 101
試験紙（でんぷん） ………………… 103
試験紙（ビタミンC） ……………… 103
試験紙（リトマス） ………………… 102
試験紙（水分検出） ………………… 103
試験紙（水質検査） ………………… 104
自在クランプ ……………………… 114
自在はさみ ……………………112～114
支持環（スタンド用） ………… 112, 114
支持台……………………………… 113
支持棒………………………… 156, 157
磁石……………………………181～186
磁石あそび工作 …………………… 264
磁石シート ………………………… 184
磁石の反発実験器………………… 184
磁石のレントゲン ………………… 189
示準化石標本……………………… 241
磁針修正器…………………… 44, 189
磁針（台付） ………………………… 188
地震番（耐震用粘着マット） ……… 294
磁針用針…………………………… 188
磁製蒸発皿…………………………… 89
磁製乳鉢……………………………… 90
磁製反応皿…………………………… 85
磁製るつぼ …………………………… 89
シダの葉化石 ……………………… 241
支柱（てこ用） ……………………… 158
支柱（鉄製スタンド用） …………… 112
実験器具用ブラシ ………………… 135
実験球セット（3種組） …………… 160
実験台スタンド …………………… 113
実験板（スリット付） ………… 165, 249
実験用アルミホイル ……………… 132
実験用おもり ……………………… 159
実験用おもり（振り子用） ………… 159
実験用鏡…………………………… 172
実験用ガス ………………………… 126
実験用ガスコンロ ………………… 121
実験用滑車セット ………………… 156
実験用気体………………………… 126
実験用球……………………… 160, 250
実験用金属球………………… 160, 250
実験用金属板………… 128, 245, 246
実験用金属板セット ……………… 245
実験用金属棒……………………… 249
実験用試薬………………46, 307～310
実験用シリンダー …………………… 73
実験用砂……………………… 39, 235
実験用たいこセット ………… 39, 179
実験用炭素板……………………… 248
実験用聴診器……………………… 204
実験用つるまきばね ……………… 161

実験用抵抗………………………… 286
実験用てこ ………………………… 158
実験用てこ用部材 ………………… 158
実験用手持おんさ ………………… 180
実験用ハーフミラー ……………… 174
実験用白衣………………………… 298
実験用ばね ………………………… 162
実験用ばねセット ………………… 162
実験用平面鏡……………………… 173
実習用上皿てんびん ……………… 145
実習用火山灰……………………… 240
実習用コハク（コパル）原石 ……… 240
実習用プレパラート ……………… 220
実体顕微鏡用ケース ……………… 231
実体顕微鏡用ステージ …………… 230
実体顕微鏡用ランプ ……………… 229
湿度維持用ボックス（露点実験用） … 235
湿度計………………… 139, 236, 237
室内用温度計……………………… 139
ジップロック（フリーザーバッグ） … 269
ジップロックスタンディングバッグ … 269
ジップロックコンテナー …………… 85
ジップロックスクリューロック ……… 85
磁鉄鉱……………………………… 243
自動上皿秤 ………………………… 146
自動記録計用紙 …………………… 238
児童・生徒用ディスポ白衣 ……… 298
児童用安全めがね ………………… 297
児童用聴診器……………………… 204
児童用白衣………………………… 298
指標おもり ………………………… 162
縞見ルーペ………………………… 167
シャーレ ……………………………… 57
シャーレ（ステンレス製） …………… 90
シャーレラック …………………… 117
ジャイアントバルーン …………… 251
試薬……………………………307～310
試薬（はちみつスライム用） ……… 260
試薬スポイト瓶 ……………………… 79
試薬瓶（ガラス） ……………………… 78
試薬瓶（プラスチック） ………… 80～82
試薬瓶保護ネット ………………… 306
試薬瓶ホルダー …………………… 306
試薬瓶用PPパック …………………… 84
試薬瓶栓（スポイト用） ……………… 95
しゃ光板 …………………………… 234
遮光瓶（PE） ………………………… 82
遮光瓶（ガラス） ……………………… 78
斜ニッパー ………………………… 290
蛇腹スポイト ………………………… 68
シャベル …………………………… 211
しゃぼん玉 ………………………… 261
車輪（力学台車用） ………………… 156
集気瓶………………………………… 76
集気瓶（底なし） ……………………… 76
集気瓶用フタ …………………… 76, 77
しゅう曲モデル …………………… 240
十字スリット（光学台用） ………… 171
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重曹…………………………… 258, 310
充電器チャージャー ……………… 278
充電式ニッケル水素電池 ………… 278
収納式ディスポーザブルメス …… 196
収納箱…………………………301～303
収納箱（試験管用） ………………… 119
獣皮（静電気実験用） ……………… 193
修理ギアセット（手回し発電機用） … 191
修理のり（標本用） ………………… 207
シュガー（さとう） ………………… 309
手指消毒剤………………………… 299
種子発芽用袋………………… 48, 211
樹脂封入作製用具………………… 210
手動式真空ポンプ …………………… 73
手動ふいご ………………………… 126
潤滑スプレー ……………………… 293
瞬間接着剤………………………… 293
純水貯蔵瓶…………………………… 86
消火器……………………………… 295
小学校用コンデンサ容量計 ……… 287
小学校用鉄製スタンド ……………… 31
小学校用プレパラートセット …… 49, 221
小学校用方位磁針…………… 187, 189
定規（スケール） …………………… 148
衝撃吸収シート …………………… 259
上下連結金具……………………… 294
上下連結シート（耐震用） ………… 295
じょうご ……………………………… 70
硝酸銀水溶液………………………… 46
硝酸測定用前処理剤……………… 105
消毒液……………………………… 299
照度計……………………………… 237
衝突実験器用部品………………… 156
蒸発皿………………………………… 89
蒸発皿はさみ ……………………… 124
照明用ランプ（顕微鏡用） ………… 229
しょう油入れとナット（浮沈子製作用部品） … 258
蒸留試験管…………………………… 56
蒸留フラスコ ………………………… 56
蒸留フラスコセット ………………… 56
じょうろ …………………………… 211
食塩…………………………… 307, 309
食塩水………………………… 307, 309
食塩融解用試験管…………………… 60
植物栄養剤………………………… 212
植物生長ホルモンセット ………… 214
植物染色剤………………………… 210
植物組織プレパラート …………… 221
植物の吸水（蒸散）量測定セット …… 48
植物のつくりプレパラートセット … 221
植物の分類学習用プレパラート …… 50
植物培地…………………………… 214
植物標本台紙……………………… 209
植物標本ワンタッチシート ……… 209
植物プレパラート …………… 220, 221
植物ホルモン軟膏セット ………… 214
食紅（食用色素） …………………… 260
除湿乾燥剤…………………… 235, 304

除湿剤……………………………… 304
除電器……………………………… 194
シリカゲル ………………………… 304
シリコンコートマグネット ………… 183
シリコンゴム栓 ………………… 93, 94
シリコンシート …………………… 295
シリコンスプレー ………………… 293
シリコン栓 …………………………… 77
シリコン耐熱手袋 ………………… 296
シリコン乳豆 ………………………… 69
シリコンチューブ …………………… 96
シリコンピペッター ………………… 68
試料カップ …………………… 84, 271
試料ケース …………………………… 83
試料皿…………………………… 90, 91
シリンジ（プラスチック） …………… 73
シリンジ（ガラス） …………………… 72
シリンジ（浣腸器） …………………… 72
白プラさじ ………………………… 125
真空管……………………………… 190
真空槽……………………………… 164
真空ポンプ …………………………… 73
シンクマット ……………………… 136
人工海水…………………………… 203
人工筋肉…………………………… 212
人工ピス ……………………… 192, 226
伸縮柄付たも ……………………… 206
伸縮式捕虫網……………………… 207
心臓（豚） …………………………… 219
腎臓（豚） …………………………… 219
真鍮板……………………………… 246
浸透膜……………………………… 128
シンプルパック …………………… 107

す
水圧実験器………………………… 164
水圧実験用水槽…………………… 164
水温計（水槽用） …………………… 203
水銀温度計………………………… 138
水酸化ナトリウム水溶液
　……………………46, 307, 309, 310
水質計（透視度） …………………… 109
水質検査器（シンプルパック） …… 107
水質検査器（パックテスト） … 105, 106
水質検査試験紙…………………… 104
水質浄化体験セット ……………… 109
水質測定器………………………… 109
水準器……………………………… 149
水性夜光ペイント ………………… 178
水槽……………………………199～201
水槽（光源装置用） ………………… 172
水槽関連消耗品…………………… 202
水槽用クリーナー ………………… 204
水槽用ストーン …………………… 202
水素（スプレー缶） ………………… 126
水素（スペクトル管） ……………… 190

水中観察器………………………… 205
水中の圧力観察器………………… 164
水中の圧力実験用水槽…………… 164
水中発芽実験ネット ……………… 210
水中メガネ ………………………… 205
水中モーター ……………………… 265
スイッチ（電気用） ………………… 276
スイッチ付乾電池ホルダ ………… 277
水道水のチェック隊 ……………… 107
水道用コネクター …………………… 98
水分検出試験紙…………………… 103
水溶液加熱用スプーン …………… 124
水流ポンプ …………………………… 98
スーパーカゴ ……………………… 303
スーパークリーン ………………… 293
スーパータックフィット …………… 294
スーパーボール …………………… 250
スーパールームガード …………… 295
すくい網 ……………………… 204, 206
スクールタイマー ………………… 151
スクールチェッカー ……………… 154
スクリーン（光学台用） …………… 171
スクリュー管 ………………………… 82
スクリューバイアル瓶 ……………… 83
スコープ（観察器） ………………… 205
スコッチブライド（たわし） ………… 136
スコップ …………………………… 211
スズ（粒状） ………………………… 255
スターディスク …………………… 233
スタインハイルルーペ …………… 232
スタンド ……………………… 31, 113
スタンド（ピペット用） …………… 116
スタンド（ピンセット用） …………… 116
スタンド（ブラシ用） ……………… 136
スタンド（ロート用） ……………… 115
スタンド（ガスバーナー用） ……… 123
スタンド付電灯 …………………… 272
スタンドミラー …………………… 172
スチールウール …………………… 267
スチールウール燃焼台 ……………… 77
スチロールカッター ……………… 292
スチロールカッター用交換ヒーター … 292
スチロール球 ……………………… 250
スチロール水槽 …………………… 199
スチロール棒瓶 ……………………… 83
スティックpH試験紙 ……………… 101
ステージ（顕微鏡用） ……………… 230
ステンレス移植ごて ……………… 211
ステンレス打抜式試験管立 ……… 119
ステンレス大型ボール ……………… 92
ステンレスカップ …………………… 91
ステンレス金網 ………… 91, 123, 130
ステンレス金網付スタンド ……… 123
ステンレスコップ …………………… 91
ステンレスさじ ……………… 124, 125
ステンレス支柱 …………………… 112
ステンレスシャーレ ………………… 90
ステンレス試料皿 ……………… 90, 91
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ステンレススタンド ……………… 112
ステンレス製3面マルチラック …… 214
ステンレス製ロート台 …………… 115
ステンレス直尺 …………………… 148
ステンレス電極 …………………… 247
ステンレストング ………………… 123
ステンレスはさみ ………………… 291
ステンレスバット …………………… 92
ステンレス板 ……………………… 246
ステンレスビーカー ………………… 91
ステンレスヘラ …………………… 125
ストーン（水槽用） ………………… 202
ストップウォッチ …………………… 150
ストロー …………………………… 270
ストロー笛 ………………………… 179
ストローブラシ …………………… 135
ストロマトライト（化石） …………… 241
砂（雨水の実験用） …………… 39, 235
砂（マジックサンド） ……………… 263
砂おもり …………………………… 159
砂皿…………………………………… 90
砂団子制作キット ………………… 263
スニップス（はさみ） ……………… 290
スパーテル …………………… 124, 125
スパチュラ …………………… 124, 125
スピードコルクボーラー …………… 95
スピード測定器 …………………… 157
スピードタイマー ………………… 157
スピードロート ……………………… 71
スピッツ管（沈殿管） ………………… 59
スプーン …………………………… 125
スプーン（加熱用） ………………… 124
スプーン（計量用） ………………… 124
スプリング（ばね） ………………… 162
スプリングドラム ………………… 179
スプレー …………………………… 293
スプレー（霧吹） …………………… 211
スプレー缶ガス抜き ……………… 126
スプレー式簡易消火器 …………… 295
スプレー用ガス量調節器 ………… 126
スペクトル管 ……………………… 190
すべり止めマット ………………… 295
スポイト ………………………… 67, 68
スポイト（アンモニア噴水用） ……… 62
スポイトゴム（スポイト瓶用） ……… 79
スポイト中栓 ………………………… 95
スポイト瓶 …………………………… 79
スポイト用乳豆 ……………………… 69
スポンジたわし …………………… 136
スポンジブラシ …………………… 135
素焼型ダニエル電池 ………… 41, 128
素焼半円筒…………………… 41, 128
スライサー（発泡スチロール用） … 266
スライド架 ………………………… 224
スライドグラス ……………… 50, 222
スライドグラスケース …………… 227
スライドグラス（鉱物用） ………… 244
スライドグラス立 ………………… 224

スライドグラス貯蔵箱 …………… 227
スライドスイッチ ………………… 276
スライミー ………………………… 260
スライム …………………………… 260
スライム製作材料 ………………… 260
スライム時計工作セット ………… 260
すりガラス板 ……………………… 239
スリット …………………………… 176
スリット付銅板（加熱実験用） … 165, 249
スリット板（光源装置用） ………… 172
スンプ ……………………………… 226
スンプセット ……………………… 226

せ
星座早見盤………………………… 233
精製水……………………………… 313
静電高圧発生装置………………… 193
静電高圧発生装置用部品………… 193
生徒球膨張試験器………………… 165
生徒用白衣………………………… 298
整風板付送風機…………………… 251
生物顕微鏡…………………………… 36
生物顕微鏡用木箱………………… 231
生物顕微鏡用ケース ……………… 231
生物顕微鏡用ランプ ……………… 229
生物実習材料………………… 216, 217
生物発光…………………………… 218
精密ドライバーセット …………… 289
精密ピンセット …………………… 198
精密力学用ばねばかり …………… 147
整理箱（収納用） ………………301～304
整理箱（薬品用） ……………… 305, 306
石英試験管…………………………… 60
赤外線放射温度計………………… 142
積算電力計………………………… 152
赤色LED …………………………… 274
石灰水………………46, 307, 309, 310
石灰水採水びん ……………………… 86
接眼マイクロメーター …………… 224
接眼ルーペ（解剖顕微鏡用） ……… 232
接眼レンズ（顕微鏡用） …………… 228
石鹸液……………………………… 136
石けん手作りキット ……………… 261
せっけんねんど …………………… 266
石膏………………………………… 267
接種棒（白金耳） …………………… 215
接着剤……………………………… 293
接着用スティック ………………… 293
節電エコチェッカー ……………… 152
セメダイン ………………………… 293
セメント抵抗 ……………………… 286
セラミック付金網 ………………… 123
ゼリーカップ ………………… 84, 271
セルプレート ………………………… 85
セルローズチューブ ……………… 128
セル枠ルーペ ……………………… 166

セロハンチューブ ………………… 128
セロハンチューブホルダー ……… 128
セロハンテープ …………………… 268
セロファン ………………………… 267
線香………………………………… 267
栓（ゴム栓） …………… 62, 93, 94, 127
栓（コルク栓） ………………………… 93
洗浄液……………………………… 136
洗浄スプレー ……………………… 293
洗浄瓶………………………………… 88
洗浄ブラシ …………………… 134, 135
洗浄用バスケット ………………… 137
染色液………………………… 225, 310
染色液（植物） ………… 210, 309, 310
染色液（点眼瓶入） …………… 225, 310
染色用試薬………………………… 225
前線モデル説明器 ………………… 235
洗濯のり ……………… 177, 235, 260
洗濯バサミ ………………………… 268

そ
雑巾………………………………… 299
双子葉プレパラート ………… 50, 221
送風機……………………………… 251
増幅用トランジスター …………… 288
ゾウリムシ …………………… 217, 218
ゾウリムシ培養観察実験セット … 218
藻類プレパラート ………………… 221
ソーゴーパイプ（ドレミパイプ） … 179
ソーラーカー ……………………… 280
ソーラークッカー ………………… 259
ソーラーデジタル温湿度計 ……… 237
ソーラーパネル ……………… 279, 280
ソーラーモーター …………… 280, 281
ソーレックスチューブ ……………… 96
速度測定器………………………… 157
測量用巻尺………………………… 148
ソケット ……………………… 43, 275
ソケット（アスピレーター用） ……… 98
ソケット（豆球用） …………… 43, 275
底板付透明半球…………………… 234
底なし集気瓶 ………………………… 76
組織培養用寒天…………………… 214
速乾性手指消毒剤………………… 299
ソフトチューブ ……………………… 96

た
ターミナル …………………… 276, 285
ターミナル付コンデンサ ………… 287
ダーリアバイオレット …………… 225
ターンテーブル …………………… 215
ダイオード ………………………… 288
大画面タイマー …………………… 151
大気圧体験シート ………………… 164
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大気圧体験実験セット …………… 164
台形ガラス ………………………… 170
たいこ ………………………… 39, 179
耐震固定具………………………… 294
耐震用転倒防止板………………… 294
耐震用粘着マット ………………… 294
耐震用ボトルトレー ……………… 306
たい積岩標本 ………………… 242, 243
大腸菌培養用培地………………… 214
台付LED …………………………… 274
台付磁石…………………………… 188
台付ニクロム線 …………………… 286
台付モーター ………… 128, 281, 282
台付ルーペ………………………… 167
耐電圧ケーブル …………………… 284
帯電くん …………………………… 194
耐熱シート ………………………… 295
耐熱手袋…………………………… 296
代表的な火成岩とそのつくり …… 242
対物マイクロメーター …………… 224
対物レンズ（顕微鏡用） …………… 228
タイマー ……………… 151, 152, 157
太陽観察グラス …………………… 234
太陽光プリント用紙 ……………… 256
太陽焦熱炉………………………… 259
太陽電池……………………… 279, 280
太陽電池実験セット ……………… 280
太陽電池素子板……………… 279, 280
太陽電池モーター …………… 280, 281
太陽の通り道観察記録器 ………… 234
大容量コンデンサ ………………… 287
対流観察ガラス管 ………………… 143
唾液線染色体……………………… 217
たおれストッパー（耐震用） ……… 294
たがね ……………………………… 239
卓上用タイマー …………………… 151
竹ひご ……………………………… 270
たこ糸 ……………………………… 270
ダストカバー（顕微鏡用） ………… 230
たたき染めセット ………………… 209
たたき捧（おんさ用部品） ………… 180
タックフィット（耐震用） …………… 295
脱刃ケース（替刃式メス用） ……… 195
タップ（コンセント用） …………… 289
ダニエル・ボルタ電池 ……… 41, 128
ダニエル・ボルタ電池実験セット…… 42
たね火ライター …………………… 122
ダブルスコープ …………………… 205
球……………………………… 160, 250
卵飼育カップ ……………………… 201
タマネギ細胞分裂材料 …………… 219
たも（水網） ………………………… 206
多用途ボンド ……………………… 293
たれ瓶（魚型） ……………………… 258
たわし ……………………………… 136
単滑車……………………………… 155
炭酸飲料用ペットボトル …… 163, 271
炭酸加圧ポンプ …………………… 236

炭酸水素ナトリウム ……………… 310
端子（ターミナル） ………………… 285
端子アダプタ ……………………… 285
端子付豆電球……………………… 192
端子付リード線 …………………… 283
単子葉プレパラート ………… 50, 221
弾性・非弾性ボール ……………… 259
断層・しゅう曲モデル …………… 240
炭素極………………… 128, 247, 248
炭素板………………………… 247, 248
炭素棒……………………………… 248
炭素棒ホルダー …………………… 248
断熱コップ（サーモカップ） ……… 271
断熱ボード ………………………… 121
ダンボール（空気砲用） …………… 252
段ボール望遠鏡工作セット ……… 257

ち
チェックテンプ（温度計） ………… 140
チオ硫酸ナトリウム（ハイポ） …… 203
地温・気温温度計 ………………… 139
地温計……………………………… 238
力の合成実験器…………………… 161
地球の歴史（標本） ………………… 241
蓄光絵の具………………………… 178
蓄光材料……………………… 178, 260
蓄光シート ………………………… 256
蓄冷剤……………………………… 304
地質年代標本……………………… 241
チゼルハンマー …………………… 239
チタン球 …………………………… 250
チタン電極 …………… 127, 128, 248
チタン板（電気パン用） …………… 264
地中温度計………………………… 238
窒素（スプレー缶） ………………… 126
窒素（スペクトル管） ……………… 190
チップホルダー（検知管用） ……… 111
チップ（マイクロピペット用） ……… 213
血（豚） ……………………………… 219
乳豆（ピペット用） …………………… 69
着火の達人エコ …………………… 122
チャッカマン ……………………… 122
チャック付ポリ袋 ………………… 269
中学校用プレパラートセット …… 49, 221
中間スイッチ ……………………… 276
中継ターミナル …………………… 276
注射器用ブラシ …………………… 134
注射筒………………………………… 73
注射筒（ガラス） ……………………… 72
注射筒（浣腸器） ……………………… 72
中性洗剤…………………………… 136
鋳鉄板……………………………… 239
虫媒花粉（プレパラート） ………… 221
チューブ …………………………… 213
チューブ（ゴム管） ……………… 74, 96
チューブ・温度計ホルダー ……… 138

チューブクランプ …………………… 97
チューブコネクター ………………… 98
チューブホルダー …………… 128, 138
チューブラック …………………… 213
中和反応実験用電極……………… 247
超音波距離計（レーザー付） ……… 148
超吸水性樹脂……………………… 259
超小型放射温度計………………… 142
聴診器……………………………… 204
直尺（ものさし） …………………… 148
直方ガラス ………………………… 170
直流交流電源装置……………… 33, 34
直流電圧計………………………… 153
直流電流計………………………… 153
直列並列乾電池ホルダー ………… 276
直列・並列比較実験セット ………… 43
貯蔵瓶………………………………… 86
貯蔵容器（廃液） ……………………… 87
直角ガラス ………………………… 169
直角クランプ …………………112～114
直角プリズム ……………………… 170

つ
使いすてコップ ……………… 84, 271
使いすてスポイト …………………… 67
使い捨てライター ………………… 122
使いすてワイパー ………………… 300
継ぎ手（プラスチック） ……………… 98
つまようじ ………………………… 270
積み重ねバスケット ……………… 303
爪ではがせるビニル線 …………… 285
吊り棒（鉄製スタンド用部品） … 112, 114
ツルグレン装置 …………………… 206
つるまきばね ………………… 161, 162
ツンベリー管 ……………………… 212
ツンベルク管 ……………………… 212

て
DO計 ……………………………… 109
TPXビーカー …………………… 52, 54
TPXメートルグラス ………………… 65
DPD試薬 ………………………… 108
定滑車……………………………… 155
抵抗…………………………… 285, 286
呈色反応皿…………………………… 85
ディスポーザブルメス ……… 195, 196
ディスポコンラージ棒 …………… 215
ディスポ細胞計算盤 ……………… 224
ディスポシャーレ …………………… 57
ディスポスポイト …………………… 67
ディスポ注射筒 ……………………… 73
ディスポ呈色反応皿 ………………… 85
ディスポ手袋 ………………… 296, 297
ディスポ白衣 ……………………… 298
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ディスポループ・ニードル ……… 215
定性ろ紙 ……………………………… 99
低電圧LEDランプ（豆球型） ……… 273
低融点金属………………………… 255
低融点金属用材料………………… 255
データロガー ……………………… 237
テープ ………………………… 132, 295
テープ（シール用） ………………… 133
テープ（セロハンテープ） ………… 268
テープ（紙） ………………………… 268
テープ（銅箔） ……………………… 284
テープ（両面テープ） ……………… 268
テープ（記録タイマー用） ………… 156
テーブルミラー …………………… 172
でか豆（豆球） ……………………… 273
滴下ロート ……………………… 69, 70
滴定用ビュレット ……………… 65, 66
滴瓶…………………………………… 86
テクノーラ耐切創手袋 …………… 296
テクノーラ耐熱手袋 ……………… 296
テクノ拡散シート ………………… 175
てこ実験器 ………………………… 158
てこ用さし ………………………… 158
てこ用支持軸 ……………………… 158
手提バスケット …………………… 303
デシケーター用乾燥剤（シリカゲル） … 304
デジタル温湿度計 …………… 141, 237
デジタル温度計 ……… 140, 141, 237
デジタル温度モジュール ………… 141
デジタル数取器 …………………… 149
デジタルカメラ用レリーズ ……… 232
デジタル気体測定器 ………………… 38
デジタル記録タイマー …………… 157
デジタルサーモテープ …………… 143
デジタル最高最低温湿度計 ……… 237
デジタル最高最低温度計 ………… 237
デジタル酸素センサ ………… 38, 111
デジタル湿度計 …………………… 237
デジタルスケール ………………… 144
デジタルストップウォッチ ………… 150
デジタルタイマー …………… 151, 152
デジタルテスター ………………… 154
デジタルはかり …………………… 144
デジタルpH計 …………………… 108
デジタルマルチメーター ………… 154
鉄製三脚（加熱用） ………………… 122
テスター …………………………… 154
テスターリード棒 ………………… 284
テストチューブ ……………………… 59
でっかい豆球 ……………………… 273
鉄球…………………………… 160, 250
手作り顕微鏡製作セット ………… 258
手作り豆腐セット ………………… 258
手作り万華鏡セット ……………… 177
鉄芯………………………………… 249
鉄製スタンド ………………… 31, 112
鉄製スタンド用部品 ………… 112, 114
鉄板……………… 165, 245, 246, 249

鉄ブロック ………………………… 160
鉄粉（カイロ用） ……………… 308, 310
鉄棒………………………………… 249
鉄（密度測定用体） …………… 159, 161
鉄（密度比較用素材） ……………… 160
鉄腕ハサミ ………………………… 291
テトラキリミン …………………… 203
テトラコントラコロライン ………… 203
テトラフィン（魚のえさ） ………… 203
テトラマリンソルト（人工海水） …… 203
テトラミン（魚のえさ） …………… 203
手袋…………………………… 296, 297
手回し発電機 ……………………… 191
手回し発電機修理ギアセット …… 191
手回し発電機用豆電球 …………… 191
手回し発電機用電子オルゴール … 191
手回し発電機用発光ダイオード … 191
手回しバンデグラーフ …………… 193
手持式水網………………………… 206
手持標準おんさ …………………… 180
電圧計……………………………… 153
電解コンデンサ …………………… 287
電解装置用電極… 127, 128, 247, 248
点眼瓶………………………………… 86
点眼瓶入試薬………………………… 45
点眼瓶入染色液……………… 225, 310
電気コンロ ………………………… 121
天気図用紙………………………… 238
電気抵抗……………………… 285, 286
電気抵抗熱実験器………………… 192
電気二重層コンデンサ …………… 287
電気の蓄電実験器………………… 192
電気の利用実験セット …………… 192
電気パン用チタン板 ……………… 264
電気ヒューズ ………………… 153, 288
電気分解装置用部品
　………… 127, 128, 137, 247, 248
電球…………………………… 272, 273
電球（豆球） ………………………… 273
電球（強力ランプ用） ……………… 272
電球（光学台用） …………………… 171
電極………………………………… 247
電極（炭素棒） ……………………… 248
電極（電解用） …… 127, 128, 247, 248
電極（電気パン用） ………………… 264
電極ホルダー ……………………… 248
電源コード ………………………… 289
電源装置………………………… 33, 34
電工ペンチ ………………………… 290
電子オルゴール ……………… 44, 288
電子オルゴール（手回し発電機用） … 44, 191
電子温度計…………………… 140, 141
電磁石用鉄芯……………………… 249
電子てんびん ……………………… 144
電子パーツ ………………………… 288
展し板（昆虫用） …………………… 208
電子ブザー ………………………… 288
電子メロディ ………………… 44, 288

展足板（昆虫用） …………………… 208
電池…………………………… 277, 278
電池式エアーポンプ ……………… 202
電池実験器………………………… 264
電池実験セット …………………… 128
電池（ダニエル） ……………… 41, 128
電池ホルダ …………………… 276, 277
電池用金属板セット ……………… 245
電池用ろ紙 …………………………… 99
電灯………………………………… 272
電灯台……………………………… 275
転倒防止板（耐震用） ……………… 294
転倒防止固定具…………………… 294
転倒防止マット …………………… 294
電熱器……………………………… 121
電熱線（コイル状） ………………… 286
電熱線（台付） ……………………… 286
電熱線（発熱実験用） ……………… 192
電熱線ケーブル …………………… 286
電熱線の発熱実験器……………… 192
電熱線の発熱実験用ねんど ……… 266
電熱線ヒータ ……………………… 286
天然石（水槽用） …………………… 202
天然にがり ………………………… 258
天然ピス …………………………… 226
てんびん ………………………144～146
てんびん用分銅 …………………… 145
デンプン ………………………308～310
でんぷん試験紙 …………………… 103
電流計……………………………… 153
電力量表示器……………………… 152

と
透過照明用ランプ ………………… 229
道管観察液…………… 210, 309, 310
銅球………………………………… 250
透視度計…………………………… 109
透視度計用部品…………………… 109
透析チューブホルダー …………… 128
透析用セロハンチューブ ………… 128
導線………………………………… 285
銅線………………………………… 285
銅線（うずまき） …………………… 130
銅・鉄・アルミセット ……………… 245
導電インクペン …………………… 255
銅電極………………………… 128, 248
導電テスター ……………………… 154
導電電極（中和反応実験用電極） … 247
導電率計…………………………… 109
銅箔テープ ………………………… 284
銅板……41, 128, 165, 245, 246, 249
豆腐セット ………………………… 258
動物プレパラート …………… 220, 221
銅粉…………………………… 307, 310
銅棒………………………………… 249
銅（密度比較用素材） …………159～161
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透明オイルコンパス ……………… 188
透明ガラス板 ………………… 75, 239
透明コンテナ ……………………… 303
透明試料カップ ……………… 84, 271
透明パイプ ………………………… 265
透明半球…………………………… 234
透明半球用吸盤…………………… 234
透明ビニール管 ……………………… 96
透明プラスチックコップ …… 84, 271
透明プラスチック試験管立 ……… 118
透明プラバン ……………………… 267
透明方位磁針………………… 187, 189
透明ボトル …………………………… 82
トーキングテープ ………………… 264
トーチ（ガス用） …………………… 121
ドーナツ型磁石 …………………… 182
トールビーカー ……………………… 52
毒劇物ラベル ……………………… 131
特殊洗浄液………………………… 136
ドクターシックハウス …………… 104
毒物ラベル ………………………… 131
徳用セット（パックテスト） ………… 106
時計皿………………………………… 57
ドジョウのえさ …………………… 203
ドジョウパック …………………… 216
土中温度計………………………… 238
取手付蒸発皿………………………… 89
取手付スチロール丸水槽 ………… 199
取手付TPXビーカー ………………… 54
取手付ネオジム磁石 ……………… 186
取手付PEビーカー ………………… 54
取手付PPビーカー ………………… 54
取手付ミニコンテナー …………… 302
凸レンズ ………… 166, 168, 169, 257
凸レンズシート …………………… 168
止針（昆虫用） ……………………… 208
ドライ＆ドライ（除湿剤） ………… 304
ドライイースト …………………… 212
ドライバー ………………………… 289
ドライフレッシュ（除湿剤） …… 235, 304
トラペット（アスピレーター用） ……… 98
ドラミングきつつき工作セット …… 264
トランジスター …………………… 288
トリプルタップ …………………… 289
トルネード　コネクター ………… 258
トレー ……………………………… 137
泥団子制作キット ………………… 263
トング ………………………… 123, 124
どんぶり容器 ……………………… 271

な
ナイフ（カッターナイフ） ………… 291
ナイフスイッチ …………………… 276
ナイロンブラシ …………………… 134
長い根の細胞分裂プレパラート … 48, 221
長いリード線 ……………………… 283

流し用マット ……………………… 136
中栓（スポイト用） …………………… 95
名札（花用） ………………………… 211
鉛板…………………………… 245, 246
ナルゲンポリ広口瓶 ………………… 81
ナルゲンポリ細口瓶 ………………… 81
軟質ガラス切り ……………………… 75

に
ニードル …………………………… 215
にがり ……………………………… 258
ニクロム線 ………………………… 286
二酸化炭素（検知管） ………… 110, 111
二酸化炭素（スプレー缶） ………… 126
二酸化窒素測定キット …………… 109
虹プリズムセット ………………… 170
ニッケル金網 ……………………… 248
ニッケル極 …………………… 128, 248
ニッケル水素電池 ………………… 278
ニッケル板 …………………… 245, 246
日光プリント用紙 ………………… 256
ニッパー …………………………… 290
ニップル球 ………………………… 273
ニトリル手袋 ……………………… 296
ニトリルブルー手袋 ……………… 297
二面鏡実験器……………………… 173
乳豆（ピペット用） …………………… 69
ニュートラルリトマス試験紙……… 102
ニュートラルレッド ………………… 225
ニュートンばねばかり …………… 147
乳鉢…………………………………… 90
ニュープレパラートボックス ……… 227
乳棒（乳鉢用） ………………………… 90
入浴剤……………………………… 270
2,4-D（2,4-ジクロロフェノキシ酢酸） … 314
二連球（ゴムふいご） ……………… 126
ニワトコ芯 ………………………… 226
にわとりの頭 ……………………… 219
人間電池セット …………………… 264
忍者お手玉しゃぼん玉 …………… 261

ぬ
ヌッツェ（濾過器） …………………… 71
布（静電気用） ……………………… 193

ね
ネイチャープリントペーパー …… 256
ネオジム磁石 ………………… 185, 186
ネオ・チュービング（ゴム管） … 74, 96
ネオン管 …………………………… 194
ネオン（スペクトル管） …………… 190
ネオンランプ ……………………… 194

ねじ口試験管 ………………………… 58
ねじ口瓶 ……………………………… 78
ねじ蓋ガラス瓶 ……………………… 82
熱気球実験用袋セット …………… 252
熱電素子…………………………… 288
熱伝導実験器………………… 165, 249
ネット（水網） ……………………… 206
ネット（薬品瓶保護用） …………… 306
熱の対流実験器…………………… 143
熱の伝わり方実験セット ………… 165
熱の伝わり方実験板 ………… 165, 249
熱ブロックグローブ ……………… 296
燃焼さじ ……………………………… 77
燃焼皿………………………………… 91
燃焼実験用ガラス瓶 ………………… 76
燃焼台………………………………… 77
粘着ゲル …………………………… 294
粘着テープ ………………………… 132
粘着テープ（ガムテープ） ………… 268
粘着マット ………………………… 294
粘土…………………………… 256, 266
燃料電池実験用ニッケル金網 …… 248
燃料電池用白金めっき付チタン電極 … 127

の
濃縮食塩水（飽和食塩水） ………… 307, 309
脳モデル ……………………………… 47
ノギス ……………………………… 149
のり ………………………………… 293

は
パーセントメスシリンダー ………… 65
バーナー …………………………… 120
バーナー（ガス用） ………………… 121
バーナースタンド …………… 122, 123
バーナー用敷台 …………………… 121
ハーフミラー ……………………… 174
バーミキュライト ………………… 211
バイアル瓶（PET製） ………………… 83
廃液貯蔵容器………………………… 87
ハイスピードロート ………………… 71
培地………………………………… 214
培地瓶………………………………… 78
肺（豚） ……………………………… 219
ハイポ（カルキ抜き） ……………… 203
廃油リサイクル剤 ………………… 259
培養キット ………………………… 218
培養フラスコ ……………………… 213
ハイラップ（ラップ） ……………… 133
バウンドボール …………………… 259
バウンドボールキット …………… 263
はかり（計量用） ………………144～146
白衣………………………………… 298
はく検電器 ………………………… 194
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13

白色円板（透視度計用） …………… 109
白色プラバン ……………………… 267
白熱球……………………………… 272
薄片箱（鉱物プレパラート用） …… 244
バケツ（魚用） ……………………… 205
バケツ（採水用） …………………… 205
箱カメラの仕組キット …………… 257
はこめがね（水中観察器） ………… 205
はさみ ………………………… 290, 291
はさみ（解剖用） …………………… 197
はさみ（蒸発皿用） ………………… 124
バスケット（かご） …………… 137, 303
裸銅線……………………………… 285
はちみつスライムキット ………… 260
はちみつスライム用試薬 ………… 260
発芽実験ネット …………………… 210
発芽用袋……………………… 48, 211
白金耳……………………………… 215
白金線……………………………… 130
白金線ホルダー …………………… 130
白金箔……………………………… 245
白金めっき付チタン電極 …… 127, 247
パックテスト …………………105～107
パックテスト徳用セット …………… 106
パックテスト用比色表 …………… 106
発光液……………………………… 254
発光液（化学発光） ………………… 253
発光絵の具………………………… 178
発酵器（キューネ） ………………… 212
発光材料…………………………… 178
発光スティック …………………… 254
発光ダイオード ………… 43, 273, 274
発光ダイオード（豆球型） ………… 273
発光ダイオード（手回し発電機用） … 191
撥水性印刷スライドグラス ……… 222
発生順序観察セット ……………… 219
バッテリーチェッカー ……………… 154
発電機（モーター） ………………… 281
発電機（手回し） …………………… 191
発電・蓄電実験器セット ………… 192
発電の原理説明器………………… 191
発電板（静電気用） ………………… 193
発電棒（静電気用） ………………… 193
バット（金属製） ……………………… 92
バット（プラスチック製） ……… 85, 137
バット（水受け用） …………… 127, 137
バット（水切り用） …………… 136, 137
発熱実験用ろう …………………… 266
ハッピーバード …………………… 256
発泡スチロール …………………… 266
発泡スチロールカッター ………… 292
発泡スチロールカッター用交換ヒーター … 292
発泡スチロール球 ………………… 250
発泡スチロール減容溶液 ………… 259
発泡スチロールコンテナー ……… 304
発泡スチロールスライサー ……… 266
発泡スチロール板 ………………… 266
発泡スチロールブロック ………… 266

発泡スチロール用接着剤 ………… 293
発泡入浴剤………………………… 270
発泡ポリスチレン棒 ………… 192, 226
発泡容器（食品トレー） …………… 271
波動実験用つるまきばね ………… 161
バナナクリップ …………………… 284
バナナ端子アダプタ ……………… 285
バナナ端子付豆電球 ……………… 192
花の色を変えてみよう …………… 262
花用の名札………………………… 211
ばね ………………………………… 162
ばね実験用指標 …………………… 162
ばねセット ………………………… 162
はねないボール …………………… 259
ばねばかり ………………………… 147
葉の化石…………………………… 241
バフンウニ（生物） ………………… 216
速さ測定器 ………………………… 157
パラフィルム ……………………… 133
パラフィン紙 ……………………… 146
パラボラミラー …………………… 174
針…………………………………… 197
針金………………………………… 249
針（昆虫用） ………………………… 208
バルーン …………………………… 251
バルーンスライム ………………… 260
バルサム …………………………… 225
バルブ（逆流防止） …………………… 98
ハロゲンランプ（顕微鏡用） ……… 229
パワフルシャボン玉 ……………… 261
半円レンズ …………………… 169, 172
半球（天体用） ……………………… 234
半切レンズ ………………………… 169
反射鏡（顕微鏡用） ………………… 230
はんだごてセット ………………… 292
ハンディ型真空ポンプ ……………… 73
ハンディ型pH計 ………………… 108
ハンディ顕微鏡 …………………… 232
バンデグラーフ（工作） …………… 193
バンデグラーフ用交換ベルト …… 193
半透膜……………………………… 128
ハンドサニター …………………… 299
ハンドラップ ……………………… 231
ハンドルカバー（コルクボーラー用） … 95
反応皿………………………………… 85
万能試験紙…………………… 100, 101
万能バーナースタンド …………… 123
万能はさみ ………………………… 290
万能pH試験紙 …………………… 100
ハンマー ……………… 209, 239, 292
パン用イースト ……………… 212, 312

ひ
ピアノ線 …………………………… 249
PEビーカー …………………… 53, 54
PE瓶 …………………………… 80～82

pH計 ……………………………… 108
pH試験紙 …………………… 100, 101
pH試験紙用カラーチャート ……… 100
pHスティック ……………………… 101
PH標準液 ………………………… 108
pHメーター ……………………… 108
ビーカー ………………………… 51～54
ビーカー（ステンレス製） …………… 91
ビーカーの蓋（時計皿） ……………… 57
ビーカー用温度計ホルダー ……… 138
ビーカー用試験管ホルダー ……… 117
ビーカー用ブラシ ………………… 135
ビーズ（ガラスビーズ） …………… 258
ビーズ（紫外線発色） ……………… 177
ヒーター（電熱線） ………………… 286
ヒーター（水槽用） ………………… 204
ビー玉 ………………… 160, 177, 250
TPXビーカー ………………………… 54
PTFE活栓付ビュレット ……………… 66
BTB試験紙 ………………………… 103
BTB溶液 …………………………… 308
ヒートン …………………………… 268
PPパック ……………………………… 84
PPビーカー …………………… 53, 54
PP広口瓶 …………………………… 80
PP瓶 …………………………… 80, 82
PPメスシリンダー …………………… 65
PVA洗濯のり ………… 177, 235, 260
ピカール液 ………………………… 293
ヒカゲノカズラ（藻） ……………… 203
微化石（ケイソウ） ………………… 242
ビカリア（化石） …………………… 241
ヒカリエース ……………………… 136
光電池………………………… 279, 280
光電池実験セット ………………… 280
光電池セット ……………………… 279
光電池モーター ……………… 280, 281
光電池用ライト …………………… 272
光の回折格子レプリカ …………… 176
光の回折スリット ………………… 176
光の屈折実験器…………………… 174
光の三原色（化学発光） …………… 254
光の反射実験セット用部品 ……… 267
光のまと当て実験器 ……………… 172
光ファイバー ……………………… 178
光ファイバー原理説明器 ………… 178
光るアメーバジェルを作ってみよう … 262
光る液 ………………………… 253, 254
ひかるどろだんご制作キット …… 263
光るバウンドボールキット ……… 263
光る花セット ……………………… 253
光るバルーンスライム …………… 260
火口（アルコールランプ用） ……… 121
飛散防止用ステンレス金網 ………… 91
微小ガラス球 ……………………… 258
微小ものさし（顕微鏡用） ………… 224
比色板付試験管立………………… 118
比色反応皿…………………………… 85
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比色表（パックテスト） …………… 106
微針………………………………… 208
ピス …………………………… 192, 226
ビスマス（粒状） …………………… 255
微生物………………………… 217, 218
微生物培養キット ………………… 218
微生物プレパラート …… 49, 220, 221
非接触温度計……………………… 142
ビタミンC試験紙 ………………… 103
非弾性ボール ……………………… 259
ピックハンマー …………………… 239
ヒドラ ……………………………… 217
ビニール管 …………………………… 96
ビニールコード …………………… 285
ビニール線 ………………………… 285
ビニールホース ……………………… 96
ビニタイ …………………………… 186
ビニトップ手袋 …………………… 296
被覆温度計………………………… 138
ビフネルロート（濾過器） …………… 71
ピペッター（ピペット用） …………… 68
ピペット ……………………66, 67, 213
ピペット洗 ………………………… 135
ピペット掛け ……………………… 116
ピペットスタンド ………………… 116
ピペット台 ………………………… 116
ピペットチップ …………………… 213
ヒヤシンス瓶 ……………………… 212
ヒューズ ……………………… 153, 288
ビュレット ……………………… 65, 66
ビュレット洗 ……………………… 135
ビュレット台 ………………… 115, 116
ビュレットはさみ ………………… 115
ビュレット用部材 …………………… 66
標準化石セット …………………… 241
標準化石標本……………………… 241
標準寒天培地……………………… 214
漂白剤……………………………… 270
標本作製用具…………………207～210
標本台紙（植物用） ………………… 209
標本針（昆虫用） …………………… 208
標本名紙（植物用） ………………… 209
標本ワンタッチシート …………… 209
秤量皿………………………… 145, 146
日よけ（温度計用） ………………… 139
平角缶………………………………… 87
平角グレー缶 ………………………… 87
平角電池…………………………… 277
平型台……………………………… 113
平底蒸発皿…………………………… 89
平底フラスコ ………………………… 55
平凸レンズ ………………………… 172
肥料………………………………… 212
広口サンプル瓶 ……………………… 83
広口試薬瓶…………………………… 78
広口洗浄瓶…………………………… 88
広口瓶…………………………… 80～86
広口ペットボトル …………………… 84

広口ポリ缶ロート …………………… 70
瓶（ガラス） …………… 78, 79, 82, 83
ピンセット ………………………… 198
ピンセットスタンド ………………… 116
ピンセットセット …………………… 198
ピンチコック ………………………… 97
備長炭……………………………… 264
備長炭電池製作セット …………… 264

ふ
ファーブル・ファーブルミニ・ファーブルフォト用部品 … 232
ファンタジー ………… 210, 309, 310
ふいご ……………………………… 126
VG用ゴムベルト ………………… 193
V字管（石英ガラス） ………………… 60
フィッシュポンプ ………………… 204
フィリップス　ハロゲンランプ …… 229
フィルム（パラフィルム） ………… 133
フィルム（ホロスペックス） ……… 177
フィルムケース状容器 ……………… 83
風車付車…………………………… 257
風船…………………………… 251, 252
風船ポンプ ………………………… 252
風船用ガス …………………… 126, 251
封入剤（ゲル状） …………………… 210
封入剤（プレパラート用） ………… 225
風媒花粉（プレパラート） ………… 221
プーリー …………………………… 265
プーリー（滑車） …………………… 155
プーリー付発電機 ………………… 157
風力発電用モーター ……………… 281
フェザー（メス） …………………… 195
フェノールフタレイン溶液 … 308, 310
フェライト磁石 ……………… 182, 183
深型バスケット …………………… 137
複滑車……………………………… 155
ブクブク …………………………… 202
袋（種子発芽用） ……………… 48, 211
ブザー ……………………………… 288
不織布ガーゼ ……………………… 299
フズリナ原石研磨セット ………… 240
フズリナ石灰岩 …………………… 241
フタ（雨水実験用） …………… 235, 240
フタ（アルコールランプ用） ……… 121
フタ（集気瓶用） ……………………… 76
フタ付ケース ……………………… 304
フタ付コンテナー ………………… 302
フタ付試験管 ………………………… 58
フタ付集気瓶 ………………………… 76
フタ付燃焼さじ ……………………… 77
豚の心臓…………………………… 219
豚の腎臓…………………………… 219
豚の血……………………………… 219
豚の肺……………………………… 219
豚の目 ……………………………… 219
二又試験管…………………………… 61

プチロート …………………………… 70
浮沈子……………………………… 258
浮沈子製作用部品………………… 258
フック ……………………………… 268
ブック式pH試験紙 ……………… 101
ブック式リトマス試験紙 ………… 102
フック付実験用球 ………………… 250
フック付マグネット ……………… 156
プッシュバイアル …………………… 83
フッ素コーティングスパチュラー … 124
フッ素コーティングはさみ ……… 291
沸騰石…………………………308～310
ブドウ糖 …………………………… 212
船（ポンポン船） …………………… 264
ブフナーロート（濾過器） …………… 71
腐葉土……………………………… 211
プライヤー（工具） ………………… 290
ブラインシュリンプ（魚のえさ） … 203
プラカッター ……………………… 291
プラケース（飼育用） ………… 199, 200
ブラシ ………………………… 134, 135
ブラシ掛け ………………………… 136
ブラシ3点セット…………………… 134
ブラシスタンド …………………… 136
フラスコ ……………………55, 56, 213
フラスコ台 ………………………… 117
フラスコ立 ………………………… 117
フラスコ用ブラシ ………………… 135
プラスチック板 …………………… 267
プラスチック撹拌棒 ………………… 74
プラスチックカップ … 53, 54, 84, 271
プラスチック球 …………………… 250
プラスチックコップ ………… 84, 271
プラスチックさじ ………………… 125
プラスチック試験管立 …………… 118
プラスチックシャーレ ……………… 57
プラスチックシリンジ …………… 212
プラスチックスポイト ………… 67, 68
プラスチック製凹レンズ …… 168, 257
プラスチック製カバーグラス …… 223
プラスチック製スライドグラス … 222
プラスチック製凸レンズ …… 168, 257
プラスチック注射筒 ………………… 73
プラスチックパイプ ……………… 265
プラスチックバット ………… 85, 137
プラスチックビーカー ………… 52～54
プラスチック瓶 …………… 80, 81, 84
プラスチックファイバー ………… 178
プラスチック封入昆虫標本 ………… 47
プラスチックブロック …………… 160
プラスチックボトル ………… 163, 271
プラスチックルーペ ……………… 166
プラスチックレンズ ………… 168, 257
プラスチックロート …………… 70, 71
プラスチック枠ルーペ …………… 166
ブラックライト …………………… 177
フラット観察槽 …………………… 201
プラナリア ………………………… 217
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プラバン …………………………… 267
プラフレンド ……………………… 256
プランクトンネット ………………… 206
プランクトンプレパラート ……… 221
フリーザーバッグ ………………… 269
振り子用おもりセット …………… 159
プリズム …………………………… 170
浮力実験器………………………… 161
プリンカップ ………………… 84, 271
プリントプラバン ………………… 267
ブレイドリムーバー ……………… 195
プレート（マイクロプレート） ………… 85
ブレードホルダー ………………… 196
フレキシブルスタンド …………… 113
プレパラート …………… 49, 220, 221
プレパラート（練習用） …………… 223
プレパラート製作セット ………… 225
プレパラート製作用封入剤 ……… 225
プレパラート染色液セット ……… 225
プレパラート貯蔵箱 ……………… 227
プレパラート保存箱（鉱物用） …… 244
プレパラートボックス …………… 227
プレパラランド …………………… 221
ブレファリスマ …………………… 217
フレンネルレンズ ………………… 168
フローライト ………………… 243, 244
プログラムタイマー ……………… 152
フロストスライドグラス ………… 222
ブロックおもり ……………… 159, 160
プロテクト・ラミラベル …………… 131
プロペラ …………………………… 280
プロペラ付モーター ………… 128, 282
分光器製作キット ………………… 176
分光シート ………………………… 176
分子構造模型……………………… 129
噴出物標本（岩石） ………………… 243
ブンゼンバーナー ………………… 120
分注器……………………………… 213
分銅（天秤用） ……………………… 145
分銅用ピンセット ………………… 145
粉末培地…………………………… 214
分離針……………………………… 197
分留試験管…………………………… 56
分留フラスコ ………………………… 56

へ
平均台（昆虫用） …………………… 208
平凸レンズ ………………………… 169
平面鏡………………………… 172, 173
平面鏡セット ……………………… 172
並列用みの虫リード線 …………… 283
平和鳥（水飲み鳥） ………………… 256
ペイント（蓄光） …………………… 178
ベークライト板（集気瓶用） ………… 76
ベータゲル ………………………… 259
pH計 ……………………………… 108

pH試験紙 …………………… 100, 101
pHスティック ……………………… 101
PH標準液 ………………………… 108
pHメーター ……………………… 108
PETスクリューバイアル …………… 83
ペットボトル …………… 84, 163, 271
ペットボトルクラッシャ …………… 136
ペットボトル顕微鏡製作セット …… 258
ペットボトルはさみ ……………… 291
ペットボトル用ロート ………………… 70
ペットボトルロケット ……………… 163
ペトリ皿 ……………………………… 57
ペトリ皿ラック …………………… 117
ヘマトキシリン …………………… 225
ヘラ …………………………… 124, 125
ヘラ付さじ ………………………… 125
ヘリウムガス ………………… 126, 251
ヘリカンくん ……………………… 126
ペルチェ素子 ……………………… 288
ペルティエ素子（耐湿タイプ） …… 288
ペン（導電インク） ………………… 255
変換アダプタ（コンセント用） …… 289
偏光シート ………………………… 175
偏光パネル実験セット …………… 175
偏光板……………………………… 175
偏光フィルム ……………………… 175
ペンチ ……………………………… 290
扁平缶………………………………… 87

ほ
ホイヤー液 ………………………… 225
ホイル（アルミ） …………………… 133
ポイントラベル …………………… 132
方位磁針………………………187～189
方位磁針学習プレート …………… 189
方位磁針修正器……………… 44, 189
方位磁針保管ケース ……………… 189
望遠鏡組立キット ………………… 257
望遠鏡工作セット ………………… 257
棒温度計…………………………… 138
棒温度計（保護被覆付） …………… 138
方解石………………………… 243, 244
防カビ剤 …………………………… 304
方向自在クランプ ………………… 114
ホウ酸 ………………………… 308, 309
棒磁石……………………………… 181
防湿剤……………………………… 304
ホウ砂 ……………………………… 260
放射温度計………………………… 142
放射線照射樹脂・非照射樹脂 …… 190
棒状ゴム磁石 ……………………… 184
防水型デジタル温度計 …………… 140
防水ペン型温度計 ………………… 140
防錆・潤滑スプレー ……………… 293
棒付滑車…………………………… 155
防滴型デジタル温度計 …………… 140

放電記録紙………………………… 156
放電盤……………………………… 190
棒瓶…………………………………… 83
ボウル ………………………………… 92
飽和食塩水…………………… 307, 309
飽和水酸化カルシウム溶液
　……………………46, 307, 309, 310
ホース（ゴム管） ………………… 74, 96
ホース（ガス用） ……………… 97, 120
ホースジョイント …………………… 98
ホース止め …………………………… 97
ホースバンド（ガス用） ……… 97, 120
ボード（断熱用） …………………… 121
ボール（球） …………………… 160, 250
ボール紙製マッペ ………………… 227
ホールキャップ（スポイト瓶用） …… 79
ホールスライドグラス ……… 50, 222
ボール製作キット ………………… 263
ボール（弾性・非弾性） …………… 259
ホールピペット ……………………… 66
ホーローバット ……………………… 92
保温カップ ………………………… 271
保管箱（温度計用） ………………… 139
保管箱（コン虫標本） ……………… 208
ポケットpH計 ……………………… 108
ポケット放射温度計 ……………… 142
保護ネット（試薬瓶用） …………… 306
保護めがね ………………………… 297
ポスカ（マーカー） ………………… 266
細管洗……………………………… 135
細管ブラシ ………………………… 135
細口試薬瓶…………………………… 78
細口洗浄瓶…………………………… 88
細口瓶…………………………… 80～82
細口瓶用薬さじ …………………… 125
細長ゴム風船 ……………………… 252
蛍石…………………………… 243, 244
ボタン電池 ………………………… 277
捕虫網……………………………… 207
ボックス（収納用） ……………301～303
ボックス（保冷用） ………………… 304
ボックス（小物ケース） …………… 304
ホットボンド ……………………… 293
ホットボンド用スティック ………… 293
ポテトデキストロース培地 ……… 214
ボトル …………………………… 78～83
ボトルキャップ（雨水実験用） ……… 235
ボトルトレー ………………… 305, 306
骨と筋肉の動き実験器用部材 …… 212
骨と筋肉の実験器 ………………… 212
ホフマン型ゴム管はさみ …………… 97
ポリエチ手袋 ……………………… 296
ポリエチレン棒（静電気実験用） … 193
ポリエチレン（密度比較用素材） … 160
ポリ塩化ビニル（密度比較用素材） … 160
ポリ大型びん ………………………… 86
ポリ活栓 ……………………………… 97
ポリ活栓付広口瓶 …………………… 86
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ポリグルタミン酸（凝集剤） ……… 109
ポリ試薬瓶 ……………………… 80～82
ポリ遮光瓶 …………………………… 82
ポリスピードロート ………………… 71
ポリスポイト ………………………… 68
ポリスマン …………………………… 74
ポリ洗浄瓶 …………………………… 88
ポリタンク …………………………… 87
ポリ滴瓶 ……………………………… 86
ポリビーカー …………………… 53, 54
ポリビュレット ………………………… 65
ポリ瓶 …………………………… 80～84
ポリ袋 ……………………………… 269
ポリプロピレン製アスピレーター … 98
ポリ棒びん（フイルムケース） ……… 83
ポリ広口瓶 ……………………… 80, 81
ポリ細口瓶 ……………………… 80, 81
ポリ容器（廃液貯蔵容器） …………… 87
ポリロート ……………………… 70, 71
ホルダー（透析チューブ用） ……… 128
ホルダー（電極用） ………………… 248
ホルダー付炭素電極 ……………… 247
ホルダー（電池用） …………… 276, 277
ボルタ電池 …………………… 41, 128
ボルボックス ……………………… 217
ホルマル線 ………………………… 285
ホルムアルデヒド試験紙 ………… 104
保冷剤……………………………… 304
保冷ボックス ……………………… 304
ホログラムシート ………………… 176
ホロスペックスフィルム ………… 177
ホワイティ温湿度計 ……………… 236
ボンスター ………………………… 267
ボンド ……………………………… 293
ポンプ（水槽用） …………………… 202
ポンプ（風船用） …………………… 252
ボンベ（ガスコンロ用） …………… 121
ボンベ用圧力ゲージ ……………… 126
ボンベ用ガス量調節器 …………… 126
ポンポン船 ………………………… 264

ま
マイクロ実験セット用セル ………… 42
マイクロスケール実験 ……………… 42
マイクロスケール実験用容器 ……… 85
マイクロチップ …………………… 213
マイクロチューブ ………………… 213
マイクロチューブラック ………… 213
マイクロピペット ………………… 213
マイクロプレート …………………… 85
マイクロメーター ………………… 224
マイクロルーラー ………………… 224
マイタックラベル ………………… 132
マイティマッチ …………………… 122
巻貝化石…………………………… 241
巻尺………………………………… 148

巻取りpH試験紙 ………………… 100
巻きばね …………………………… 162
マグカップ ………………………… 255
マグネシウム（テープ状） …… 308, 310
マグネシウム板 ……………… 245, 246
マグネシウムリボン ………… 308, 310
マグネット …………… 156, 181～186
マグネット付滑車 ………………… 156
マグネットプレート ……………… 129
マジカル魚拓紙 …………………… 209
マジックサンド　ぬれない砂 …… 263
マジックゼリーボールキット ……… 263
マジックバルーン（ロングバルーン） … 252
マジックミラー …………………… 174
マジックルミノペイント…………… 178
マスク ……………………………… 299
まぜたら石鹸 ……………………… 259
マッチ ……………………………… 267
マット ………………………… 136, 295
マッフル ……………………………… 90
マッぺ ……………………………… 227
まと当て実験器 …………………… 172
マブチモーター …………………… 281
豆球………………………………… 273
豆球ソケット ……………………… 275
豆球台………………………… 43, 275
豆球チェッカー …………………… 273
豆電球（手回し発電機用） ………… 191
豆電球（端子台付） ………………… 192
豆レンズ電球 ……………………… 273
マヨネーズ瓶 ………………………… 83
マラカイト ………………………… 243
丸大型凹レンズ …………………… 168
丸大型凸レンズ …………………… 168
丸型水槽…………………………… 199
丸型スポイト瓶 ……………………… 79
丸型洗浄瓶…………………………… 88
丸くぎ ……………………………… 268
丸水槽……………………………… 199
丸底蒸発皿…………………………… 89
丸底フラスコ ………………………… 55
丸底フラスコ台 …………………… 117
マルチケース ……………………… 304
マルチコネクター …………………… 98
マルチ水温計 ……………………… 141
マルチ洗浄瓶 ………………………… 88
マルチメーター …………………… 154
マルチラック ……………………… 214
丸風船……………………………… 251
マローブルー ……………………… 254
マンガン電池 ……………………… 278
マンガン方解石 …………………… 244
万華鏡工作セット ………………… 177

み
ミカヅキモ ………………………… 217
ミクロスパーテル …………… 124, 125
ミクロトーム ………………… 48, 226
ミクロメーター …………………… 224
短い試験管…………………………… 58
短いリード線 ………………… 44, 283
ミジンコ …………………………… 217
水網（伸縮柄付たも） ……………… 206
水受バット …………………… 127, 137
水温度計（水槽用） ………………… 203
水切りセット ………………… 136, 137
水切りネット袋 …………………… 269
水検出試験紙……………………… 103
水調査セット ……………………… 107
水に浮く・沈むプラスチック ……… 160
水煮缶（鶏頭） ……………………… 219
水熱量計…………………………… 192
水の圧力実験用水槽……………… 164
水の圧力と深さ実験器 …………… 164
水の生きもの観察セット（採水バケツ） … 205
水の浄化実験セット ……………… 109
水の対流説明器…………………… 235
水のチェック隊 …………………… 107
水飲み鳥…………………………… 256
水縁磨（スライドグラス） ………… 222
水プリズム ………………………… 170
水やり（じょうろ） ………………… 211
水ロケット製作キット ……………… 163
水を使った　いろいろな実験 …… 262
密度測定用体………………… 159, 161
密度比較用素材…………………… 160
密封フィルム ……………………… 133
みつろう粘土 ……………………… 266
ミドリムシ …………………… 217, 218
ミドリムシ培養観察実験セット …… 218
ミニ撹拌棒 …………………………… 74
ミニカップ …………………………… 53
ミニクリップリード線 ……………… 284
ミニケース ………………………… 304
ミニコンテナー …………………… 302
ミニスポイト ………………………… 68
ミニソーラーカー ………………… 280
ミニ透明半球 ……………………… 234
ミニビーカー ………………………… 53
ミニプラスチックバット ……………… 85
ミニブロアー ……………………… 251
ミニラジオペンチ ………………… 290
ミニランプ（電球） ………………… 272
みの虫クリップ …………………… 284
みの虫付コンデンサ ……………… 287
みの虫-USBリード線 ……………… 284
みの虫リード線 …………………… 283
みの虫リード線セット …………… 283
みょうばん（カリみょうばん）
　……………………… 307, 309, 310
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ミラー（平面鏡） ……………… 172, 173
ミラー（顕微鏡用） ………………… 230
ミラーシート ……………………… 173
ミラクルボール …………………… 259

む
虫網………………………………… 207
虫飼育ケース ………………… 199, 200
虫針………………………………… 208
虫ピン ……………………………… 208
虫めがね ……………………… 166, 167
ムッフ付吊り棒 …………………… 114
ムッフ付リング …………………… 113
ムッフ（鉄製スタンド用部品） …112～114
紫キャベツパウダー ……………… 254
ムラシゲ・スクーグ植物培地 …… 214

め
目当てゴム（顕微鏡用） …………… 230
名紙（植物用） ……………………… 209
メートルグラス（円錐型液量計） …… 65
メカニカルステージ ……………… 229
めがね ……………………………… 297
めがねケース ……………………… 297
メジャー（巻尺） …………………… 148
メジャーカップ ……………………… 54
メジューム瓶 ………………………… 78
メス …………………………… 195, 196
メスシリンダー ………………… 63～65
メスシリンダー（安全リング付） …… 63
メスシリンダーラック …………… 117
メスピペット ………………………… 66
メスフラスコ ………………………… 62
メダカ産卵飼育セット …………… 200
メダカ飼育セット ………………… 201
メダカの浮く産卵藻 ……………… 203
メダカのえさ ……………………… 203
メダカの産卵箱 …………………… 201
メダカの雌雄観察器 ……………… 201
メダカの成体パック ……………… 216
メダカの卵飼育カップ …………… 201
メダカの卵パック ………………… 216
メダカプレパラート ……………… 223
メタセコイア（化石） ……………… 241
目立てヤスリ ……………………… 292
メチルオレンジ …………………… 316
メチルグリーンピロニン ………… 225
メチレンブルー …………………… 225
滅菌済遠沈管………………………… 59
滅菌シャーレ ………………………… 57
メッシュコンテナー ……………… 302
メディシート ……………………… 306
目（豚） ……………………………… 219
目盛入コップ ………………… 84, 271

目盛付試験管 ………………………… 59
目盛付スポイト ……………………… 67
目盛付スライドグラス …………… 224
目盛なしスポイト …………………… 67
メルクpH試験紙 ………………… 100
メルクpHスティック ……………… 101
メルヘンブルーム ………………… 253
綿棒………………………………… 212

も
毛細管（融点測定用毛細管） ………… 75
モーター ……………… 265, 281, 282
モーター（光電池用） … 128, 281, 282
モーター発電棒セット …………… 191
モーターベース …………………… 265
モーターホルダー ………………… 265
モーターユニット（微電流型） …… 282
モール ……………………………… 270
モール型ゴム管はさみ ……………… 97
木柄付スプーン …………………… 124
木球…………………………… 160, 250
木製試験管立………………… 118, 119
木製ブロック ……………………… 160
木製ロート台 ……………………… 115
木炭………………………………… 264
もこもこ膨らむ泡を作ろう ……… 262
モササウルスの歯化石 …………… 241
モジュール（温度） ………………… 141
持手付ミニコンテナー …………… 302
モノコード ………………………… 180
モノコード用部品 ………………… 180
物差し ……………………………… 148
もののあたたまり方金属板 … 165, 249
物の重さ素材セット ………… 159, 160
物の重さ比較素材セット …… 159, 160
物の重さ比較用実験球 …………… 160
モル濃度試薬 …………… 46, 307, 317

や
矢形クリップ ……………………… 284
薬さじ ………………………… 124, 125
薬品庫転倒防止金具……………… 294
薬品整理箱…………………… 305, 306
薬品トレー …………………… 305, 306
薬品瓶シール ………………… 131, 132
薬品瓶収納ケース …………………… 84
薬品瓶保護ネット ………………… 306
薬品瓶用PPパック …………………… 84
薬包皿……………………………… 146
薬包紙……………………………… 146
薬用ラベル ………………………… 131
夜光顔料…………………………… 260
夜光ペイント ……………………… 178
ヤシノミ洗剤 ……………………… 136

ヤスリ ……………………………… 292
ヤヌスグリーン …………………… 225

ゆ
Uアロイ …………………………… 255
有柄針……………………………… 197
USB-みの虫クリップリード線 …… 284
U型磁石 …………………………… 182
ユーグレナ ………………………… 218
U字管（ガラス） ……………………… 62
融点測定用ガラス管 ………………… 59
融点測定用毛細管…………………… 75
誘導コイル用部品 ………………… 190
UVクリスタル …………………… 210
UV発色ビーズ …………………… 177
UVライト ………………………… 177
油浸オイル ………………………… 230
ユスリカの幼虫 …………………… 217
湯煎用試験管ホルダ ……………… 117
ユニット容器 ………………………… 83
ユニバーサル試験紙 ……………… 100
ユニパック ………………………… 269
ユニパックマーク ………………… 269

よ
よう化カリウムでんぷん紙 ……… 103
熔接鉄製三脚……………………… 122
ヨウ素液 ……………… 225, 308～310
溶存酸素測定キット ……………… 109
容量計（コンデンサ用） …………… 287
容量スプーン ……………………… 124
4フィートバルーン ……………… 251
4W蛍光灯 ………………………… 272

ら
ライター …………………………… 122
ライトグリーン …………………… 225
ライト（照明用） …………………… 272
ライトスティック …………………… 254
ライト栓 ……………………………… 94
ライト付顕微鏡 …………………… 232
落射照明用ランプ ………………… 229
ラジオペンチ ……………………… 290
ラジオ用天気図用紙 ……………… 238
落下実験用支持棒…………… 156, 157
落下防止テープ …………………… 295
ラップ ……………………………… 133
ラテックス液 ………………… 261, 308
ラテックス・エコノミーグローブ … 297
ラピッドDPD試薬 ………………… 108
ラベル ……………………………… 132
ラベル（薬用） ……………………… 131
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ラベル（理振用） …………………… 131
ラボピタ …………………………… 133
ラボホイル ………………………… 132
ラボボックス …………………301～303
ラボボックスクリアー …………… 303
ラミラベル ………………………… 131
ラムスデンルーペ ………………… 232
卵割（ウニ） ………………………… 219
卵割（カエル） ……………………… 219
ランプ（アルコールランプ） ……… 121
ランプ（光源） ……………………… 272
ランプ（電球） ……………………… 272
ランプ（顕微鏡用） ………………… 229
ランプボックス（光学台用） ……… 171

り
リード線 …………………44, 283～285
リード線（テスター用） …………… 284
リード線（みの虫-USB） …………… 284
リード線（高圧用） ………………… 284
リード線セット …………………… 283
リード線付LED …………………… 274
リード線付コンデンサ …………… 287
リード線付電池ホルダ …………… 277
リード線付豆球ソケット …………… 275
リービッヒ冷却器 …………………… 72
リービッヒ冷却器セット ……………… 72
リール式pH試験紙 ……………… 100
理科温度計………………………… 140
理科実験用ガスコンロ …………… 121
力学実験用錘………………… 158, 159
力学台車用部材…………………… 156
力学的エネルギー実験器 …… 40, 157
力学用ばねばかり ………………… 147
リサイクル石けん ………………… 259
理振ラベル ………………………… 131
リチウム電池 ……………………… 277
立体磁界観察槽…………………… 185
立体レプリカ工作セット ………… 267
立方体おもり ………………… 159, 161
リトマス液 ………………………… 316
リトマス試験紙 …………………… 102
リム付試験管 ………………………… 58
硫酸…………………46, 307, 309, 310
硫酸亜鉛水溶液………… 46, 307, 310
硫酸銅水溶液…………… 46, 307, 310
両端着磁ゴム磁石 ………………… 184
両刃カミソリ ……………………… 196
両開クランプ ……………………… 114
両面着磁型磁石…………………… 182
両面テープ ………………………… 268
リング型ネオジム磁石 …………… 185
リングマグネット …………… 183, 184

る
ルアーコック（注射器用） ………… 212
ループ ……………………………… 215
ループコースター製作セット …… 157
ループコースター用レール ……… 157
ルーペ………………………… 166, 167
ルーペ付容器……………………… 205
ルームガード ……………………… 295
ルサフォード最高最低温度計 …… 236
るつぼ ………………………………… 89
るつぼ加熱用具 …………………… 122
るつぼはさみ ……………………… 123
るつぼ用マッフル …………………… 90
ルビー人工結晶 …………………… 244
ルミカライト ……………………… 254
ルミキット ………………………… 254
ルミノペイント …………………… 178

れ
冷却器（蒸留用） ……………………… 72
冷却器用ガラスアダプタ …………… 72
冷却用液化ガス …………………… 293
冷蔵庫用デジタル温度計 ………… 141
レーウェンフックの顕微鏡 ……… 258
レークサイドセメント …………… 244
レール（実験用） ……………… 156, 157
レトルト台 ………………………… 113
レトルト台用部品 …………… 113, 114
レプリカ …………………………… 176
レプリカ工作セット ……………… 267
レフレルメチレンブルー ………… 225
レリーズ（デジカメ用） …………… 232
連結金具（理科戸棚用） …………… 294
連結シート（耐震用） ……………… 295
連結容器……………………………… 83
練習用プレパラート ……………… 223
レンズ ………………… 166～170, 257
レンズ（ガラスビーズ） …………… 258
レンズクリーニングセット ………… 231
レンズクリーニングティッシュ …… 231
レンズ（顕微鏡用） …………… 228, 232
レンズ付カップ …………………… 205
レンズ（凸レンズ） ………………… 257

ろ
ろうそく ……………………… 77, 267
ろうそく実験セット ………………… 77
ろうそく台 …………………………… 77
ろうそく立（光学台用） …………… 171
ろう粘土 …………………………… 266
ロート …………………………… 69～71
ロートアダプタ ……………………… 95

ロート受金具（電解装置用） ……… 127
ロートスタンド …………………… 115
ロート台 …………………………… 115
ロート（電解装置用） ……………… 127
ロート（廃液貯蔵容器用） …………… 87
ロートホルダー …………………… 115
ロールタイプpH試験紙 ………… 100
ろ過器（アスピレ―タ―用） ………… 71
ロケットセット ……………………… 163
ロケット風船 ……………………… 252
ろ紙 …………………………………… 99
ろ紙（角型） …………………………… 99
露点比較実験器…………………… 235
ロングバルーン …………………… 252

わ
ワークインボックス ……………… 302
ワイパー …………………………… 300
ワイヤーストリッパー ……… 290, 291
ワイヤレス温湿度照度計 ………… 237
枠付スチロール丸水槽 …………… 199
ワットモニター（電力計） ………… 152
わに口クリップ …………………… 284
ワンタッチシート ………………… 209
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A
AQUA …………………………… 253
AL・ALKT用人工筋肉 …………… 212
A型台 ……………………………… 113
ACアダプタ（顕微鏡用） ………… 230
ACプラグ（コンセント用） ………… 289
Au蒸着ガラス …………………… 249

B
BTB試験紙 ………………………… 103
BTB溶液 …………………………… 308

C
C型クランプ ……………………… 292
CDエアーパック ………………… 252

D
DO計 ……………………………… 109
DPD試薬 ………………………… 108

E
EMA用ゴムベルト ……………… 193
ECメーター ……………………… 109
EC用ゴムベルト ………………… 193

H
H管（ガラス管） …………………… 127
H管用はさみ ……………………… 127
HGS分子構造模型 ……………… 129

I
I字管 …………………………… 56, 75

J
JKワイパー ……………………… 300
JPボトル ……………………………… 82
Jボトル ……………………………… 81

K
KFIピンセット ……………………… 198

L
LED …………………………… 43, 274
LEDコンパス ……………………… 188
LED付電極 ………………………… 247
LED電球 …………………………… 272
LED用ソケット ……………… 43, 275
LEDライト ………………………… 233
LEDランプ（顕微鏡用） …………… 229
LEDランプ（豆球型） ……………… 273
LED（リード線付） ………………… 274
L型万能はさみ …………………… 290
L字管 ………………………………… 75
L字管付U字管 ……………………… 62
LB培地 …………………………… 214
LBブイヨン ………………………… 214

M
MS培地 …………………………… 214

N
NO₂測定キット …………………… 109

O
OAタップ ………………………… 289
Oリング（水中の圧力観察器用） … 164

P
PEビーカー …………………… 53, 54
PE瓶 …………………………… 80～82
PETスクリューバイアル …………… 83
pH計 ……………………………… 108
pH試験紙 …………………… 100, 101
pH試験紙用カラーチャート ……… 100
pHスティック ……………………… 101
pH標準液 ………………………… 108
pHメーター ……………………… 108
PTFE活栓付ビュレット ……………… 66
PPパック ……………………………… 84
PPビーカー …………………… 53, 54
PP瓶 …………………………… 80, 82
PPメスシリンダー …………………… 65
PVA洗濯のり ………… 177, 235, 260

T
TPXビーカー …………………… 52, 54
TPXメートルグラス ………………… 65

U
Uアロイ …………………………… 255
USB-みの虫クリップリード線 …… 284
U型磁石 …………………………… 182
U字管（ガラス） ……………………… 62
UVクリスタル …………………… 210
UV発色ビーズ …………………… 177
UVライト ………………………… 177

V
VG用ゴムベルト ………………… 193
V字管（石英ガラス） ………………… 60

X
X線フィルム ……………………… 190
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移植ごて（スコップ） ……………… 211
紙テープ（植物成長記録用） ……… 268
乾電池式エアーポンプ（魚用） …… 202
飼育ケース（虫かご） ………… 199, 200
じょうろ …………………………… 211
植物標本台紙……………………… 209
試料カップ（プリンカップ） … 84, 271
スプレー（霧吹） …………………… 211
土（腐葉土） ………………………… 211
花用の名札………………………… 211
ルーペ（虫めがね） ………………… 166

風やゴムのはたらき3年

ウインドカー工作セット（車作り） … 257
おもり ………………………… 158, 159
紙コップ …………………………… 271
金属棒（車軸用） …………………… 249
ステンレス直尺（ものさし） ……… 148
ストロー …………………………… 270
送風機……………………………… 251
竹ひご ……………………………… 270
たこ糸 ……………………………… 270
発泡スチロール …………………… 266
発泡スチロール用接着剤 ………… 293
発泡容器（食品トレー） …………… 271
ヒートン（引掛けフック） ………… 268
プーリー（滑車） ……………… 155, 156
プロペラ …………………………… 283
ペットボトル ……………………… 271
ペットボトルはさみ（工作はさみ） … 291
巻尺（メジャー） …………………… 148
両面テープ ………………………… 268

電気の通り道3年

アルミホイル ……………………… 133
エナメル線（0.4㎜φ） …………… 285
紙コップ …………………………… 271
紙ヤスリ …………………………… 292
乾電池ホルダ ………………… 276, 277
金属棒……………………………… 249
くぎ ………………………………… 268
ステンレス直尺（ものさし） ……… 148
セロハンテープ …………………… 268
竹ひご ……………………………… 270
たこ糸 ……………………………… 270

爪ではがせるビニル線 …………… 285
電池…………………………… 277, 278
はさみ ……………………………… 291
豆球（1.5/2.5V用） ……………… 273
豆球ソケット ………………… 192, 275

太陽と地面の様子3年

アルコール温度計（-5～105℃） … 138
移植ごて（スコップ） ……………… 211
温度計用日よけ …………………… 139
紙コップ …………………………… 271
しゃ光板 …………………………… 234
ストロー …………………………… 270
セロハンテープ …………………… 268
地中温度計………………………… 238
平面鏡………………………… 172, 173
ペットボトル ……………………… 271
方位磁針………………………187～189
方位磁針学習プレート …………… 189
方位磁針修正器…………………… 189
放射温度計………………………… 142

光の性質3年

アルコール温度計（-5～105℃） … 138
アルミホイル ……………………… 133
ゴム栓（穴あき）ペットボトル用 …… 94
サーモテープ（示温テープ）40℃ … 143
ストップウォッチ …………………… 150
粘土…………………………… 256, 266
光のまと当て実験器 ……………… 172
平面鏡………………………… 172, 173
ペットボトル ……………………… 271
放射温度計………………………… 142
ルーペ（虫めがね） ………………… 166

磁石の性質3年

アルミホイル ……………………… 133
カラーリングマグネット …… 183, 184
くぎ ………………………………… 268
砂鉄………………………………… 240
磁界観察用ひし形チップ ………… 186
磁石…………………… 156, 181～186
磁石の反発実験器………………… 184
磁鉄鉱……………………………… 243
試料カップ（プリンカップ） … 84, 271

スチロール丸型水槽 ……………… 199
時計皿（60㎜φ） ……………………… 57
ドラミングきつつき工作セット …… 264
ネオジム磁石 ……………………… 185
発泡スチロール …………………… 266
ビニタイ（磁界観察用） …………… 186
方位磁針………………………187～189
方位磁針学習プレート …………… 189
方位磁針修正器…………………… 189
棒状ゴム磁石（切れる磁石） ……… 184

ものと重さ3年

アルミホイル ……………………… 133
お米のねんど ……………………… 266
計量スプーン ……………………… 124
さじ …………………………… 124, 125
砂鉄………………………………… 240
自動上皿秤（秤量0.5/1㎏が人気） … 146
食塩（1㎏袋入） …………………… 307
試料カップ（プリンカップ） … 84, 271
ステンレス直尺（ものさし） ……… 148
たこ糸 ……………………………… 270
電子てんびん（キッチンスケール） … 146
てんびん（実習用） ……………144～146
粘土…………………………… 256, 266
物の重さ比較素材セット用部材 … 159, 160
物の重さ比較用実験球 …………… 160

音の伝わり方と大小新指導

3年

おんさ ……………………………… 180
紙コップ …………………………… 271
実験用たいこ ……………………… 179
たこ糸 ……………………………… 270

小学3年

身近な自然の観察3年
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品名さくいん（小学校）

小学4年

季節と生き物4年

アルコール温度計（-5～105℃） … 138
紙テープ（植物成長記録用） ……… 268
飼育ケース …………………… 199, 200
じょうろ …………………………… 211
試料カップ（プリンカップ） … 84, 271
ステンレス直尺（ものさし） ……… 148
スプレー（霧吹） …………………… 211
土（腐葉土） ………………………… 211
花用の名札………………………… 211
プラスチックルーペ（虫めがね） … 166
捕虫網（虫網） ……………………… 207
巻尺（メジャー） …………………… 148

月と星・天気の様子4年

アルコール温度計（-5～105℃） … 138
雲量観察器………………………… 238
温度計用日よけ …………………… 139
乾湿計……………………………… 236
記録計用記録紙…………………… 238
記録計用ペン ……………………… 238
最高最低温度計……………… 236, 237
室内用温度計……………………… 139
星座早見盤………………………… 233
地温・気温温度計 ………………… 139
方位磁針………………………187～189

人の体のつくりと運動4年

ストロー …………………………… 270
平面鏡………………………… 172, 173
ペットボトル ……………………… 271
ポイントラベル …………………… 132
骨と筋肉の動き実験器部品 ……… 212

電気のはたらき4年

アルミホイル ……………………… 133
LED ………………………………… 274
乾電池ホルダ ………………… 276, 277
強力ランプ（光電池用） …………… 272
金属棒……………………………… 249
スイッチ …………………………… 276
台付モーター ………………… 281, 282
爪ではがせるビニル線 …………… 285

電子オルゴール …………………… 288
電池（マンガン電池） ……………… 278
光電池………………………… 279, 280
プーリー（滑車） …………………… 155
プロペラ …………………………… 280
平面鏡………………………… 172, 173
ペットボトル ……………………… 271
豆球（1.5/2.5V用） ……………… 273
豆球ソケット ………………… 192, 275
豆球台………………………… 192, 275
モーター ……………………… 281, 282
リード線 ………………………283～285

ものの温度と体積4年

アルコール温度計（-5～105℃） … 138
アルコールランプ ………………… 121
アルミバット ………………………… 92
ガラス管（I字管） …………………… 75
金属球膨張試験器………………… 165
軍手（子供用） ……………………… 296
ゴム管（内径6㎜） …………………… 96
ゴム管はさみ ………………………… 97
ゴム栓（穴あき） ……………………… 94
サーモカップ ……………………… 271
試験管（18φ×180㎜） ……………… 58
シャーレ（ペトリ皿） ………………… 57
試料カップ（プリンカップ） … 84, 271
スチロール丸型水槽 ……………… 199
ストップウォッチ …………………… 150
スポイト ………………………… 67, 68
たね火ライター …………………… 122
注射筒（プラスチック製） …………… 73
発泡スチロールコンテナー ……… 304
バット ………………………………… 92
ビーカー ………………………… 51～54
ビニール管 …………………………… 96
ビニール手袋 ……………………… 296
ピンセット ………………………… 198
風船………………………………… 251
ペットボトル ……………………… 271
マッチ ……………………………… 267
丸底フラスコ（300mL） …………… 55
理科実験用ガスコンロ …………… 121

ものの温まり方4年

アルコール温度計（-5～105℃） … 138
アルコールランプ ………………… 121
アルミバット ………………………… 92

アルミホイル ……………………… 133
安全めがね ………………………… 297
ガラス撹拌棒 ………………………… 74
金属板（熱の伝わり方用） ………… 249
軍手（子供用） ……………………… 296
サーモインク（示温インク） ……… 143
サーモテープ（示温テープ） ……… 143
三角架……………………………… 122
示温シール ………………………… 143
試験管（18φ×180㎜） ……………… 58
試験管立……………………… 118, 119
試験管はさみ ……………………… 124
セラミック付金網 ………………… 123
線香………………………………… 267
雑巾………………………………… 299
たこ糸 ……………………………… 270
たね火ライター …………………… 122
デジタル温度計 ………………140～142
鉄製三脚…………………………… 122
電熱器……………………………… 121
熱気球（袋） ………………………… 252
熱の伝わり方実験板 ……………… 249
ビーカー ………………………… 51～54
ピペット ………………………… 67, 68
フレキシブルスタンド …………… 113
マッチ ……………………………… 267
理科実験用ガスコンロ …………… 121

水のすがたとゆくえ4年

アルコール温度計（-20～105℃） … 138
アルコールランプ ………………… 121
アルミバット ………………………… 92
アルミホイル ……………………… 133
安全めがね ………………………… 297
加熱用スプーン …………………… 124
ガラス撹拌棒 ………………………… 74
乾電池式エアーポンプ（魚用） …… 202
試験管（18φ×180㎜） ……………… 58
自動上皿秤 ………………………… 146
シャーレ（ペトリ皿） ………………… 57
食塩（1㎏袋入） …………………… 307
試料カップ（プリンカップ） … 84, 271
スチロール棒瓶 ……………………… 83
スチロール丸型水槽 ……………… 199
ストップウォッチ …………………… 150
ストロー …………………………… 270
セラミック付金網 ………………… 123
タイマー ……………………… 151, 152
たこ糸 ……………………………… 270
デジタル温度計 ……………… 140, 141
鉄製三脚…………………………… 122
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小学5年

流れる水の働き5年

移植ごて（スコップ） ……………… 211
じょうろ …………………………… 211
スチロール丸型水槽 ……………… 199
ステンレス直尺（ものさし） ……… 148
洗浄瓶………………………………… 88
プラスチックバット ………… 85, 137
ペットボトル ……………………… 271

植物の発芽・成長5年

アルコール温度計（-5～105℃） … 138
アルミホイル ……………………… 133
エアーストーン …………………… 202
エアーポンプ ……………………… 202
液体肥料…………………………… 212
カッターナイフ …………………… 291
カバーグラス（顕微鏡用プラスチック製） … 223
紙ふくろ（花に被せる） …………… 270
乾電池式エアーポンプ（魚用） …… 202
試験管（18φ×180㎜） ……………… 58
シャーレ（ペトリ皿） ………………… 57
じょうろ …………………………… 211
試料カップ（プリンカップ） … 84, 271
水中発芽用実験ネット …………… 210
ステンレスバット …………………… 92
スポイト瓶（30mL） ………………… 79
スライドグラス …………………… 222
デンプン …………………………… 308
ネット袋（種を水中に） …………… 269
バーミキュライト ………………… 211
はさみ ……………………………… 291
花用の名札………………………… 211
ビーカー ………………………… 51～54

ビニール管 …………………………… 96
ピンセットセット …………………… 198
プラスチックコップ ………… 84, 271
プレパラート（花粉） ………… 220, 221
モール ……………………………… 270
ヨウ素液（点眼瓶入　調整済） …… 225
ラベル ……………………………… 132
ルーペ（虫めがね） ………………… 166

メダカの誕生・人の誕生5年

アクアリウム（水槽） ……………… 200
オオカナダモ（水草） ……………… 217
カバーグラス ……………………… 223
顕微鏡用ものさし ………………… 224
敷き石（水槽用） …………………… 202
シャーレ（ペトリ皿） ………………… 57
試料カップ（プリンカップ） … 84, 271
すくい網（魚用） …………………… 204
スポイト ………………………… 67, 68
スライドグラス（顕微鏡用） ……… 222
ピンセット ………………………… 198
プラスチックコップ ………… 84, 271
フラット観察槽（メダカ用） ……… 201
プレパラート（微生物） ……… 220, 221
ペットボトル ……………………… 271
メダカの浮く産卵藻 ……………… 203
メダカのえさ ……………………… 203
メダカの産卵箱 …………………… 201
メダカの雌雄観察器 ……………… 201
メダカの卵パック ………………… 216
メダカの卵飼育カップ …………… 201
ルーペ（10倍　繰り出し） ………… 167
練習用プレパラート（メダカフィルム） … 223
ろ紙 …………………………………… 99

振り子の運動5年

金属球（フック付） ………………… 250
実験用球…………………………… 250
ステンレス直尺（ものさし） ……… 148
ストップウォッチ …………………… 150
たこ糸 ……………………………… 270
デジタルタイマー …………… 151, 152
粘土…………………………… 256, 266
ヒートン（引掛けフック） ………… 268
フェライト磁石 ……………… 182, 183
振り子用おもりセット …………… 159

ものの溶け方5年

アルコール温度計（-5～105℃） … 138
アルコールランプ ………………… 121
安全めがね ………………………… 297
上皿てんびん ……………………… 145
エナメル線 ………………………… 285
ガラス撹拌棒 ………………………… 74
計量スプーン ……………………… 124
ゴム管 ………………………………… 96
さじ …………………………… 124, 125
自動上皿秤 ………………………… 146
シャーレ（ペトリ皿） ………………… 57
蒸発皿（青色） ………………………… 89
食塩（1g×100袋） ………………… 331
食塩水……………………………… 307
試料カップ（プリンカップ） … 84, 271
スチロール棒瓶（120mL） ………… 83
スチロール丸型水槽 ……………… 199
スポイト ………………………… 67, 68
セラミック付金網（15㎝角） ……… 123
洗浄瓶………………………………… 88

電子てんびん ……………………… 144
ビーカー（ガラス製） ………………… 51
沸騰石……………………………… 308
プラスチックコップ ………… 84, 271
プラスチックバット ………… 85, 137
マッチ ……………………………… 267
丸底フラスコ ………………………… 55
ラップ ……………………………… 133
理科実験用ガスコンロ …………… 121
ロート（ガラス製） …………………… 70

空気と水の性質4年

アクアリウム（水槽） ……………… 200
ゴムシート …………………………… 95
ゴム管 ………………………………… 96
ステンレスバット …………………… 92
ストロー …………………………… 270
スプレー（霧吹） …………………… 211
注射筒（プラスチック製） …………… 73
風船………………………………… 251
プラスチックコップ ………… 84, 271
水ロケット製作キット ……………… 163
モール ……………………………… 270

雨水の行方と地面の様子新指導

4年

雨水の浸み込み方観察器………… 235
ガーゼ ……………………………… 270
実験用砂…………………………… 235
じょうろ …………………………… 211
ペットボトル ……………………… 271
ルーペ（虫めがね） ………………… 166
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品名さくいん（小学校）

小学6年

燃焼のしくみ6年

アルコールランプ ………………… 121
アルミバット ………………………… 92
アルミホイル ……………………… 133
安全めがね ………………………… 297
うすい試薬（塩酸10％） …………… 307
ガーゼ ……………………………… 270
ガスバーナー ………………… 120, 121
ガス用ホース ………………… 97, 120
ガラス管（L字管・I字管） ………………… 75
簡易デジタル酸素センサ ………… 111
気体検知管………………………… 110
気体採取器………………………… 110
気体発生装置…………………… 60, 61
軍手（子供用） ……………………… 296
ゴム管（内径6㎜） …………………… 96
ゴム管はさみ ………………………… 97
ゴム栓（穴あき） ……………………… 94
三角フラスコ（300mL） …………… 55
酸素（スプレー缶） ………………… 126
試験管（18φ×180㎜） ……………… 58
実験用ガス ………………………… 126
集気瓶………………………………… 76
集気瓶用フタ …………………… 76, 77
スチールウール（No.000極細） … 267
スチロール丸型水槽 ……………… 199
ストロー …………………………… 270

石灰水（うすい試薬） ……………… 307
石灰水採水びん ……………………… 86
線香………………………………… 267
底なし集気瓶 ………………………… 76
たね火ライター …………………… 122
窒素（スプレー缶） ………………… 126
手袋（耐切創） ……………………… 296
二酸化炭素（スプレー缶） ………… 126
燃焼さじ ……………………………… 77
粘土…………………………… 256, 266
針金………………………………… 249
ビーカー ………………………… 51～54
ピンセット ………………………… 198
フラスコ ……………………55, 56, 213
備長炭……………………………… 264
マッチ ……………………………… 267
理科実験用ガスコンロ …………… 121
ろうそく ……………………… 77, 267
ろうそく実験セット ………………… 77
ロート ………………………………… 70

月と太陽6年

強力ランプ（光源） ………………… 272
しゃ光板 …………………………… 234
発泡スチロール球 ………………… 250
方位磁針…………………………… 187

植物の成長6年

アルミホイル ……………………… 133
安全めがね ………………………… 297
移植ごて（スコップ） ……………… 211
カッターナイフ …………………… 291
カバーグラス ……………………… 223
気体検知管………………………… 110
気体採取器………………………… 110
切花染色液（道管観察液） ………… 210
三角フラスコ ………………………… 55
試験管（18φ×180㎜） ……………… 58
試験管はさみ ……………………… 124
シャーレ（ペトリ皿） ………………… 57
じょうろ …………………………… 211
試料カップ（プリンパック）…… 84, 271
スチロール丸型水槽 ……………… 199
ストロー …………………………… 270
スライドグラス …………………… 222
セラミック付金網（15㎝角） ……… 123
セロハンテープ …………………… 268
たこ糸 ……………………………… 270
たたき染めセット ………………… 209
デンプン …………………………… 308
ビーカー ………………………… 51～54
ピペット ……………………………… 67
ピンセット ………………………… 198
植物染色剤（道管観察液） ………… 210

たこ糸 ……………………………… 270
鉄製三脚…………………………… 122
電子てんびん（デジタルスケール） … 144
トールビーカー（1000mL） ………… 52
廃液貯蔵容器………………………… 87
発泡スチロールコンテナー ……… 304
ビーカー（100～200mL） ……… 51～54
ピペット ………………………… 66, 67
プラスチックバット ………… 85, 137
ペットボトル ……………………… 271
ホウ酸 ……………………………… 332
みょうばん ………………………… 331
メスシリンダー（100mL） ……… 63～65
モール ……………………………… 270
薬包紙……………………………… 146
ラップ ……………………………… 133
理科実験用ガスコンロ …………… 121
ルーペ（虫めがね） …………… 166, 167
ロート（60㎜φ） ………………… 70, 71
ロート台 …………………………… 115
ろ紙（9㎝） …………………………… 99

電磁石の性質5年

アルミホイル ……………………… 133
エナメル線（0.4㎜） ……………… 285
紙コップ …………………………… 271
紙ヤスリ …………………………… 292
乾電池ホルダ ………………… 276, 277
金属棒……………………………… 249
くぎ ………………………………… 268
磁界観察用ひし形チップ ………… 186
磁石……………………………181～186
試料カップ（プリンカップ） … 84, 271
スイッチ …………………………… 276
スチロール丸型水槽 ……………… 199
ストロー …………………………… 270
セロハンテープ …………………… 268
爪ではがせるビニル線 …………… 285
電池（アルカリ電池） ………… 277, 278
粘土…………………………… 256, 266
ピアノ線 …………………………… 249
ビニタイ（磁石吸着用） …………… 186
フィルムケース（プッシュバイアル） … 83

フェライト磁石 ……………… 182, 183
プラスチックバット ……………… 137
ペットボトル ……………………… 271
方位磁針………………………187～189
豆球………………………………… 273
豆球ソケット ……………………… 275
モーター ……………………… 281, 282
リード線 ………………………283～285

台風と天気の変化5年

雲量観察器………………………… 238
天気図用紙………………………… 238
方位磁針………………………187～189
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プラスチックバット ……………… 137
プレパラ－ト（植物のつくり） ……… 221
ヨウ素液（点眼瓶入　調整済） …… 225
理科実験用ガスコンロ …………… 121
ルーペ（虫めがね） …………… 166, 167
ろ紙 …………………………………… 99

人の体のつくりと働き6年

アルコール温度計（-5～105℃） … 138
安全めがね ………………………… 297
うすい試薬（石灰水） ……………… 307
ガーゼ ……………………………… 270
解剖ざら …………………………… 197
気体検知管………………………… 110
ガラス撹拌棒 ………………………… 74
気体採取器………………………… 110
キムワイプ ………………………… 300
さじ …………………………… 124, 125
試験管（18φ×180㎜） ……………… 58
試験管立……………………… 118, 119
シャーレ（ペトリ皿） ………………… 57
集気瓶………………………………… 76
試料カップ（プリンパック）…… 84, 271
ストロー …………………………… 270
スポイト瓶（30mL） ………………… 79
スライドグラス …………………… 222
石灰水（うすい試薬） ……………… 307
底なし集気瓶 ………………………… 76
たこ糸 ……………………………… 270
聴診器……………………………… 204
乳鉢（90㎜） ………………………… 90
粘土…………………………… 256, 266
ビーカー（100/500mL） ……… 51～54
フラット観察槽（水槽） …………… 201
ポリスポイト ………………………… 68
メダカの卵パック ………………… 216
ろうそく実験セット ………………… 77
ロート（60㎜φ） ……………………… 70
ろ紙（9㎝） …………………………… 99

てこの規則性6年

空きかんつぶし器 ………………… 136
上皿てんびん ……………………… 145
おもり（10g/20g） ……………… 159
金づち（釘抜き付） ………………… 292
缶のガス抜き ……………………… 126
くぎぬき（てこを利用した道具） … 292
実験用てこ ………………………… 158
ストロー …………………………… 270
たこ糸 ……………………………… 270
電池…………………………… 277, 278
ドライバーセット（工具） ………… 289

はさみ ………………………… 290, 291
ピンセット ………………………… 198
ペンチ（工具） ……………………… 290
みつろう粘土 ……………………… 266

土地のつくりと変化6年

アクリル透明パイプ ……………… 265
安全めがね ………………………… 297
移植ごて（スコップ） ……………… 211
火山灰……………………………… 240
化石標本……………………… 241, 242
軍手（子供用） ……………………… 296
シャーレ（ペトリ皿） ………………… 57
蒸発皿（丸底） ………………………… 89
じょうろ …………………………… 211
スチロール棒瓶 ……………………… 83
スチロール丸型水槽 ……………… 199
たい積岩標本 ………………… 242, 243
手袋（耐切創） ……………………… 296
ビーカー ………………………… 51～54
広口サンプル瓶 ……………………… 83
プラスチックバット ………… 85, 137
ペットボトル ……………………… 271
巻尺（メジャー） …………………… 148
みつろう粘土 ……………………… 266
ルーペ（虫めがね） …………… 166, 167

水溶液の性質6年

アルミ板（10×10㎜） ……… 245, 246
アルミバット ………………………… 92
安全めがね ………………………… 297
うすい試薬（塩酸4％） ……………… 307
ガラス撹拌棒 ………………………… 74
計量さじ …………………………… 124
さじ …………………………… 124, 125
試験管（18φ×180㎜） ……………… 58
試験管立……………………… 118, 119
試験管マーカー ……………………… 59
蒸発皿（青色） ………………………… 89
スチールウール（No.000極細） … 267
スチロール丸型水槽 ……………… 199
セラミック付金網（15㎝角） ……… 123
電熱器……………………………… 121
二酸化炭素（スプレー缶） ………… 126
パーセントメスシリンダー ………… 65
廃液貯蔵容器………………………… 87
ピペット ……………………………… 67
ピンセット ………………………… 198
プラスチックコップ ………… 84, 271
プラスチックバット ……………… 137
ペットボトル ……………………… 271
pH試験紙 …………………… 100, 101

紫キャベツパウダー ……………… 254
薬包紙……………………………… 146
理科実験用ガスコンロ …………… 121
リトマス試験紙 …………………… 102

電気の利用6年

アルミホイル ……………………… 133
LEDランプ ………………………… 274
乾電池ホルダ ………………… 276, 277
コンデンサ ………………………… 287
コンデンサ容量計 ………………… 287
サーモテープ（示温テープ） ……… 143
示温テープ ………………………… 143
スイッチ …………………………… 276
ストップウォッチ …………………… 150
爪ではがせるビニル線 …………… 285
低電圧LED豆球 …………………… 273
でか豆（豆球） ……………………… 273
手回し発電機 ……………………… 191
電気の蓄電実験器………………… 192
電子オルゴール …………………… 288
電池…………………………… 277, 278
電熱器……………………………… 121
電熱線の発熱実験器……………… 192
発光ダイオード …………………… 274
発電用モーター …………………… 281
発泡スチロール …………………… 266
発泡スチロールカッター ………… 292
ビーカー ………………………… 51～54
ヒートン（引掛けフック） ………… 268
光電池実験セット ………………… 280
プーリー（滑車） …………………… 155
プロペラ …………………………… 280
ペットボトル ……………………… 271
ペルティエ素子（ペルチェ素子） … 288
豆球（3.8/6.3V用） ……………… 273
豆球ソケット ………………… 192, 275
みつろう粘土 ……………………… 266
モーター ……………………… 281, 282
リード線 ………………………283～285
リード線付コンデンサ …………… 287
ろうそく …………………………… 267
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1-101-＊＊＊＊
-0245 …………… 149
-0260～0263 …… 149
-0300・0301 …… 148

1-102-＊＊＊＊
-0021・0022 …… 148
-0037～0039 …… 148
-0050～0052 …… 148
-0069～0073 …… 148
-0078 …………… 148
-0080 …………… 148
-0101 …………… 149
-0104・0105 …… 149
-0129 …………… 149
-0140 …………… 224
-0150・0151 …… 224
-0193 …………… 149
-0195・0196 …… 149

1-103-＊＊＊＊
-0000～0007 ……… 65
-0010～0019 ……… 63
-0030～0036 ……… 64
-0040～0044 ……… 63
-0045 ………… 45, 65
-0046～0049 ……… 63
-0060～0066 ……… 63
-0072～0076 ……… 64
-0080～0084 ……… 65
-0100～0103 ……… 66
-0110～0113 ……… 66
-0120～0124 ……… 66
-0126 ……………… 66
-0130～0132 ……… 66
-0134～0140 ……… 66
-0150～0156 ……… 64
-0190～0193 ……… 67
-0195～0198 ……… 67
-0200～0202 ……… 67
-0204 ……………… 68
-0208・0209 ……… 67
-0210～0214 ……… 68
-0220～0227 ……… 69
-0231・0232 …… 124
-0239～0242 ……… 69
-0250 ……………… 59
-0300 ……………… 59
-0303 ……………… 59
-0430 ……………… 68

1-104-＊＊＊＊
-0768 …………… 146
-0800～0811 …… 145
-0817～0819 …… 145
-0822・0823 …… 145
-0975～0979 …… 146

1-105-＊＊＊＊
-0007・0008 …… 145
-0012 …………… 145
-0018 …………… 145
-0139 …………… 144
-0175 …………… 144
-0205～0208 …… 146
-0216 …………… 146
-0219 …………… 146
-0242 …………… 144
-0246 …………… 144
-0262 …………… 147
-0269～0271 …… 147
-0273 …………… 147
-0276・0277 …… 146
-0295・0296 …… 146
-0350 …………… 147

1-105- ＊＊＊＊
-0352 …………… 147
-0354 …………… 147
-0356 …………… 147
-0360～0363 …… 147
-0385 …………… 144
-0389 …………… 144
-0420 …………… 144
-0422 …………… 144
-0430・0431 …… 145
-0815 …………… 151
-0834 …………… 151
-0836 …………… 151
-0872 …………… 151
-0874 …………… 151
-0877 …………… 151
-0880 …………… 151
-0948・0949 …… 144
-0967～0973 …… 147
-0981 …………… 150
-0991 …………… 150
-0993 …………… 150
-0995・0996 …… 150

1-106-＊＊＊＊
-0011 …………… 150
-0027 …………… 150
-0028・0029 …… 151

1-107-＊＊＊＊
-0010～0013 …… 138
-0015～0022 …… 138
-0035 …………… 138
-0040・0041 …… 138
-0045 …………… 139
-0050 …………… 139
-0065 …………… 140
-0098 …………… 140
-0110 …………… 140
-0126 …………… 140
-0130 …………… 140
-0133 …………… 140
-0135 …………… 140
-0203 …………… 142
-0218 …………… 142
-0222 …………… 142
-0250 …………… 142
-0415 …………… 141
-0580 …………… 237

1-108-＊＊＊＊
-0041 ……… 153, 288
-0048 …………… 153
-0132 …………… 153
-0140 …………… 153
-0144・0145 …… 285
-0157 …………… 153
-0242 …………… 154
-0265 …………… 154
-0292 …………… 154
-0302 …………… 154
-0307 …………… 154
-0314 …………… 154
-0322 …………… 154
-0340 …………… 154
-0835 …………… 152
-0840 …………… 152
-0990 …………… 287

1-110-＊＊＊＊
-0010 …………… 158
-0040 …………… 158
-0065 …………… 158
-0070 …………… 260
-0072・0073 …… 260

1-110- ＊＊＊＊
-0080・0081 ……… 40
-0076 …………… 158
-0085～0087 …… 158
-0089 …………… 158
-0130 …………… 156
-0132・0133 …… 155
-0141・0142 …… 156
-0150 …………… 155
-0155 …………… 155
-0157・0158 …… 155
-0160 …………… 155
-0226 ……… 160, 250
-0228 …………… 160
-0231～0237 …… 250
-0239～0245 …… 250
-0247 …………… 250
-0249 ……… 160, 250
-0255 ……… 160, 250
-0265 …………… 160
-0270 …………… 160
-0285 …………… 160
-0290 …………… 159
-0293 …………… 159
-0300～0309 …… 160
-0311～0319 …… 162
-0327 …………… 250
-0335～0337 …… 159
-0341 …………… 159
-0345・0346 …… 162
-0372～0374 …… 159
-0375 ……… 158, 159
-0376 …………… 159
-0380 …………… 159
-0401～0410 …… 162
-0412～0415 …… 162
-0417 …………… 162
-0465 …………… 252
-0520 …………… 251
-0566 …………… 156
-0584 …………… 156
-0620 …………… 157
-0623 …………… 157
-0627 …………… 157
-0632 ……… 156, 157
-0633・0634 …… 156
-0651 …………… 156
-0654 …………… 156
-0690～0693 …… 251
-0720 …………… 257
-0787 …………… 156
-0790 …………… 259
-0795 …………… 259
-0798・0799 …… 156
-0801 …………… 252
-0805～0808 …… 251
-0809 …………… 252
-0813 …………… 251
-0816・0817 …… 252
-0827 …………… 161
-0875・0876 …… 157
-0914 …………… 258
-0920・0921 …… 265
-0925～0927 …… 178
-0931 …………… 258
-0932・0933 …… 260
-0934 … 177, 235, 260
-0936～0939 …… 260
-0945 …………… 258
-0963 …………… 270
-0967 …………… 271
-0968 …………… 258
-0969 …………… 288
-0976・0977 …… 270
-0980 …………… 255
-0982・0983 …… 255
-0985 …………… 259
-0990 …………… 256
-0991 …………… 254

1-110- ＊＊＊＊
-0996 …………… 256
-0998 …………… 178

1-111-＊＊＊＊
-0000～0013 …… 253
-0015・0016 …… 254
-0020 …………… 260
-0025・0026 …… 254
-0040 …………… 161
-0045 …………… 161
-0051～0054 …… 261
-0055 …………… 260
-0057 …………… 260
-0220 …………… 268
-0225 …………… 268
-0227 …………… 268
-0229 …………… 268
-0235 …………… 136
-0240・0241 …… 271
-0246 …………… 270
-0250 …………… 269
-0252 …………… 268
-0254 …………… 268
-0257 …………… 270
-0259 …………… 270
-0304 …………… 263
-0311～0315 …… 262
-0316・0317 …… 263
-0319 …………… 263
-0320 …………… 262

1-112-＊＊＊＊
-0164～0169 …… 160
-0170 …………… 161
-0171～0173
……………… 159, 161
-0174～0182 …… 161
-0226・0227 …… 164
-0235 …………… 161
-0500 …………… 164
-0505 …………… 164

1-113-＊＊＊＊
-0102 …………… 164
-0136 …………… 164
-0251 ……………… 73
-0254～0257 …… 164
-0270 …………… 163
-0280～0285 …… 163
-0293 …………… 163
-0295・0296 …… 163
-0360 …………… 252
-0516 …………… 163

1-114-＊＊＊＊
-0030 …………… 165
-0031 ……… 165, 249
-0062・0063
……………… 165, 249
-0069 …………… 165
-0076～0078
……………… 165, 249
-0112 …………… 252
-0160 …………… 165
-0165 …………… 165
-0172 …………… 143
-0196 …………… 255
-0220～0223 …… 143
-0235～0238 …… 143
-0240～0242 …… 143
-0246 …………… 255
-0265 …………… 142
-0286・0287 …… 286
-0291～0294 …… 286

1-114- ＊＊＊＊
-0300 ……… 143, 235
-0301 …………… 143
-0350 …………… 235
-0355・0356 …… 235
-0380 …………… 256
-0387 …………… 264

1-115-＊＊＊＊
-0035・0036 …… 174
-0037・0038 …… 171
-0041 …………… 172
-0043・0044 …… 172
-0046 …………… 172
-0062 …………… 272
-0078 …………… 171
-0088・0089 …… 171
-0091 …………… 171
-0092 …………… 272
-0093 …………… 171
-0095 …………… 171
-0097～0099 …… 171
-0101～0104 …… 171
-0106 …………… 171
-0113 …………… 171
-0116・0117 …… 171
-0128・0129 …… 171
-0171 ……… 172, 272
-0186 ……… 172, 272
-0201・0202 …… 272
-0291 …………… 172
-0297 …………… 178
-0300 …………… 174
-0303 …………… 173
-0305 …………… 173
-0307 …………… 177
-0309 …………… 177
-0311 …………… 172
-0316 …………… 172
-0318 …………… 172
-0322 …………… 173
-0324 …………… 178
-0327 …………… 172
-0335 …………… 173
-0345・0346 …… 177
-0357 …………… 174
-0362 …………… 174
-0368・0369 …… 172
-0424 …………… 257
-0426 …………… 257
-0460 …………… 169
-0465～0467 …… 257
-0470 …………… 169
-0475 …………… 169
-0483・0484 …… 167
-0490・0491 …… 169
-0495 ……… 169, 172
-0496 …………… 172
-0500・0501 …… 169
-0510～0513 …… 168
-0515～0523 …… 168
-0530 …………… 167
-0539・0540 …… 167
-0550～0553 …… 168
-0560 ……… 168, 257
-0561・0562 …… 168
-0563 ……… 168, 257
-0571 …………… 259
-0575 …………… 257
-0610 …………… 170
-0615 …………… 170
-0620 …………… 169
-0635・0636 …… 170
-0650 …………… 176
-0660・0661 …… 170
-0670 …………… 178
-0730 …………… 176
-0770～0772 …… 168
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1-115- ＊＊＊＊
-0775 …………… 174
-0785～0789 …… 177
-0800 …………… 173
-0805 …………… 175
-0813～0815 …… 176
-0817 …………… 176
-0820・0821 …… 175
-0823 …………… 175
-0825～0827 …… 175
-0840 …………… 175
-0850 …………… 243
-0878 …………… 178
-0925～0927 …… 178
-0945 …………… 177

1-116-＊＊＊＊
-0095 …………… 280
-0115・0116 …… 279
-0125 …………… 280
-0130 …………… 280
-0205・0206 …… 172
-0255 …………… 280
-0267・0268 …… 281
-0275・0276 …… 281
-0370・0371 …… 279
-0380～0383 …… 279

1-117-＊＊＊＊
-0020・0021 …… 180
-0050 …………… 180
-0190 …………… 180
-0193 …………… 180
-0200・0201 …… 180
-0211・0212 …… 180
-0230 …………… 180
-0232 …………… 180
-0271 …………… 179
-0276 …………… 179
-0290～0292 …… 179
-0311 …………… 264
-0325 …………… 179
-0340 …………… 179
-0345・0346 …39, 179
-0355 …………… 179
-0415 …………… 204
-0420 …………… 204

1-118-＊＊＊＊
-0005・0006 …… 181
-0010・0011 …… 181
-0015 …………… 189
-0025・0026
……………… 183, 184
-0028 …………… 186
-0030 …………… 186
-0035 …………… 184
-0038 …………… 185
-0040～0043 …… 183
-0050～0052 …… 181
-0055 …………… 182
-0059～0065 …… 181
-0077 …………… 184
-0095 …………… 182
-0097 …………… 182
-0100～0103 …… 182
-0108・0109 …… 185
-0114～0116 …… 185
-0120～0126 …… 182
-0130～0132 …… 183
-0136 …………… 184
-0138 …………… 184
-0140 …………… 184
-0143 …………… 186
-0145 …………… 184
-0150～0152 …… 186

1-118- ＊＊＊＊
-0155 …………… 183
-0163・0164 …… 185
-0166 …………… 185
-0170・0171 …… 188
-0177 …………… 243
-0180 …………… 264
-0184 …………… 188
-0187 …………… 185
-0195 ……… 187, 189
-0200 …………… 187
-0205 …………… 188
-0207 …………… 189
-0212 …………… 188
-0267 …………… 250
-0297 …………… 186
-0315 …………… 183
-0330・0331 …… 185
-0333～0335 …… 185
-0340・0341 …… 185
-0345 …………… 185
-0350 …………… 187
-0357 …………… 187
-0360 …………… 187
-0454 …………… 189
-0475・0476 …… 189
-0488 …………44, 189
-0941 …………… 193

1-119-＊＊＊＊
-0010～0014 …… 193
-0040 …………… 193
-0042・0043 …… 193
-0090 …………… 194
-0110 …………… 194
-0120 …………… 194
-0155 …………… 193
-0211 …………… 193
-0220 …………… 193
-0227 …………… 193
-0236 …………… 193

1-120-＊＊＊＊
-0151 …………… 190
-0220 …………… 191
-0230 …………… 281
-0240 …………… 191
-0252 …………… 281
-0298・0299 …… 282
-0302 …………… 282
-0304 ……… 128, 282
-0305 …………… 282
-0308・0309 …… 276
-0312 …………43, 275
-0325 …………… 276
-0390 …………… 282
-0395 …………… 282
-0401 …………… 192
-0430 …………… 251
-0495 …………… 192
-0500 …………… 192
-0514・0515 …… 287
-0517・0518 …… 287
-0540 …………… 275
-0542～0544 …… 272
-0555 …………… 272
-0563 …………… 272
-0565 …………… 275
-0582 …………… 192
-0592 …………… 192
-0610 …………… 192
-0619・0620 …… 192
-0622 …………… 192
-0665 …………… 287
-0700～0704 …… 286
-0715～0718 …… 286
-0755 …………… 273

1-121-＊＊＊＊
-0002～0006 …… 190
-0071～0074 …… 190
-0076・0077 …… 190
-0580 …………… 190
-0585 …………… 190
-0587 …………… 190
-0620～0622 …… 190

1-122-＊＊＊＊
-0995 …………… 264

1-123-＊＊＊＊
-0002・0003 ……… 41
-0007 …………41, 128
-0008 ……………… 41
-0018 …………… 248
-0053 …………… 264
-0056 …………… 264
-0061～0064
………… 41, 128, 246
-0066 ……………… 41
-0113 …………… 277
-0120・0121 …… 277
-0122 …………… 278
-0125 …………… 277
-0128・0129 …… 278
-0131 …………… 278
-0133・0134 …… 278
-0136 …………… 278
-0142 …………… 191
-0172・0173
……………… 111, 277
-0178 …………… 278
-0308 ……………… 34
-0350 ……………… 33
-0415 ……………… 34
-0420 …………… 276
-0435 …………… 276
-0451・0452 …… 277
-0455 …………… 191
-0460 …………… 191
-0485 ……………… 43
-0545・0546
…………………44, 283
-0575 …………… 284
-0578～0581 …… 283
-0584～0593 …… 283
-0595 …………… 283
-0600～0602 …… 283
-0605～0607 …… 283
-0612 …………… 284
-0614 …………… 284
-0617 …………… 284
-0626・0627 …… 289
-0634 …………… 289
-0670 …………… 289
-0675 …………… 289
-0676 …………… 152
-0684 …………… 289
-0700 …………… 191
-0710 …………… 191
-0720 …………… 191
-0750 …………… 157
-0940・0941 …… 266
-0990～0992 …… 278
-0995～0998 …… 278

1-124-＊＊＊＊
-0020 …………… 273
-0025・0026 …… 277
-0030 …………… 275
-0033 …………… 275
-0035 …………… 276
-0036 …………… 289
-0038 ……… 153, 288

1-124- ＊＊＊＊
-0039 …………… 288
-0041 …………… 288
-0047 …………… 275
-0050～0053 …… 273
-0060～0064 …… 277
-0065 …………… 284
-0066～0069 …… 285
-0071～0075 …… 286
-0077・0078 …… 273
-0092～0096 …… 285
-0101 …………… 274
-0102～0104
…………………43, 274
-0107 …………… 194
-0108 …………… 288
-0110 …………… 288
-0111 …………… 280
-0112・0113 …… 281
-0114 …………… 280
-0115～0117 …… 288
-0119 …………… 288
-0120 …………44, 288
-0121 …………… 288
-0122 …………… 265
-0125 …………… 194
-0126・0127 …… 281
-0129 …………… 194
-0130 …………… 272
-0131～0133 …… 273
-0135・0136 …… 274
-0138 …………… 274
-0140～0142 …… 246
-0144～0146 …… 246
-0147・0148 …… 249
-0150 …………… 249
-0157・0158 …… 285
-0161・0162 …… 249
-0165 …………… 285
-0167 …………… 285
-0175・0176 …… 285
-0182 …………… 285
-0188 ……………… 44
-0190・0191 …… 266
-0200～0204 …… 265
-0206～0210 …… 265
-0213～0216 …… 265
-0224・0225 …… 285
-0230～0235 …… 286
-0240～0253 …… 284
-0261・0262 …… 193
-0270～0272 …… 267
-0277 …………43, 275
-0281 …………… 249
-0285 …………… 268
-0288・0289 …… 268
-0295 …………… 284
-0300 …………… 270
-0305 …………… 270
-0310・0311 …… 287
-0315 …………… 255
-0345 …………… 273
-0370 …………… 194
-0380～0382 …… 274
-0490 …………… 280
-0510～0515 …… 131
-0530～0535 …… 131
-0555 …………… 131
-0560～0565 …… 131
-0610 …………… 132
-0612～0621 …… 132
-0640～0642 …… 132
-0660～0664 …… 132
-0666 …………… 132
-0669 …………… 132
-0720・0721 …… 133

1-125-＊＊＊＊
-0100～0102 …… 146
-0150～0152 …… 146
-0165～0167 …… 133
-0172 …………… 133
-0210 …………… 293
-0230 …………… 293
-0235 …………… 131
-0240 …………… 293
-0242 …………… 293
-0300 …………… 293

1-126-＊＊＊＊
-0001～0006 …… 127
-0009・0010 …… 127
-0011～0013 …… 248
-0017～0019 …… 127
-0028 …………… 127
-0031・0032
……………… 128, 248
-0033 …128, 247, 248
-0036 …………… 127
-0042 …………… 127
-0055・0056 …… 247
-0060 …………… 247
-0062 ……… 128, 248
-0078・0079 …… 247
-0088 …………… 247
-0090 …………… 247
-0096 ……… 128, 248
-0098 …………… 247
-0100 …………… 264
-0103 …………… 247
-0110 …………… 246
-0111 …………41, 246
-0112～0114 …… 246
-0115 …………41, 246
-0116～0119 …… 246
-0121 …………… 246
-0123 …………… 246
-0126・0127 …… 246
-0128・0129 …… 248
-0131 …………… 246
-0133 …………… 246
-0135～0138 …… 246
-0140 …………… 248
-0142 …………… 249
-0145・0146 …… 245
-0148 …………… 245
-0150 …………… 314
-0151 …308, 310, 314
-0152 …308, 310, 315
-0153 ……… 307, 309
-0154 …………… 309
-0155
…308, 309, 310, 312, 314, 316
-0156
… 308, 309, 310, 316
-0157 …………… 313
-0158 … 308, 309, 315
-0159
…307, 309, 310, 312, 316
-0160
… 308, 309, 310, 315
-0161・0162 …… 316
-0163 ……… 225, 314
-0166
…307, 309, 310, 312, 316, 317
-0175 …………… 126
-0184 …………… 126
-0187・0188 …… 126
-0189・0190 …… 267
-0194 …………… 267
-0198 ……… 307, 309
-0201 …41, 128, 245, 246
-0202・0203 … 245, 246
-0204 …41, 128, 245, 246
-0207 ……… 245, 246
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1-126- ＊＊＊＊
-0208・0209 …… 245
-0213 …………… 160
-0220 …………… 245
-0221～0223
……………… 245, 246
-0225～0227 …… 246
-0238 ……… 310, 314
-0246 …………… 307
-0247・0248
…………307, 310, 314
-0249 …308, 313, 315
-0250 …………… 311
-0251 ……… 308, 311
-0252 ……… 261, 308
-0253
… 261, 308, 310, 312
-0254 …212, 312, 315
-0255 …………… 313
-0256
… 308, 309, 310, 315
-0301 …………… 293
-0313～0317 …… 255
-0335 ……………… 46
-0355～0358 …… 246
-0390 …………… 130
-0400 …………… 130
-0417・0418 …… 267
-0435 …………… 130
-0442～0444 ……… 76
-0445・0446 ……… 77
-0447 …………77, 267
-0448・0449 …… 267
-0450・0451 …… 266
-0455・0456 …… 258
-0457 ……… 258, 310
-0460 …………… 266
-0465 …307, 309, 317
-0475 ……………… 60
-0477・0478 ……… 60
-0482・0483 …… 267
-0490～0493 …… 126
-0495～0498 …… 126
-0505 ……………… 61
-0510 ……………… 61
-0513 ……………… 61
-0515 ……………… 61
-0516～0518 ……… 75
-0519 ………… 56, 75
-0530・0531 ……… 61
-0540・0541 ……… 62
-0565 …………… 127
-0666 …45, 46, 307, 317
-0667～0669
…… 46, 307, 310, 317
-0670～0676
…46, 307, 309, 310, 317
-0677 …308, 310, 315
-0678 …………… 316
-0680～0683
………… 46, 307, 317
-0707～0709 ……… 45
-0715 ……………… 42
-0720 ……………… 42
-0725・0726 …42, 246

1-130-＊＊＊＊
-0900～0904 ……… 51
-0910～0914 ……… 51

1-131-＊＊＊＊
-0009～0015 ……… 55
-0021～0024 ……… 55
-0027～0033 ……… 55
-0040～0046 ……… 55
-0050～0054 ……… 56
-0070 ……………… 56

1-131- ＊＊＊＊
-0080～0089 ……… 56
-0095～0097 ……… 71
-0098～0105 ……… 51
-0108～0116 ……… 51
-0120～0125 ……… 51
-0129～0134 ……… 52
-0139～0144 ……… 52
-0149～0154 ……… 52
-0163～0176 ……… 58
-0178・0179 ……… 58
-0188 ……………… 58
-0190・0191 ……… 56
-0195 ……………… 60
-0200～0202 ……… 59
-0243～0249 ……… 82
-0253～0259 ……… 82
-0286～0290 ……… 78
-0292～0296 ……… 78
-0325～0328 ……… 79
-0341～0345 ……… 78
-0347～0351 ……… 78
-0370～0374 ……… 83
-0405～0407 ……… 79
-0410～0412 ……… 79
-0414～0423 ……… 79
-0426～0431 ……… 79
-0435～0438 ……… 76
-0443～0446 ……… 76
-0458～0461 ……… 79
-0471～0476 ……… 76
-0480・0481 ……… 76
-0500～0505 ……… 70
-0519 ……………… 70
-0521・0522 ……… 70
-0530・0531 ……… 76
-0548・0549 ……… 70
-0553 ……………… 70
-0580～0585 ……… 69
-0590～0593 ……… 73
-0620 ……………… 60
-0625 ……………… 73
-0632・0633 ……… 62
-0635 ……………… 62
-0639～0641 ……… 72
-0643・0644 ……… 72
-0646～0648 ……… 72
-0650～0653 ……… 74
-0661～0663 ……… 74
-0685 ……………… 74
-0696・0697 ……… 75
-0705 ……………… 75
-0715 ……………… 97
-0725 ……………… 57
-0729 ……………… 57
-0736・0737 ……… 74
-0740～0744 ……… 74
-0750～0759 ……… 75
-0765・0766 ……… 75
-0778～0781 ……… 57
-0783～0786 ……… 57
-0792 …………… 199
-0805～0809 ……… 81
-0816～0819 ……… 80
-0826～0828 ……… 57
-0841～0844 ……… 80
-0848～0852 ……… 57
-0855 ……………… 57
-0860 …………… 199
-0875～0879 ……… 53
-0895～0899 ……… 54
-0900～0906 ……… 72
-0907～0909 ……… 73
-0911～0913 ……… 72
-0915・0916 ……… 73
-0930～0934 ……… 53
-0935～0940 ……… 54
-0941～0945 ……… 53
-0950～0953 ……… 84

1-131- ＊＊＊＊
-0955 …………… 271
-0970～0976
…………………84, 271
-0992～0999 ……… 73

1-132-＊＊＊＊
-0001 …………… 271
-0010 ……… 163, 271
-0011 …………… 271
-0015～0017 ……… 84
-0020～0027 ……… 83
-0040 ……………… 57
-0049～0051 ……… 86
-0060～0063 ……… 83
-0069～0072 ……… 84
-0073～0078 ……… 86
-0080 ……………… 86
-0096～0099 ……… 82
-0111～0114 ……… 81
-0120～0122 ……… 82
-0125 ……………… 86
-0135～0138 ……… 83
-0140～0145 ……… 80
-0150～0155 ……… 80
-0157 ……………… 57
-0170 ……………… 83
-0220～0224 …… 304
-0250～0252 ……… 87
-0270～0274 ……… 71
-0280～0284 ……… 71
-0290～0293 ……… 88
-0300・0301 ……… 88
-0310・0311 …… 199
-0325・0326 …… 211
-0335 …………… 304
-0337・0338 …… 304
-0345～0348 ……… 88
-0364～0366 ……… 88
-0370 ……………… 88
-0400～0409 …… 269
-0420～0429 …… 269
-0445～0449 ……… 87
-0455～0457 ……… 87
-0481～0483 ……… 86

1-133-＊＊＊＊
-0009～0013 ……… 90
-0019～0023 ……… 90
-0030～0040 ……… 89
-0042 ……………… 89
-0045～0048 ……… 89
-0050～0052 ……… 89
-0110・0111 ……… 89
-0139～0141 ……… 71
-0170・0171 ……… 90
-0260・0261 ……… 85
-0265・0266 ……… 85
-0270～0274 ……… 92
-0349～0353 ……… 91
-0360 ……………… 91
-0364 ……………… 91
-0370～0376 ……… 92
-0390～0395 ……… 92
-0400～0402 ……… 92
-0450 ……………… 90
-0470～0473 ……… 90
-0509～0513 ……… 91
-0520 ……………… 91
-0530 ……………… 90

1-134-＊＊＊＊
-0980～0981 ……… 31

1-135-＊＊＊＊
-0031～0033 …… 112
-0034 ……… 112, 114
-0037 …………… 112
-0040・0041 …… 113
-0043 …………… 113
-0046～0048 …… 113
-0050 …………… 113
-0055 …………… 113
-0057 …………… 113
-0070 …………… 115
-0081 …………… 115
-0090 …………… 115
-0093 …………… 115
-0095 …………… 115
-0111・0112 …… 115
-0114・0115 …… 115
-0116 …………… 116
-0123 …………… 116
-0125 …………… 116
-0128・0129 …… 116
-0137 …………… 116
-0140 …………… 116
-0142 …………… 116
-0151・0152 …… 117
-0160 …………… 117
-0170 …………… 122
-0175 …………… 123
-0180～0183 …… 122
-0185・0186 …… 118
-0191 …………… 118
-0195・0196 …… 118
-0202～0205 …… 119
-0211～0219 …… 119
-0222・0223 …… 119
-0225・0226 …… 118
-0228・0229 …… 118
-0235・0236 …… 118
-0245 …………… 117
-0255 …………… 119
-0390 …………… 138
-0395 …………… 139
-0605 …………… 117
-0610・0611 …… 117
-0652 …………… 113
-0670 ……… 112, 114
-0672 …112, 113, 114
-0673・0674
……………… 112, 114
-0690 …………… 114
-0715～0717 …… 114
-0720 …………… 114
-0721 ……… 113, 114
-0722 ……… 112, 114
-0723 …………… 114
-0724 ……… 112, 114
-0790 …………… 134
-0818～0821 …… 135
-0840～0845 …… 135
-0849・0851 …… 136
-0857 …………… 136
-0865 …………… 134
-0866 …………… 135
-0871・0872 …… 135
-0950・0951 …… 136
-0970・0971 …… 136
-0982 …………… 136

1-136-＊＊＊＊
-0030 …………… 137
-0035～0037 …… 137
-0041～0043 …… 137
-0053・0054 …… 136
-0060 …………… 137
-0061 ……… 127, 137
-0062 …………… 137
-0070～0080 …… 300
-0089 ………… 62, 94

1-136- ＊＊＊＊
-0090～0102 ……… 94
-0110～0115 ……… 94
-0120～0123 …… 296
-0141～0151 ……… 93
-0157 ……………… 93
-0158 …………93, 127
-0159・0160 ……… 93
-0162～0180 ……… 93
-0190～0209 ……… 93
-0215・0216 ……… 95
-0229～0231 ……… 95
-0235・0236 ……… 95
-0255 ……………… 96
-0257 ……………… 96
-0259 ………… 74, 96
-0261 ……………… 96
-0263 ……………… 96
-0265 ……………… 96
-0270～0275 ……… 96
-0280～0285 ……… 96
-0320 ……………… 98
-0322 ……………… 98
-0324 ……………… 98
-0326 ……………… 98
-0328 ……………… 98
-0330 ……………… 98
-0332 ……………… 98
-0334 ……………… 98
-0336 ……………… 98
-0338 ……………… 98
-0340 ……………… 98
-0345 …………… 138
-0350～0355 ……… 97
-0368 ……………… 97
-0375 …………97, 120
-0376～0378 ……… 97
-0380 ……………… 98
-0390・0391 ……… 77
-0395 ……………… 77
-0400～0405 …… 125
-0406 …………… 124
-0407・0408 …… 125
-0410・0411 …… 125
-0413～0415 …… 125
-0418～0420 ……… 77
-0422 …………… 124
-0424 …………… 124
-0427～0429 …… 125
-0430 …………… 124
-0435～0438 …… 125
-0441 …………… 124
-0443 …………… 123
-0446・0447 …… 123
-0450 …………… 123
-0460 …………… 126
-0470 …………… 130
-0472～0474 …… 130
-0475～0477 …… 124
-0480～0495 ……… 93
-0508 ……………… 96
-0510 ……………… 96
-0513 ……………… 96
-0516 ……………… 96
-0520 ……………… 96
-0523 ……………… 96
-0525 ……………… 96
-0527 ……………… 96
-0770 ……………… 98
-0775 ……………… 98
-0780～0782 ……… 98
-0785 ……………… 98
-0788 ……………… 71
-0790 ……………… 98
-0792 ……………… 98
-0800 ……………… 71
-0980～0982 …… 121
-0986 …………… 121
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1-137-＊＊＊＊
-0002 …………… 120
-0004 …………… 120
-0006・0007 …… 120
-0012～0015 …… 120
-0041～0044 …… 120
-0045～0048
…………………97, 120
-0060・0061 …… 123
-0073・0074 …… 123
-0077 …………… 122
-0085～0090 …… 121
-0091～0094 …… 122
-0098・0099 …… 121
-0101 …………… 122
-0102 …………… 121
-0110 …………… 121
-0141 …………… 121
-0351・0352 …… 108
-0354 …………… 108
-0390 …………… 108
-0425・0426 …… 109
-0821 …………… 108
-0928 …………… 108
-0945 …………… 277
-0946 …………… 108

1-138-＊＊＊＊
-0020・0021 …… 100
-0022 …………… 101
-0023 …………… 100
-0025～0029 …… 100
-0031 …………… 100
-0033 …………… 100
-0037 …………… 101
-0040 …………… 101
-0042・0043 …… 102
-0046・0047 …… 102
-0050・0051 …… 102
-0055 …………… 103
-0057・0058 …… 254
-0061 …………… 103
-0070 …………… 103
-0073 …………… 103
-0075 …………… 209
-0077 …………… 102
-0094～0097 …… 100
-0101 …………… 100
-0103・0104 …… 100
-0152・0153 …… 102
-0220・0221 …… 128
-0225～0228 …… 128
-0250 ……………… 59
-0260～0271 ……… 99
-0280～0293 ……… 99
-0295・0296 ……… 99
-0506～0514 …… 129
-0516～0519 …… 129
-0526～0529 …… 129
-0610 …………… 129
-0612 …………… 129
-0615 …………… 129
-0620 …………… 129
-0681～0691 …… 129
-0731～0739 …… 250
-0754 …………… 251
-0860～0862 …… 305
-0870 …………… 305
-0875～0877 …… 305
-0880～0882 …… 306
-0905 …………… 304
-0908 …………… 304
-0910・0911 …… 306

1-139-＊＊＊＊
-0490～0492 …… 137
-0520・0521 …… 303

1-139- ＊＊＊＊
-0530 …………… 301
-0532 …………… 301
-0534 …………… 301
-0536 …………… 301
-0538 …………… 301
-0540 …………… 301
-0550～0552 …… 301
-0565・0566 …… 301
-0568・0569 …… 301
-0590～0592 …… 137
-0600 …………… 305
-0610～0612 …… 302
-0680～0683 ……… 85

1-141-＊＊＊＊
-0130 …………… 233
-0133 ……………… 42
-0138 …………… 233
-0147 …………… 233
-0150 …………… 233
-0175 …………… 233
-0190・0191 …… 177
-0242・0243 …… 188
-0246 …………… 233
-0280 …………… 234
-0361～0363 …… 234
-0370 …………… 234
-0381 …………… 234
-0385 …………… 234
-0387 …………… 234
-0390 …………… 238
-0410 …………… 234
-0623 …………… 240
-0646 …………… 267
-0675 …………… 235
-0715～0717 …39, 235
-0810 …………… 240

1-142-＊＊＊＊
-0005 …………… 237
-0096 …………… 141
-0450 …………… 238
-0493 …………… 238
-0517 …………… 237
-0523 …………… 237
-0530 …………… 139
-0553 …………… 238
-0556 …………… 238
-0558 …………… 238
-0581～0583 …… 238
-0588・0589 …… 139
-0598 …………… 236
-0621 …………… 236
-0632 …………… 141
-0644 …………… 237
-0647 …………… 237
-0653 …………… 141
-0660・0661 …… 236
-0679 …………… 237
-0742 …………… 138
-0755 …………… 236
-0760 …………… 236
-0806 …………… 238
-0835・0836 …… 238
-0875 …………… 235

1-143-＊＊＊＊
-0050・0051 …… 238
-0114 …………… 236
-0130 …………… 236
-0132・0133 …… 236

1-145-＊＊＊＊
-0200 ……… 209, 292

1-145- ＊＊＊＊
-0221 …………… 239
-0223 …………… 239
-0230・0231 …… 239
-0250 …………… 239
-0260～0262 …… 239
-0280 …………… 239
-0691～0695 …… 239
-0700 …………… 239
-0702 …………… 239
-0704 …………… 239
-0706 …………… 239
-0709 …………… 239
-0713 …………… 244
-0715 …………… 244
-0725 …………… 244
-0740 …………… 244

1-147-＊＊＊＊
-0090～0094 …… 243
-0115～0118 …… 240
-0125 …………… 243
-0140 …………… 242
-0144 …………… 242
-0148 …………… 242
-0150 …………… 243
-0151 …………… 242
-0152 …………… 244
-0153 …………… 241
-0385 …………… 244
-0393 …………… 244
-0395～0399 …… 244
-0403 …………… 244
-0424 …………… 243
-0618 …………… 240
-0702 …………… 241
-0710 …………… 241
-0717 …………… 241
-0885 …………… 243
-0890・0891 …… 267
-0901 …………… 242
-0909～0912 …… 241
-0915 …………… 242
-0930 …………… 241
-0934 …………… 241
-0936～0938 …… 241
-0945 …………… 240
-0950・0951 …… 240
-0973～0975 …… 241

1-148-＊＊＊＊
-0900・0901 ……… 36
-0905・0906 ……… 36
-0910～0913 ……… 36
-0950～0954 …… 228
-0960 …………… 232
-0965 …………… 232
-0980 …………… 232

1-149-＊＊＊＊
-0024 …………… 228
-0058 …………… 230
-0290・0291 …… 229
-0425・0426 …… 228
-0428・0429 …… 228
-0431 …………… 228
-0457～0459 …… 229
-0480～0482 …… 228
-0524 …………… 231
-0529 …………… 231
-0532 …………… 231
-0548・0549 …… 228
-0553・0554 …… 230
-0555～0560 …… 228
-0561・0562 …… 230
-0564 …………… 230

1-149- ＊＊＊＊
-0566 …………… 230
-0568・0569 …… 228
-0572～0576 …… 228
-0579 …………… 230
-0586～0588 …… 228
-0594～0597 …… 228
-0599 …………… 228
-0651 …………… 231
-0654～0657 …… 231
-0672 …………… 228
-0677・0678 …… 230
-0787～0789 …… 228
-0793～0797 …… 228
-0818 …………… 231
-0851～0854 …… 232
-0890 …………… 230
-0892・0893 …… 230
-0895～0897 …… 230
-0901 …………… 230
-0908 …………… 230
-0970 …………… 230
-0973～0975 …… 230

1-150-＊＊＊＊
-0023・0024 …… 232
-0037・0038 …… 232
-0067～0069 …… 228
-0071 …………… 228
-0135～0138 …… 229
-0146 …………… 229
-0147 …………… 228
-0151～0153 …… 228
-0155～0158 …… 230
-0163 …………… 230
-0196 …………… 229
-0197・0198 …… 228
-0215・0216 …… 228
-0222～0224 …… 230
-0230 …………… 231
-0232～0239 …… 230
-0241・0242 …… 230
-0345・0346 …… 229
-0373 …………… 229
-0445 …………… 231
-0448 …………… 231
-0457 …………48, 226
-0470 …………… 226
-0472 ……… 192, 226
-0486 …………… 231
-0580 …………… 217
-0586 …………… 225
-0588 …………… 224
-0595～0597 …… 227
-0616 …………… 222
-0650・0651 …… 223
-0656・0657 …… 223
-0664 …………… 222
-0682～0685 …… 227
-0701 …210, 309, 310
-0702 …………… 210
-0705・0706 …… 210
-0715・0716 …… 225
-0724 …………… 210
-0733 …………… 225
-0738 …………… 225
-0743 …………… 225
-0745～0750 …… 226
-0753 …………… 225
-0755 …………… 226
-0757 …………… 225
-0760 …………… 226
-0762 …………… 225
-0768 …………… 227
-0780～0782
……………… 225, 310
-0784 ……… 225, 310
-0787 …………… 231

1-151-＊＊＊＊
-0186 …………… 207
-0195 …………… 207
-0240 …………… 206
-0245 …………… 206
-0320・0321 …… 206
-0390 …………… 207
-0430 …………… 207
-0480 …………… 207
-0540 …………… 207
-0570 …………… 207
-0670 …………… 205
-0680～0682 …… 206
-0685 …………… 206
-0721 …………… 205
-0725 …………… 205
-0735 …………… 205

1-152-＊＊＊＊
-0060～0063 …… 208
-0070・0071 …… 208
-0100 …………… 208
-0190～0193 …… 208
-0208～0221 …… 208
-0225 …………… 208
-0336 …………… 210
-0380 …………… 209
-0390 …………… 209
-0400 …………… 209
-0410 …………… 209
-0420 …………… 210
-0422～0425 …… 210
-0461 …………… 210
-0515 …………… 204
-0550～0552 …… 203
-0555 …………… 203
-0560 …………… 203
-0585～0587 …… 202
-0595・0596 …… 202
-0620・0621 …… 203
-0645 …………… 202
-0650～0652 …… 202
-0655 …………… 202
-0675 …………… 210
-0685・0686 …… 203
-0695・0696 …… 203
-0705 …………… 201
-0707 …………… 201
-0710・0711 …… 200
-0756 …………… 202
-0821・0822 …… 200
-0825～0828 …… 200
-0850 …………… 200
-0870 …………… 204
-0873・0874 …… 204
-0886 …………… 141
-0890 …………… 203
-0895・0896 …… 203
-0906 ……… 202, 310
-0907 …………… 202
-0915・0916 …… 202
-0966 …………… 203
-0973 …………… 203
-0986 …………… 204
-0989・0990 …… 204

1-153-＊＊＊＊
-0080 …………… 212
-0094 …………… 211
-0097 …………… 210
-0140～0142 …… 200
-0145・0146 …… 199
-0156 …………… 199
-0160 …………… 199
-0162 …………… 199
-0195 …………… 200
-0230 …………… 212
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1-153- ＊＊＊＊
-0235 …………… 211
-0240 …………… 211
-0242 …………… 211
-0244 …………… 211
-0320 …………48, 211
-0325 ……………… 48
-0364・0365 …… 211
-0367 …………… 211

1-154-＊＊＊＊
-0106・0107 …… 195
-0113～0119 …… 195
-0121～0123 …… 195
-0170 …………… 196
-0210～0215 …… 196
-0220・0221 …… 197
-0223 …………… 197
-0225・0226 …… 197
-0235・0236 …… 196
-0258 …………… 195
-0262～0264 …… 197
-0271・0272 …… 197
-0275 …………… 197
-0278 …………… 197
-0280～0286 …… 198
-0289 …………… 198
-0291・0292 …… 198
-0300～0302 …… 197
-0320 …………… 166
-0322 …………… 166
-0325 …………… 166
-0330 …………… 167
-0340 …………… 167
-0350～0355 …… 166
-0357 …………… 166
-0365 …………… 166
-0370～0373 …… 167
-0390 …………… 166
-0516～0523 …… 196
-0565・0566 …… 205
-0575・0576 …… 205
-0590～0592 …… 201
-0595 …………… 201
-0600 …………… 201
-0830・0831 …… 212
-0839・0840 …… 212
-0920・0921 …… 209
-0924 ……………… 99
-0971～0973 …… 130

1-155-＊＊＊＊
-0400～0402 …… 213
-0506・0507 …… 196
-0510・0511 …… 215
-0517 …………… 196
-0570 …………… 214
-0575 …………… 214
-0601・0602 …… 314
-0603 …………… 312
-0619・0620 …… 214
-0622 …………… 214
-0624・0625 …… 214
-0640 …………… 214
-0700～0705 …… 213

1-156-＊＊＊＊
-0390 ……………… 47
-0940 …………… 242
-0970～0972 …… 221
-0978 …………49, 221
-0979 ……………… 49
-0982 …………49, 221
-0983 ……………… 49
-0990 …………49, 221
-0995 ……………… 50

1-156- ＊＊＊＊
-0996・0997 …50, 221

1-157-＊＊＊＊
-0100 …………… 221
-0340 …………… 221
-0350 …………… 221
-0355 …………… 221
-0395 …………… 221
-0401 …………… 221
-0405 …………48, 221
-0430 …………… 221
-0450～0458 …… 220
-0461～0463 …… 220
-0466 …………… 220
-0469～0478 …… 220
-0481 …………… 220
-0483・0484 …… 220
-0486～0488 …… 220
-0491～0503 …… 220
-0510・0511 …… 220
-0513～0516 …… 220
-0518～0520 …… 220
-0522 …………… 220
-0524～0527 …… 220
-0529～0532 …… 220
-0535～0546 …… 220
-0690 …………… 217
-0692 …………… 217
-0695 …………… 217
-0700～0704 …… 217
-0706 …………… 217
-0711 …………… 217
-0720 …………… 218
-0725 …………… 218
-0735・0736 …… 218
-0738 …………… 218
-0750 …………… 219
-0760 …………… 219
-0770・0771 …… 217
-0780 …………… 201
-0800 …………… 219
-0850 ……… 212, 312
-0853 …………… 242
-0880 …………… 216
-0900 …………… 216
-0903 …………… 216
-0910 …………… 216
-0970 …………… 219
-0972・0973 …… 219
-0975～0977 …… 219

1-160-＊＊＊＊
-0402 ……………… 47
-0665 ……………… 47
-0742 …………… 212
-0751・0752 …… 212
-0758・0759 …… 212
-0778 …………… 212

1-163-＊＊＊＊
-0049 …………… 212
-0173～0175 …… 297
-0226 …………… 296
-0253 …………… 296
-0260 …………… 296
-0265 …………… 299
-0273・0274 …… 296
-0320 …………… 295
-0347 …………… 297
-0355 …………… 297
-0365 …………… 297
-0370 …………… 297
-0375 …………… 298
-0376 …………… 297
-0380～0393 …… 298

1-163- ＊＊＊＊
-0430 …………… 297
-0440 …………… 297
-0651 …………… 280
-0720 …………… 288
-0805 …………… 259
-0930 …………… 259
-0981 …………… 259

1-164-＊＊＊＊
-0095 …………… 291
-0100 …………… 291
-0113 …………… 290
-0120 …………… 290
-0130 …………… 291
-0135・0136 …… 291
-0180 ……………… 75
-0182 ……………… 75
-0200 …………… 292
-0203 …………… 292
-0300・0301 …… 290
-0310～0313 …… 290
-0321 …………… 290
-0335～0337 …… 292
-0340・0341 …… 292
-0400・0401 …… 292
-0408 …………… 266
-0427 …………… 289
-0464・0465 …… 258
-0467～0472 …… 291
-0497～0499 …… 256
-0502 …………… 263
-0507 …………… 261
-0508・0509 …… 266
-0521 …………… 256
-0535 …………… 267
-0600・0601 ……… 38
-0660～0663 …… 108
-0743 …………… 109
-0747・0748 …… 107
-0850 …………… 104
-0859～0861 …… 104
-0863 …………… 104
-0870・0871 …38, 111
-0880・0881 …… 104
-0898 …………… 109
-0968～0977 …… 106

1-165-＊＊＊＊
-0015 …………… 107
-0047 …………… 105
-0049～0051 …… 105
-0055 …………… 105
-0057 …………… 105
-0060・0061 …… 105
-0064～0066 …… 105
-0070～0073 …… 109
-0077 …………… 105
-0078 …………… 106
-0080～0084 …… 105
-0087・0088 …… 105
-0114 …………… 111
-0115～0119 …37, 110
-0122・0123 …… 110
-0125 …………… 111
-0126・0127 …… 110
-0128・0129 …… 111
-0131 …………… 111
-0132・0133 …… 110
-0141・0142 …… 110
-0170～0178 …… 111
-0180～0182 …37, 110
-0183 …………… 109
-0204 …………… 104
-0270～0272 …37, 110
-0277・0278 …37, 110

1-166-＊＊＊＊
-0437 …………… 293

1-167-＊＊＊＊
-0044 …………… 232

1-168-＊＊＊＊
-0151 …………… 205

1-310-＊＊＊＊
-0290 …………… 141
-0299 …………… 141
-0960 …………… 150
-0965 …………… 150
-0990 …………… 151

1-311-＊＊＊＊
-0043 …………… 151
-0062 …………… 152
-0065 …………… 152
-0911 …………… 149

1-312-＊＊＊＊
-0048・0049
……………… 108, 315
-0054 ……… 108, 315
-0765 …………… 297

1-315-＊＊＊＊
-0541～0543 …… 101
-0545～0547 …… 101
-0549 …………… 101
-0562 …………… 103
-0835 ……………… 99

1-316-＊＊＊＊
-0951～0957 …… 213
-0959 …………… 213

1-317-＊＊＊＊
-0180～0195 ……… 69
-0326～0328 ……… 67
-0336・0337 ……… 65
-0340～0344 ……… 67
-0385～0387 ……… 68
-0395 ……………… 68
-0413 …………… 213
-0415 …………… 213
-0417 …………… 213
-0480・0481 ……… 68
-0980・0981 …… 132

1-318-＊＊＊＊
-0001・0002 …… 195
-0004・0005 …… 195
-0007～0009 …… 195
-0011～0015 …… 195
-0032 …………… 215
-0040 …………… 196
-0050～0052 …… 215
-0058・0059 …… 215
-0093・0094 …… 215
-0426 …………… 104
-0760 …………… 215
-0905 …………… 224

1-319-＊＊＊＊
-0330 …………… 270

1-320-＊＊＊＊
-0032 …………… 229
-0385 …………… 229

1-321-＊＊＊＊
-0290・0291
…………………50, 222
-0295 …………… 222
-0298 …………50, 222
-0300 …………… 223
-0310・0311 …… 222
-0347 …………50, 223
-0353 …………50, 223
-0360～0364 …… 227
-0505 …………… 227
-0535～0537 …… 227
-0675・0676 …… 225
-0690～0694 …… 224
-0790～0793 …… 223
-0885 …………… 230
-0887 …………… 230
-0889 …………… 230
-0890・0891 …… 223

1-327-＊＊＊＊
-0080 ……………… 98

1-328-＊＊＊＊
-0745～0747 …… 296
-0824～0827 …… 134
-0880・0881 …… 136

1-331-＊＊＊＊
-0650～0652 …… 245
-0653・0654 …… 249

1-335-＊＊＊＊
-0530～0533 …… 306
-0540 …………… 294
-0542・0543 …… 294
-0555～0557 …… 294
-0566 …………… 294
-0570 …………… 306
-0575 …………… 306
-0580 …………… 294
-0585 …………… 295
-0588 …………… 295
-0590 …………… 294
-0985 ……… 235, 304
-0986 …………… 304

1-336-＊＊＊＊
-0651 …………… 115
-0740 …………… 116
-0936 …………… 119

1-337-＊＊＊＊
-0310・0311 …… 214
-0360～0364 …… 213
-0780～0783 …… 302
-0850・0851 …… 302
-0854～0857 …… 302
-0910～0914 …… 302
-0972 …………… 306

1-338-＊＊＊＊
-0035～0037 …… 137
-0041～0043 …… 137
-0060～0062 …… 137
-0080・0081 …… 303
-0083 …………… 303
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1-338- ＊＊＊＊
-0086・0087 …… 303
-0101 …………… 303
-0103 …………… 303
-0105 …………… 303
-0150～0156 …… 303
-0260 …………… 301
-0262 …………… 301
-0264 …………… 301
-0266 …………… 301
-0268 …………… 301
-0270 …………… 301
-0280 …………… 301
-0282 …………… 301
-0284 …………… 301
-0290・0291 …… 301

1-340-＊＊＊＊
-0030～0032 ……… 82
-0085～0096 ……… 81
-0105～0108 ……… 82
-0400・0401 ……… 87
-0404 ……………… 87
-0406～0409 ……… 87
-0460・0461 ……… 86
-0472～0474 ……… 87
-0477 ……………… 87
-0479 ……………… 87
-0481 ……………… 87
-0504 ……………… 87
-0560～0563 ……… 78
-0630～0634 ……… 78
-0807 …………… 258
-0812 …………… 258
-0870～0873 ……… 54
-0931～0935 ……… 52
-0940～0947 ……… 54

1-341-＊＊＊＊
-0022～0026 ……… 64
-0129 ……………… 58
-0320・0321 ……… 65
-0362～0367 ……… 62
-0461～0464 ……… 53
-0466・0467 ……… 53
-0471 ……………… 88
-0473 ……………… 88
-0525～0527 …… 304

1-342-＊＊＊＊
-0060～0062 …… 269
-0064・0065 ……… 85
-0067 ……………… 85
-0095～0097 ……… 85
-0580 ……………… 91
-0584 ……………… 91
-0640 ……………… 92
-0642 ……………… 92
-0646 ……………… 92
-0770 …………… 269

1-343-＊＊＊＊
-0190 …………… 132
-0250～0252 …… 133
-0254～0257 …… 133
-0325 …………… 132
-0350～0352 …… 295
-0575 …………… 293
-0702 …………… 293

1-344-＊＊＊＊
-0095 ……………… 95
-0101～0105 ……… 94
-0760～0764 …… 265

1-344- ＊＊＊＊
-0766 …………… 265
-0768 …………… 265
-0770 …………… 265
-0772 …………… 265
-0776～0779 …… 265
-0783 …………… 265
-0786・0787 …… 265
-0789 …………… 265
-0792 …………… 265
-0795 …………… 265

1-345-＊＊＊＊
-0021 ……………… 95
-0024 ……………… 95
-0027 ……………… 95
-0030 ……………… 95
-0035 …………… 295
-0037 …………… 295
-0041 ……………… 95
-0044 ……………… 95
-0047 ……………… 95
-0050 ……………… 95
-0200・0201 …… 198
-0203・0204 …… 198
-0207 …………… 198
-0211 …………… 198
-0254 …………… 198
-0500・0501 …… 198
-0600～0602 …… 196
-0604～0607 …… 196
-0665 …………… 291
-0803・0804 …… 125
-0822・0823 …… 125
-0826 …………… 125
-0832・0833 …… 125

1-346-＊＊＊＊
-0110・0111 …… 112
-0170・0171 …… 113
-0385～0387 …… 292

1-347-＊＊＊＊
-0140 …………… 293
-0145 …………… 293
-0151 …………… 293
-0455 …………… 300
-0457・0458 …… 300
-0460・0461 …… 300
-0466 …………… 299
-0470 …………… 306
-0507・0508 …… 299
-0525 …………… 299
-0595・0596 …… 231
-0703 …………… 293

1-348-＊＊＊＊
-0050・0051 …… 298
-0061 …………… 298
-0091 …………… 299
-0116 …………… 299
-0187 …………… 299
-0392 …………… 297
-0401 …………… 297
-0445・0446 …… 297
-0895～0897 …… 297

1-349-＊＊＊＊
-0702 …………… 292

1-351-＊＊＊＊
-0023・0024 …… 289
-0035 …………… 289

1-351- ＊＊＊＊
-0075 …………… 291
-0077 …………… 290
-0091 …………… 292

1-357-＊＊＊＊
-0203 ……………… 98

1-358-＊＊＊＊
-0095 …………… 296
-0101・0102 …… 296

1-360-＊＊＊＊
-0506・0507 ……… 99
-0516・0517 ……… 99
-0760・0761 …… 101

1-361-＊＊＊＊
-0850～0852 …… 212
-0884・0885 ……… 59
-0945～0947 ……… 85

1-380-＊＊＊＊
-0709 …………… 111
-0799 …………… 111
-0924 …………… 105
-0936 …………… 105
-0970 …………… 106
-0976～0980 …… 106
-0987～0989 …… 106
-0992・0993 …… 105
-0995 …………… 105
-0997 …………… 105

1-381-＊＊＊＊
-0000～0002 …… 107
-0005～0007 …… 105
-0010 …………… 105

1-742-＊＊＊＊
-0000～0008 ……… 62
-0470～0479 ……… 63

1-744-＊＊＊＊
-0450 ……………… 90

1-745-＊＊＊＊
-0690 ……………… 95

1-761-＊＊＊＊
-0010・0011 …… 133

1-764-＊＊＊＊
-0913 ……… 210, 270
-0915 ……… 210, 270

1-767-＊＊＊＊
-0807～0811 …… 134
-0817・0818 …… 134
-0828～0830 …… 134

1-793-＊＊＊＊
-0001 ……… 304, 313
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推奨品

小学生のための
鉄製スタンドを
ゼロから作り直しました !
※工業所有権申請中

クリップ付の吊り棒

てこ・振り子の
実験ができる
トップジョイント付

固定はクランプなし
ネジを締めるだけ

8つの穴で
小学校の実験に対応！

絶対に支柱が
ゆるまない
ピンロック構造付！

指導しやすい番号付

●●小学生でも安心・安全に操作ができるように設計された実験小学生でも安心・安全に操作ができるように設計された実験
用スタンドです。用スタンドです。
●●SS-TFはてこ・振り子の実験器が付属します。SS-TFはてこ・振り子の実験器が付属します。
※2019年夏発売予定※2019年夏発売予定

落下の心配がない！
挿し込み固定

NEW

小学校用鉄製スタンド
1-134-0980 SS ...............................￥21,000（+税）
1-134-0981 SS-TF ..........................￥39,000（+税）

031-038_推奨品.indd   31031-038_推奨品.indd   31 2019/02/27   18:12:412019/02/27   18:12:41



32

推奨品

 小学校用スタンドは下記の実験を想定した固定穴が設定されています。
下記以外の実験については適切な高さにはさみを設置できない場合が
あります。

【対応実験】
金属棒の加熱　金属板の加熱　試験管を用いた水の加熱
丸底フラスコを用いた水の加熱　試験管の水の冷却　振り子
※加熱実験は実験用ガスコンロに対応。アルコールランプには非対応。

小学校の教科書実験に準拠

小学校4年生　銅板の加熱 小学校4年生　水の蒸発

●小学校教科書掲載の各実験に対応。実験ごとに決められた位
置に器具を固定するだけで簡単にセッティングが完了します。
●SSS-TFはてこ・振り子実験に対応した部品が付属しています。

小学校4年生　水の加熱 てこ・振り子の実験

型式 SS SS-TF

台
亜鉛ダイカスト製　支柱ピンロック構造

大きさ：252×244×39.5㎜　脚幅（内）187㎜
重量：1.7㎏　水平調節ネジ付ゴム脚

支柱
アルミ製角柱　挿し込み穴：8ヶ所
大きさ20×20×530㎜

ネジ（赤：3個　黄：3個）付属
クリップ式
自在ばさみ

ダイカスト製　ステンレス柄
はさみ間隔：0～50㎜（両開き式）

付属
クリップ付吊棒（185㎜）

－ てこ・振り子・おもり等

●固定はネジを締めるだけ
従来のクランプでは2つのネジの操作が必要でしたが、ネジが1
つのため小学生でも安心して操作ができます。

操作も指導もラクラク！  時間短縮にも

●固定位置に番号付
実験により使用する穴が決められており、番号もふられていま
すので、指示も出しやすく、セッティングも素早く行うことがで
きます。

今日の実験は
2番の穴を使います

万が一の落下を防止！  安心安全設計

●突然の落下を防止！　挿し込み固定式
支柱の穴に挿し込んでネジで留めるだけの固定方法。万が一ネ
ジをゆるめてしまっても、落下することはありません。

●支柱がゆるまない　ピンロック付
台座との取り付け部分にピンロック。使用や移動により支柱が
ゆるみ回転してしまうことはありません。

回らない！

（大阪市立堀江小学校　宮本純先生ご指導）
（工業所有権申請中）

031-038_推奨品.indd   32031-038_推奨品.indd   32 2019/02/27   18:12:432019/02/27   18:12:43



33

推奨品

直流・交流同時出力！  収納性能向上

●直流・交流同時出力
前面には直流出力端子、背面には使用頻度の低い交流出力端子
を搭載しています。同時出力可能で、直流と交流の比較実験にも
便利です。

●電流値の出力を調整できる
電流値の出力を調整できます。「電流制限つまみ」付で電圧・電
流値を固定した条件での実験が可能です。

●端子を守る保護カバー付
背面にある交流出力用端子やダイヤルは、使用しない時に蓋を
することで保護できます。

出力
直流0.2～20V（定電圧）　最大5A
交流0～10V（2Vステップ）　最大2A

保護回路
短絡保護回路　過電流保護回路
過電流警報ランプ・ブザー付

機能

直流・交流同時出力　電流制限機能
USB給電（2口（2.1A/1.0A））

サービスコンセント
背面保護カバー

入力電源 AC100V　50/60Hz　50VA
本体 120×230×200㎜　約2.7㎏　日本製

直流・交流同時出力
直流・交流同時出力が可能なため、違いを比
較観察できます。

直流 交流

USB給電ポート付
USB出力端子を搭載しています。ICT機器へ
の給電・充電が可能です。

収納性向上
電源コードは背面保護カバーに収納でき、棚
にすっきり保管できます。

背面保護カバー

電源ケーブルすっきり収納

使用頻度の低い交流出力背面

使用頻度の高い直流出力前面

＜独立＞交流出力機能
直流・交流同時出力ができる

直流交流電源装置
1-123-0350 DA-5 ............................￥46,000（+税）

●サービスコンセント付
他の機器への電源を供給できるサービスコンセント付です。

●定電圧出力で安定した実験ができる
電熱線の発熱実験など実験中に負荷が変わっても常に一定の安
定した電圧で実験できる、直流安定化回路を搭載しています。

NEW
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安全リミッター機能

出力電圧の上限を設定できるリミッター機能
付です。操作を誤って出力ツマミを回し過ぎて
も設定以上の電圧が出力されず安心です。

➡

直流安定化回路内蔵
定電圧出力が可能！

直流・交流
切換タイプ

かる～い！
軽量タイプ

34

推奨品

出力電圧が一目で分かる
持ち手があるので
移動も安心です。

AC100V
サービスコンセント

LEDの点灯で出力電圧が
はっきり分かります。

出力 直流1.5/3.0/4.5/6.0/7.5/9V　6レンジ　最大5A

保護回路
過電流保護回路　過温保護回路
警報機能：LED点滅・ブザー音

機能
出力電圧確認機能（6V以上対象）

オートパワーオフ（30分）　サービスコンセント（最大5A）

大きさ 170×173×69mm　約1.2kg　日本製

●乾電池感覚で使用できる
1.5Ｖ間隔で最大9Ｖまで出力できる直流電源装置で、LEDの
点灯数で出力を確認できます。

●電熱線の発熱実験で失敗しない定電圧
電熱線の発熱実験など実験中に負荷が変わっても常に一定の安
定した電圧で実験できる直流安定化回路を搭載しています。

●出力電圧確認機能で実験機器の故障を軽減
6V以上出力する際は、出力ボタンを2回押す「出力確認機能」が
働きます。出力ボタンを押すと、確認のためにLEDが点滅し、も
う一度ボタンを押さなければ出力しません。

最大出力を制限できるリミッター機能付

出力 直流0～20V　5A　交流0～20V　5A

保護回路
過電流保護　過電流時警告ランプ・ブザー機能付

電圧出力制限（リミッター）機能付

機能 電源コード（1.5m）自動巻取り式

大きさ 280×140×160mm　2.9kg　日本製

直流交流電源装置
1-123-0415 NF-2L ..........................￥58,000（+税）

直流電源装置（定電圧）
1-123-0308 S-9 ..............................￥22,000（+税）
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割らない割らない
付かない付かない
安心感！安心感！

長焦点長焦点
対物レンズ採用対物レンズ採用
作動距離：3.2㎜作動距離：3.2㎜

破損・メンテナンスを減らします！

Point カバーグラスを割らない
作動距離が広いため、誤操
作によるカバーグラスの破
損を軽減できます。

Point 染色液が付かない
染色液によるレンズ汚れが
軽減でき、メンテナンス頻
度が少なくなります。

Point ピントが合わせやすい
作動距離が広いため、余裕を
もってピント調整できます。

カバーグラスとの距
離が離れているから
安心してピント調整
ができる！

従来品と比較すると一目瞭然

長焦点対物レンズ
（3.2㎜ ）

一般的な対物レンズ
（0.5㎜ ）

作動距離（＝ピントの合う距離）
が従来品に比べはるかに離れて
います。

カバーグラスとの接触や染色液
の付着が低減できます！
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長焦点対物レンズ採用！カバーグラスを割ることがありません

コード 1-148-0910 1-148-0911 1-148-0912 1-148-0913

型式 FK-SD400 FK-SD600 FK-SD400L FK-SD600L
総合倍率 40～400× 40～600× 40～400× 40～600×

照明装置 平面・凹面鏡
平面・凹面鏡/ 

 高輝度LED光源装置（単4型電池×2）
強弱切換式

価格
（格納箱付）

￥41,000  
（＋税）

￥46,000
（＋税）

￥46,000  
（＋税）

￥51,000  
（＋税）

反射鏡タイプ 反射鏡・LEDタイプ

コード 1-148-0900 1-148-0901 1-148-0905 1-148-0906

型式 JLS-D400 JLS-D600 JLS-D400-CN JLS-D600-CN
総合倍率 40～400× 40～600× 40～400× 40～600×

照明装置
平面・凹面鏡/高輝度LED光源装置（充電式単3型ニッケル水素電池×3）

調光装置付

価格 ￥45,000  
（＋税）

￥50,000
  （＋税）

￥38,000  
（＋税）

￥43,000  
（＋税）

収 納 箱 付 収 納 箱 な し

5年
保証

JLS-D400FK-SD400L

粗動ハンドル

微動ハンドル

5年
保証

強弱切換式
LED光源

充電式で低倍から高倍まで観察
しやすい調光式。

高倍率での観察時にピント調節
が簡単な微動ハンドル付。

反射鏡
反射鏡と強弱式LED光源を取り
換え可能。（FK-SDL）

およそのピント位置がわかる
フォーカスライン入。

強弱式LED

フォーカスライン

ケニス顕微鏡 FK-SD（長焦点）
●ひとつのハンドルでピントを合わせるタイプの顕微鏡です。
●40倍対物レンズに長焦点レンズを採用しています。レンズと
スライドグラスとの距離が従来レンズより離れているため、ピ
ント調節時の接触を低減し、破損を防ぎます。

ケニス顕微鏡 JLS-D（長焦点）
●調光装置付LED光源と粗動・微動ハンドルを採用した顕微鏡です。
●40倍対物レンズに長焦点レンズを採用しています。レンズと
スライドグラスとの距離が従来レンズより離れているため、ピ
ント調節時の接触を低減し、破損を防ぎます。

NEW NEW
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吸引量を50mL⇔10mLに切り替え可能　新型酸素検知管に対応

気体採取器
1-165-0270 GV-50-2S ...................￥13,000（+税）

●ハンドル部分を回転させることで、50mL⇔10mLの吸引量
を切り替えることができる新型の気体採取器です。
●新型の酸素検知管31E-2の吸引（10mL）に対応しています。
吸引量を50mLに設定して、旧型の酸素検知管31Eを使用す
ることも可能です。

くるっと
回転！

吸引切り替え機構
ハンドル部分を回転させること
で、50mL⇔ 10mL の吸引量
を切り替えることができます。チップ

ホルダー

シールオイル

採取器携帯ケース GV-50-2S

カバーゴム
セット

NEW

 ■ 酸素・二酸化炭素
コード 1-165-0117 1-165-0115 1-165-0116

品名 酸素 二酸化炭素
型式 31E 2EL 2EH

測定範囲 6～24％ 0.03～1％ 0.5～8％
入数 5本入 10本入
価格 ￥2,300（＋税） ￥1,700（＋税） ￥1,700（＋税）

 ■ お得セット（10箱）
コード 1-165-0180 1-165-0181 1-165-0182

品名 酸素 二酸化炭素
型式 31E-10K 2EL-10K 2EH-10K
測定範囲 6～24％ 0.03～1％ 0.5～8％
入数 5本入×10箱 10本入×10箱
価格 ￥22,800（＋税） ￥16,800（＋税） ￥16,800（＋税）

気体検知管（ガス検知管）

●吸引量が50mLのタイプです。

酸素
31E

二酸化炭素
2EL

二酸化炭素
2EH

酸素
31E-2

呼吸の実験・ものの燃え方と空気・光合成の実験で使用します。

〔仕様〕
●採取器：1ストローク　10、50mL切替式　プラスチック製
●付属： カバーゴム20個　チップホルダー　シールオイル　携帯ケース

酸素 検知管の新型登場！

気体検知管（ガス検知管）
1-165-0272 酸素31E-2（5本入） ........￥1,380（+税）
1-165-0278 酸素31E-2-10K（5本入×10箱） ...￥13,600（+税）

●吸引量が10mLの新型タイプです。
測定範囲：7～23％

NEW

探知管 吸引量
気体採取器 

新型 GV-50-2 旧型 GV-50
酸素（新型）31E-2 10mL ○ ×
酸素（旧型）31E 50mL ○ ○

二酸化炭素 2EL（低濃度） 50mL ○ ○
二酸化炭素 2EH 50mL ○ ○

 ■ 検知管と気体採取器の対応表

 新型酸素検知器（31E-2）を使用するには、10mL吸引に対
応した気体採取器（GV-50-2）が必要です。

実寸大：14cm

31E-2

吸引量が50mLから10mLになり、
検知管も短く、小型になりました。
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簡易デジタル酸素センサ
1-164-0870 TDO .............................￥15,800（+税）

（東京工業高等専門学校　高橋三男先生ご考案）
●酸素濃度の連続測定が可能な、空気電池方式を採用した教材
用酸素濃度表示器です。
●応答時間が速く、リアルタイムに測定ができます。
●1つの空気電池で、約30時間の測定が可能です。
●小数点の表示を切り替えることができます。

酸素センサ

検知部：空気電池（PR44）
測定範囲：0～50.0％（分解能：0.1％）

連続使用約30時間※

※使用環境によって使用時間が短くなる場合があります

校正方式 手動式大気校正（校正待ち時間なし）

表示器
デジタル表示　電源：単3電池×2（付属）

大きさ：75×43×134㎜

付属
空気電池（PR44）6個

センサソケット（80㎝ケーブル付）（交換可能）

機能
2表示切換え機能（小数点表示/非表示）
セットアップタイマー機能　ホールド機能

TDO

センサソケットが交換可能
「ソケットが焼けて壊れた！」
そんなトラブルも、
交換で解決!!

「校正待ち時間」なし
手動校正タイプで、すぐ校正でき、
実験中に誤って電源を切っても、条
件そのままで実験を再開できます。
※ 空気電池交換直後は30分間のセッ
トアップタイムが必要です。

校正つまみ
実験に合わせて測定値の表示を選択できます。

小数点あり 小数点なし

表示切り換え

ホントだ！

酸素濃度が
下がった

人の呼気中の
酸素濃度を測定

燃焼時の
酸素濃度測定

測定範囲 酸素：0.0～25.0％　二酸化炭素：0.04～5.00％

電源 単3電池×2本（付属）またはACアダプタ（別売）

大きさ 約195×105×38㎜　約430ｇ（電池含む）

教材用デジタル気体測定器
1-164-0600 GOCD-1 ......................￥55,000（+税）
1-164-0601 GOCD-F（専用袋付） ......￥55,800（+税）

●気体採集タイプの酸素・二酸化炭素濃度測定器で、気体を内蔵
ポンプで吸引し測定値をデジタル表示します。
●酸素と二酸化炭素濃度を同時に表示しますので、それぞれの
気体濃度の関係を調べることができます。
●GOCD-Fタイプは専用実験袋3種類各10枚が付属しています。

CO2とO2の数値を同時表示

先端が細く
実験しやすい

GOCD-1

実験袋

スイッチONですぐに測定！
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新学習指導要領対応品

実験用たいこセット（糸電話実験対応）
1-117-0345 JKT .............................￥18,000（+税）

実験用たいこ 210φ×150㎜　2個

振動確認用具
振動確認球（固定用磁石付）2個

小球（約15mLケース入）　目盛付透明枠2個

付属
ベース台2個　打棒4本
糸電話用吸盤付糸（3m）×1

●小学校3年生の「光と音の性質」の単元に対応した、音の性質
を調べることができる実験器です。
●実験用たいこは、膜の振幅が大きいものを採用しており、膜や
空気の震えを体験しやすくなっています。

新学習指導要領

小学校３年生「光と音の性質」
物から音が出たり伝わったりするとき、物は震えているこ
と。また、音の大きさが変わるとき物の震え方が変わること。

新学習指導要領

小学校４年生「雨水の行方と地面の様子」
雨水の行方と地面の様子について追求する中で、既習の内容や生活
経験を基に、雨水の流れやしみ込み方と地面の傾きや土の粒の大き
さとの関係について、根拠のある予測や仮設を発想し、表現すること。

3年生「光と音の性質」で音の内容が追加

振えているのが
わかるね

たいこを
叩くよ

新指導

音の大小を球で比較する実験 音の伝わり方を調べる実験（糸電話）

糸をつまむと
どうなる ! ?

●粒の大きさの違う土を用いて、水が浸み込むまでの時間を比
べることができる実験器です。

●フィルタ付キャップで準備が簡単
ペットボトルの口にフィルタ付キャップを取り付け、土を入れ
るだけで実験ができます。
※キャップの適合ボトル：飲み口径27㎜φ

●繰り返し使えるステンレスフィルタを採用
フィルタは錆びにくいステンレス製を採用しています。

●安全に実験できるカット済ペットボトル（AMのみ）
AMタイプは予め輪切りにしたペットボトルが付属しています。

雨水の浸み込み方実験セット
1-141-0716 AM（ボトル・キャップ付）6セット ...￥5,000（+税）
1-141-0715 BC（キャップのみ）10個 ...￥2,500（+税）

〔別売部品〕
1-141-0717  実験用砂（カラーサンド）3種各1kg ·····￥4,800（＋税）

型式
AM

（ボトル・キャップ付）
BC

（キャップのみ）

ボトル カット済ペットボトル×6 －

キャップ
ステンレスフィルタ付
金属キャップ×6

ステンレスフィルタ付
金属キャップ×10

4年生「雨水の行方と
地面の様子」が新設

※カラーサンド、ビーカー、ストップウォッチは付属していません

フィルタ付蓋

あれ？
細目より
浸み込むよ

次は中目に
入れるね

新指導

実験用たいこ

打棒
振動確認球 小球 目盛付透明枠

ベース台
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力学的エネルギー実験器
1-110-0080 BKH .............................￥29,800（+税）
1-110-0081 BKH-KA（速度測定器付） ...￥33,600（+税）

●鉛直/水平実験兼用タイプ
実験器の置き方を変えるだけで、鉛直方向と水平方向の衝突実
験の２種類の実験が１台で行えます。

●再現性の高い摩擦調整機構を採用
くいに均等に摩擦力が働く新機構を採用し、高い再現性を実現
しました。また、摩擦力も調節ネジで簡単に調節できます。

新学習指導要領

中学校３年生「仕事とエネルギー」　※学習指導要領解説抜粋
位置エネルギーについては、例えば、物体を鉛直方向に落下
させる衝突実験を行い、高いところにある物体ほど、大きな
エネルギーをもっていることを理解させる。運動エネルギー
については、例えば、水平面上を動く物体の衝突実験を行う。

おもり ３種（50g、100g、150g）　各１

摩擦くい 摩擦調節機構

ガイド棒 ステンレス製

大きさ 100×100×620㎜　約1㎏

付属 速度測定器KA-N（BKH-KAのみ）

鉛直衝突実験 「高さ」と「くいの打ちこまれた距離」 水平衝突実験 「速度」と「くいの打ちこまれた距離」

２種の衝突実験がこれ１台で！新指導
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新学習指導要領対応品

ダニエル・ボルタ電池
1-123-0007 JFD .............................￥11,700（+税）
1-123-0008 JFD-WM（モーターなし） .....￥9,800（+税）

●素焼円筒の代わりに透析用セルローズチューブを使用したダ
ニエル電池です。
●半透膜で仕切られた左右のセルにそれぞれ硫酸銅溶液、硫酸亜鉛
溶液を入れて電極を浸すことで、ダニエル電池が再現できます。
●同じ容器を使ってボルタ電池の実験も可能です。

電極
陽極　銅板　15×45㎜　0.5㎜厚　2枚 
 陰極　亜鉛板　15×45㎜　0.5㎜厚　2枚

容器 材質：アクリル　大きさ：85×80×90㎜

付属
透析用セルローズチューブ　リード線（赤黒各1本） 
 微電流型台付きモーター（JFDのみ）　バット

〔別売部品〕
1-126-0201  銅板（15×45㎜） 30枚組 ·····················￥1,280（＋税）
1-126-0204  亜鉛板（15×45㎜） 30枚組 ·················￥2,500（＋税）

JFD

実験動画189

新指導

●硫酸銅溶液を入れた素焼の半円筒を、硫酸亜鉛溶液を入れた容器
に浸けて電極を挿し込むことで、ダニエル電池が再現できます。
●同じ容器を使ってボルタ電池の実験も可能です。

①素焼半円筒 大きさ：68φ×70㎜（半円型）×2個

②容器
樹脂製容器（80φ×105㎜）×1 

 電極差込穴付き蓋×1

③電極
銅（45×120×0.5㎜）×2枚 
 亜鉛（45×120×0.5㎜）×2枚

付属
④低電圧モーター×1　⑤電子オルゴール×1 
 ⑥みの虫リード線（赤・黒）×1セット

ダニエル・ボルタ電池実験器
1-123-0002 DSF .............................￥24,000（+税）

〔別売部品〕
1-123-0003  素焼半円筒 68φ×70㎜（半円型） ·······￥4,800（＋税）
1-126-0111  銅板45×120㎜　B-02 ··························￥220（＋税）
1-126-0115  亜鉛板45×120㎜　B-06 ······················￥220（＋税）

①

②

④

③
⑥

⑤
DSF

新指導

素焼半円筒を使ったダニエル電池

電極での反応の様子がよく見える

〔別売部品〕
1-123-0062  素焼半円筒ミニ 60φ×35㎜（半円型） ···￥1,800（＋税）
1-123-0063  銅板 40×65㎜（5枚入） ··························￥720（＋税）
1-123-0064  亜鉛板 40×65㎜（5枚入） ······················￥650（＋税）

グループ実験向け

●硫酸銅溶液を入れた素焼の半円筒を、硫酸亜鉛溶液を入れた容器
に浸けて電極を挿し込むことで、ダニエル電池が再現できます。
●小型の素焼半円筒を採用しており、使用する試薬も軽減でき
グループ実験用として適しています。
●同じ容器を使ってボルタ電池の実験も可能です。

①素焼半円筒 60φ×35㎜（半円型）

②容器
本体：ガラス製　84φ×61㎜ 
 蓋：樹脂製　電極差込穴付き

③電極 銅、亜鉛　各1枚　40×60㎜

付属 ④みの虫リード線（赤・黒）×1セット

ダニエル・ボルタ電池実験器（生徒用）
1-123-0061 DSM ..............................￥3,800（+税）
1-123-0066 DSM-6S（6個組） .........￥21,500（+税）

①

②

③

④

新指導

新学習指導要領

中学３年生　「化学変化とイオン　化学変化と電池」
（内容の取扱い）「電池」については、電極で起こる反応を
イオンのモデルと関連付けて扱うこと。その際、「電池の基
本的な仕組み」については、ダニエル電池を取り上げること。
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新学習指導要領対応品

新指導

●「月」と「金星の満ち欠け」を1台で
太陽・地球・金星・月の配置を換えることで「月の満ち欠け」「金
星の満ち欠け」の両方を観察できます。

●タブレットPCで地球視点の観察
付属のタブレット固定ホルダで、お手持ちのタブレットPCを固
定。地球視点で観察でき、画像を保存すると金星の見え方の違い
などを比較できます。タブレットの映像を教室内の大型モニタ
に投影できる場合、一度にクラス全員に見せることができます。

「金星」「月」 2通りの満ち欠けをわかりやすく説明

金星・月の満ち欠け観察器
1-141-0133 HS ...............................￥38,000（+税）

新学習指導要領

中学校 3年生「太陽系と恒星」
（内容の取扱い）「月の公転と見え方」については、月の
運動と満ち欠けを扱うこと。その際、日食や月食にも触
れること。また、「金星の公転と見え方」については、金
星の運動と満ち欠けや見かけの大きさを扱うこと

太陽（太陽/地球取替式）
地球（地球/太陽取替式）

月（金星）

タブレットホルダ固定ネジ
（月の満ち欠け観察時にタブレットを固定し
地球視点で観察）

タブレットホルダ固定ネジ
（金星の満ち欠け観察時にタブレットを固定
し地球視点で観察）

太陽
金星

地球

※タブレットは別売

太陽月 地球

※タブレットは別売

お手持ちのタブレットで
金星の満ち欠けを観察

三日月
（金星が大きい）

満月
（金星が小さい）

本体 地球モデル　金星モデル　月モデル

観察方法 2通り（金星の満ち欠け、月の満ち欠け）

タブレット固定ホルダ 固定幅：最大約220㎜　最小約130㎜

大きさ 630×380㎜

付属 タブレット固定ホルダ　スタンド

（京都教育大学名誉教授　芝原寛泰先生ご指導）
（三重大学　加藤進先生ご指導）
●中学校や高校で行うボルタ電池およびダニエル電池の実験に
必要な器具をまとめたマイクロスケール実験セットです。
●実験セットは4組分です。1組で生徒4人が実験できます。
●少量の試薬で行うマイクロスケール実験は廃液も少なく、環
境にやさしい実験として注目されています。

セット内容
（4組分）

①セルホルダー×4　②セル×40　③キャップ（穴なし）×40
④電極（銅・亜鉛）×各20　⑤電子オルゴール×4

⑥電極スペーサー60粒　⑦ミニクリップリード線　赤黒各4
⑧ろ紙　⑨セルローズチューブ　⑩クリップ　⑪台付モーター

〔別売部品〕
1-126-0725  マイクロ実験セット用金属板 銅板（20枚） ··￥2,000（＋税）
1-126-0726  マイクロ実験セット用金属板 亜鉛板（20枚）··￥1,600（＋税）
1-126-0720  マイクロ実験セット用セル 40個 ········￥1,600（＋税）

ダニエル・ボルタ電池実験セット（マイクロスケール）
1-126-0715 M-VD ...........................￥16,800（+税）

少量の試薬で実験できます

①

⑦

⑤

⑩ ③
⑨

⑪

⑥
② ④ ⑧ M-VD

ボルタ電池 ダニエル電池

新指導
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これは便利

●乾電池ホルダを使って乾電池を複数個つないで流れる電気の
大きさを比較します。
●直列つなぎと並列つなぎでは白熱電球の明るさに違いがある
事が実験できます。

商品構成

電灯台　白熱電球（12V～20W）　
乾電池ホルダ（単1用）×10個
単1マンガン電池×10個
40㎝リード線×1組

収納ケース 250×250×80㎜

直列・並列比較実験セット
1-123-0485 BKT .............................￥12,000（+税）

直列と並列の違いを白熱電球を点灯させる事で実感できます

BKT

NEW

●ソケットが透明で豆球への配線が見える豆球台です。
●ターミナル付で、みの虫リード線やワニ口クリップで接続で
きます。

〔仕様〕●入数：5個

豆球台（透明ソケット）
1-120-0312 LS-5（5個組） .................￥2,800（+税）

LS-5

配線が見える
透明タイプ

5個組

NEW

●着色レンズタイプのLEDで保護抵抗（220Ω）が付属しています。
〔仕様〕 ●保護抵抗：220Ω　●大きさ：直径5㎜φ　

●入数：10個

発光ダイオード（抵抗付）
1-124-0102 赤色　3V ............................￥390（+税）
1-124-0103 緑色　3V ...........................￥400（+税）
1-124-0104 黄色　3V ...........................￥400（+税）

発光ダイオード

10個組

すぐに使える抵抗付

乾電池で白熱電球は点灯するのかな？

10個並列では点灯しません 5個直列では暗く点灯します 10個直列では明るく点灯します

LED用ソケット
1-124-0277 5個組 ................................￥680（+税）

●市販のLED（発光ダイオード）を差し込むだけでリード線付と
して使える便利なソケットです。
●LED（発光ダイオード）と電池を簡単に接続でき、豆電球感覚
で点灯できます。

〔仕様〕●リード線：長さ150㎜　●入数：5個

これは便利 !

装着時

LEDを
差込むだけNEW

5個組

※保護抵抗はLEDには取り付けられていません。
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これは便利

●正しく北を指さない方位磁針を、手軽に簡単に修正できます。
●操作は簡単。本器の上に方位磁針を置きます。次に指針の示す
方向に方位磁針を動かすだけで修正できます。
●背面滑り止めの二層構造により、机上でも安定しています。
●狂いやすい方位磁針を、誰でも手早く簡単に修正できます。
〔仕様〕
●大きさ：60φ×8㎜　38ｇ　●材質：塩ビ

方位磁針修正器
1-118-0488 針直ったⅡ ........................￥2,500（+税）

誰でも手軽に方位磁針を修正できます

実験動画156

針直ったⅡ

NEW

①   「針直った」の上に方位磁
針を置きます。

② 指針の示す方向を確認し
ます。

③   ②の方向に方位磁針を動
かします。

④ 修正完了です。

方位磁針の直し方 方位磁針修正器「針直った」の使い方

●みの虫リード線が付いているので接続が簡単にできます。

電子オルゴール（みの虫リード線付）
1-124-0120 MDO .................................￥980（+税）

電子メロディには極性があります。

動作電圧 直流1.2～3.6V

消費電流 150～300μA

曲名 ハッピーバースデー

MDO

接続
ラクラク♪

●ケーブルが絡まらない短いリード線です。
〔仕様〕
●長さ：150㎜　●芯：20芯　●入数：5本

短いリード線
1-123-0545 みの虫・みの虫（赤） ..........￥1,400（+税）
1-123-0546 みの虫・みの虫（黒） ..........￥1,400（+税）

NEW

150

5本組

短いからスッキリ配線できる !

●出力12Vタイプの手回し発電機用電子オルゴールです。
●手回し発電機で動作させても破損し難い、保護回路入です。

電子オルゴール（保護回路入）
1-124-0188 MEL ...............................￥1,500（+税）

※曲は指定できません。

MEL

出力12Vタイプの
手回し発電機には
これ！

NEW
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これは便利

●市販の試薬（原液）に水を加えるだけで、簡単に希望の％濃度
が作れます。

容量 500mL

目盛 硫酸・塩酸・酢酸・アンモニア水・水酸化ナトリウム

胴外径×全高 62φ×340㎜

材質 ポリメタクリルスチレン

パーセントメスシリンダー
1-103-0045 MKS ..............................￥3,900（+税）

教科書通りの
％試薬が
簡単に作れます

薬品名 原濃度 作成濃度
硫酸 95％ 2.5％・5％・10％
塩酸 35％ 2％・2.5％・5％・10％
酢酸 99％氷酢酸 2％・4％・5％・10％

アンモニア水 28％ 2.5％・10％
水酸化ナトリウム 粒状 2％・2.5％・5％

（四天王寺大学　佐藤美子先生ご指導）
（京都教育大学名誉教授　芝原寛泰先生ご指導）
●3種類の金属チップと金属イオン溶液を反応させて、金属に
よるイオンのなりやすさを比較することができます。
●反応の違いがわかりやすい銅、亜鉛、マグネシウムをセットに
しています。
●マイクロスケールでの実験のため、廃液は少量で済むため、拭
き取って廃棄することも可能です。

セット内容

①マイクロプレート（8穴）×4
②金属チップ（銅、亜鉛、マグネシウム）×各30

③点眼瓶入試薬（硫酸銅、硫酸亜鉛、硫酸マグネシウム水溶液）×各4
④プラスチックピンセット×4

金属イオン実験セット（マイクロスケール）
1-126-0707 M-iON ............................￥9,800（+税）

〔別売部品〕
1-126-0709   点眼瓶入試薬 

（硫酸銅、硫酸亜鉛、硫酸マグネシウム）×各1 ···￥980（＋税）

イオンのなりやすさをしっかり比較

新学習指導要領

中学校 3年生「化学変化とイオン」
3種類程度の金属とその金属の塩の水溶液を用いてイオンへの
なりやすさを比較する実験を計画し、見通しをもって観察、実
験を行うことが考えられる。

①

②

④

M-iON

③

新指導

●銅と硝酸銀の反応による銀樹の形成を美しく観察することが
できる実験セットです。
●極細銅線に硝酸銀を滴下すると銀が析出してくる様子が観察
できます。

セット内容
①極細銅線（200本入）　②硝酸銀水溶液（点眼瓶入約10mL）

③ホールスライドグラス×50枚　④ピンセット×1

〔別売部品〕
1-126-0666  硝酸銀水溶液 （点眼瓶入0.1mol/L　約10mL） ···￥1,300（＋税）

銀樹製作セット
1-126-0708 Ag-Tree .........................￥3,100（+税）

※顕微鏡での観察を推奨します。また別途カバーグラスをご用意ください。

銀樹を美しく観察

顕微鏡を使った
観察像

①

②

③④

NEW

銀樹（金属樹）とは？
金属の陽イオンへのなりやすさを「イオン化傾向」といいます。イオン化傾向が小さい金属イオンの水溶液に、イオン化傾向の大きな金
属を入れると、イオン化傾向の小さい金属が析出します。
硝酸銀AgNO3は、水溶液中でAgNO3→Ag+＋NO3－のように電離しているので、銅線を入れるとイオン化傾向の違い（Cu＞Ag）に
より、下記のような酸化還元反応が起こります。
　還元反応：Ag+＋e－→Ag　　酸化反応：Cu→Cu2+＋2e－
　 全体としては、2Ag+＋Cu→2Ag＋Cu2+となり、還元されてきた単体銀が析出してきます。この析出した銀が樹枝状であることから
銀樹（金属樹）と呼ばれています。
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これは便利

モル濃度で調製済です

2mol/L
塩酸

1mol/L
酢酸

1mol/L
水酸化ナトリウム

0.1mol/L
過マンガン酸カリウム

●中学校・高等学校の教科書に対応し、中和滴定や酸化還元滴定
にも使える試薬を希釈・調製しました。

〔仕様〕●容量：1L入

コード 品名 濃度 価格

1-126-0680 塩酸 2mol/L（約7％） ￥3,000（+税）
1-126-0681 酢酸 1mol/L（約6％） ￥3,000（+税）
1-126-0682 水酸化ナトリウム水溶液 1mol/L（約4％） ￥3,000（+税）
1-126-0683 過マンガン酸カリウム水溶液 0.1mol/L（約2％） ￥1,700（+税）

希釈済試薬（モル濃度試薬）

●小学校6年生教科書の「水溶液の性質」で頻出の水溶液を集め
たセットです。少量ずつのセットですので、無駄がありません。
●炭酸水は蒸発させた時に白く残りにくいものをセットしました。

セット内容
食塩水　480mL　うすい塩酸　250mL

炭酸水　350mL　うすい水酸化ナトリウム水溶液　250mL
石灰水　250mL　うすいアンモニア水　250mL

水溶液の性質セット
1-126-0335 ASS ...............................￥5,800（+税）

水溶液の性質の実験に

イオン化傾向や化学電池実験に

塩化銅
水溶液

硫酸銅
水溶液

硫酸亜鉛
水溶液

硝酸銀
水溶液

NEW

金属イオン水溶液

コード 品名 濃度 価格

1-126-0669 塩化銅水溶液 10％（約0.8mol/L） ￥3,800（+税）
1-126-0667 硫酸銅水溶液 約16％（1mol/L） ￥4,500（+税）
1-126-0668 硫酸亜鉛水溶液 約16％（1mol/L） ￥5,000（+税）
1-126-0666 硝酸銀水溶液 約2％（0.1mol/L） ￥1,300（+税）

〔仕様〕●容量：1L入（硝酸銀のみ約10mL）

下記実験にすぐに使えて便利です ！
・塩化銅水溶液 ……………………… 電気分解実験
・硫酸銅水溶液・硫酸亜鉛水溶液 …… ダニエル電池実験
・硝酸銀水溶液 ……………………… 銀樹製作実験

希釈済試薬
●小・中学校の化学実験でよく使う濃度に希釈してあり、濃度調
節の手間がなくすぐ実験に活用できます。

〔仕様〕●容量：1L入

コード 品名 濃度 価格

1-126-0670 うすい塩酸 4％（約1.1mol/L） ￥1,500（+税）
1-126-0671 うすい塩酸C 10％（約2.9mol/L） ￥1,800（+税）
1-126-0672 うすい硫酸 4％（約0.4mol/L） ￥1,700（+税）
1-126-0673 うすい硫酸C 10％（約1.0mol/L） ￥1,700（+税）
1-126-0674 うすいアンモニア水 2％（約2.3mol/L） ￥1,600（+税）
1-126-0675 うすい水酸化ナトリウム溶液 4％（約1mol/L） ￥1,500（+税）
1-126-0676 石灰水（水酸化カルシウム水溶液） 飽和 ￥1,600（+税）

塩酸 水酸化ナトリウム 石灰水

すぐに使える便利な薄めた試薬です

※濃度10％の塩酸と硫酸については10％を超えて含有していません。
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これは便利

赤ちゃん模型
1-160-0665 BABY ..........................￥31,000（+税）

●実物と同じ重さに作った赤ちゃん模型です。
●母親の子宮の中で育った子どもはどのくらいの重さで生まれる
のか体感できます。
●布でできているので、プラスチックにはない柔しい手触りです。
●へその緒・胎盤は分離できます。

大きさ 約50㎝　3000ｇ

材質 布

重みで体感 !!

思ったより
重たい！

●教科書に載っている昆虫4種（チョウ・バッタ・トンボ・カブトムシ）
をプラスチックに封入した標本です。
●上・下・横など様々な方向から観察ができます。
〔仕様〕
●大きさ： カブトムシ/約110×45×30㎜　バッタ/約75×40×20㎜

チョウ/約80×80×20㎜　トンボ/約75×75×20㎜
※昆虫・クモの種類は変更される場合があります。

カブトムシ

バッタ

チョウ

トンボ

NEW

PFKH

様々な角度から観察できる

プラスチック封入昆虫標本
1-156-0390 PFKH（4種） .................￥13,500（+税）

いろんな方向から
観察できるよ

脳モデル
1-160-0402 HBMW .........................￥28,000（+税）

●実際の脳の重さを体感できる脳モデルです。
●脳がずっしりと重いことが学習できます。
●赤ちゃんから脳が一気に成長することが分かります。
〔仕様〕●スケール：1/1
※成人の脳重量は成人男性の平均値です。
尚、人間の脳は6才までに成人の90％の重量に成長します。

赤ちゃん 3歳 成人

大きさ 約75×65×60㎜ 約125×115×85㎜ 約160×140×90㎜

重量 400ｇ 1000ｇ 1400ｇ

材質 布

脳の重さが分かる

HBMW

脳ってこんなに
重たいんだ！

NEW
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これは便利

●細胞分裂過程の様々な段階が観察できるプレパラートです。
●通常の細胞分裂プレパラートよりも根端を長くスライスして
いるので、教科書と同じように細胞の大きさの違いを比較でき
ます。

〔仕様〕
●付属：収納ケース
●入数：5枚

長い根の細胞分裂プレパラート
1-157-0405 タマネギロング ................￥4,500（+税）

1枚で細胞分裂と細胞の
大きさの違いが観察できる

拡大図

（京都大学名誉教授　梁川正先生　ご考案）
●小学校5年生で行う植物の発芽条件比較の実験に使用できます。
●密閉できる袋のため、水の蒸発を防ぐので、用土を湿らせた状
態に保つことができ、植物が枯れることを防止できます。

〔仕様〕
●大きさ：150×30×150㎜
●入数：20枚

種子発芽用袋
1-153-0320 SHH ...................................￥500（+税）

〔使用例〕

水不足による枯れを防止

（東京都立高等学校　濱田 健先生ご指導）
●生徒でも簡単に手軽に、切片作成ができるスタンプ式のミク
ロトームです。
●試料に対して垂直にスタンプを押すと、短時間に沢山の切片
が作れます。
●通常のカミソリ式に比べて、安全・簡単です。
●刃は差し込み式で、交換も簡単です。
〔仕様〕
●刃：ディスポ替刃（12枚付属）
●大きさ：18φ×70㎜
●切断巾：0.15㎜

簡易ミクロトーム
1-150-0457 カットスタンプ ..................￥7,800（+税）

替刃

スタンプ感覚で切片が作れます

〔使用例〕

（ 東京学芸大学　中西史先生
東京学芸大学付属小金井小学校　葛貫裕介先生ご考案）
●植物に色水を満たした細いチューブをつなぎチューブの中の
色水の末端が移動する様子で植物の吸水（蒸散）量を観察する
セットです。
●葉を除くと移動速度が急激に低下することが観察できます。
〔仕様〕
●セット内容： チューブ1m×5　シリンジ（5mL）×5

チップ1000mL×20・200mL×20
植物染色剤（青）100mL
マスキングテープ（定規柄）

植物の吸水（蒸散）量測定セット
1-153-0325 SKS ...............................￥2,300（+税）

植物の吸水量を測定してみよう
NEW 植物染色剤

シリンジ

チューブ チップ

使用例
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●1枚にミジンコ・アオミドロ・クンショウモ・ミドリムシ・ゾ
ウリムシの5種類の微生物を封入したプレパラートです。
●池の水を採取した時の様に、微生物同士の大きさなどを見比
べることが出来ます。

池の水の微生物プレパラート
1-156-0990 MIX ................................￥4,300（+税）

セット内容
1枚に5種（ミジンコ　アオミドロ　クンショウモ
ミドリムシ　ゾウリムシ）封入×5枚　収納ケース

入数 5枚

ゾウリムシ

ミジンコ

ミドリムシ

クンショウモ

アオミドロ

●中学校でよく使用するプレパラートをセットにしたものです。

中学校用プレパラートセット（20種）
1-156-0982 20P ...............................￥8,500（+税）
1-156-0983 20P-3K（3個組） ..........￥25,000（+税）

学年 単元 セット内容

1年生

生物の観察
ミジンコ　ミカヅキモ　アオミドロ
ゾウリムシ　クンショウモ
ケイソウ（淡水）　ミドリムシ

花のつくりと働き マツの花粉

葉・茎・根の
つくりと働き

ホウセンカの茎（横断・縦断）
トウモロコシの茎（横断・縦断）

ツバキの葉の断面
ムラサキツユクサの気孔※

種子をつくらない
植物の仲間

シダの茎の断面　シダの胞子
シダの前葉体

ゼニゴケの胞子と弾糸

型式 20P 20P-3K（3個組）

入数 20枚 60枚

●小学校でよく使用するプレパラートをセットにしたものです。
●教科書の内容に準拠したセット内容になっています。

小学校用プレパラートセット（12種）
1-156-0978 12P ...............................￥5,300（+税）
1-156-0979 12P-3K（3個組） ..........￥15,500（+税）

学年 単元 セット内容

5年生
水中の小さな生物

ミジンコ　ボルボックス　アオミドロ
ゾウリムシ　ミドリムシ

植物の受粉、結実 ヘチマの花粉　アサガオの花粉

6年生
水の通り道

ホウセンカの茎（横断・縦断）
ホウセンカの根（横断）
ムラサキツユクサの気孔

でんぷんのでき方 ジャガイモの貯蔵でんぷん

型式 12P 12P-3K（3個組）

入数 12枚 36枚12P

ミジンコ ホウセンカの茎 ジャガイモのでんぷん

教科書内容に準拠した
便利なプレパラートセット

学年 単元 セット内容

2年生 生物と細胞 ムラサキツユクサの気孔※

3年生
細胞分裂と
生物の成長

細胞分裂（タマネギの根端）

生物のふえ方 チャの花粉管

※は同一のプレパラートです。

20P

アオミドロ ムラサキツユクサの気孔 チャの花粉管

1枚にまとまっているから
大きさ比較にも便利

043-050_これは便利.indd   49043-050_これは便利.indd   49 2019/02/27   19:11:562019/02/27   19:11:56



50

これは便利

●中学校「植物のつくりとはたらき」で教科書に出てくる部位の
プレパラートを5枚セットしたもので、植物の分類を学習でき
ます。
●構造を比較する単子葉・双子葉の各部位と、教科書に頻出する
ムラサキツユクサの気孔・ツバキの葉断面をセットしています。
●保管ケースには各プレパラートに対応した図解等が載ってい
ますので、確認しながら顕微鏡観察することができます。

植物の分類学習用プレパラート
1-156-0995 単子葉・双子葉比較セット ...￥5,600（+税）

セット名 セット内容（各1枚　計5枚）

単子葉
（トウモロコシ・ムラサキツユクサ）

ムラサキツユクサの気孔　トウモロコシの花粉
トウモロコシの茎（横断・縦断）
トウモロコシの根（横断）

双子葉
（ホウセンカ・ツバキ）

ツバキの葉断面　ホウセンカの花粉
ホウセンカの茎（横断・縦断）
ホウセンカの根（横断）

〔別売部品〕植物の分類学習用プレパラート単体 
1-156-0996  単子葉（トウモロコシ・ムラサキツユクサ） ···￥2,900（＋税）
1-156-0997  双子葉（ホウセンカ・ツバキ） ·················￥2,900（＋税）

茎縦断面

茎横断面

単子葉と双子葉が比較できる！

●中央にくぼみがあり、厚みのある試料をつぶさずに観察でき
ます。

ケニス ホールスライドグラス
1-321-0298 1穴（50枚） .....................￥3,400（+税）

大きさ 25×75㎜

穴径 15～18㎜φ　深さ0.2～0.4㎜

厚さ 1.0～1.2㎜

入数 50枚
1穴

微生物の観察に最適

●4つのコーナーを45°に研磨している、安全なスライドグラ
スです。
●白縁磨はより透明度の高いガラスを使用したスライドグラス
です。

ケニス スライドグラス
1-321-0290 水縁磨（50枚） .....................￥580（+税）
1-321-0291 白縁磨（50枚） ....................￥780（+税）

大きさ 25×75㎜

厚さ 1.0～1.2㎜

入数 50枚 水縁磨
白縁磨

縁磨き処理済で安全

ソーダガラス ホウケイ酸ガラス

コストパフォーマンスを実現ケニス カバーグラス
1-321-0347 ソーダガラス ........................￥380（+税）
1-321-0353 ホウケイ酸ガラス ................￥650（+税）

大きさ 18×18㎜

ケース プラスチックケース

入数 200枚

●ホウケイ酸ガラスの方がより透明度が高く高品質です。
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ビーカー

フラスコ
シャーレ

試験管

気体発生

メスフラスコ
メスシリンダ

ピペット
ロート

注射筒
ガラス管

集気瓶
試薬瓶

容器類
洗浄瓶

蒸発皿
試料皿

ガラス
プラスチック

化学

物理

生物
地学

素材
パーツ

計量
計測

工具
安全

試薬

ビーカー

51 コード、価格が赤色のものは、一般によく使用されている商品です。

 ビーカー（ISOLAB）
コード 容　量 胴外径×全高 目盛（mL）※ 価　格

1-131-0120 50mL 46φ×60㎜ 5（最大45mL） ¥330（＋税）
1-131-0121 100mL 53φ×70㎜ 10（最大90mL） ¥360（＋税）
1-131-0122 250mL 70φ×77㎜ 25（最大225mL） ¥480（＋税）
1-131-0123 400mL 80φ×110㎜ 50（最大350mL） ¥580（＋税）
1-131-0124 600mL 90φ×125㎜ 50（最大550mL） ¥780（＋税）
1-131-0125 1000mL 105φ×145㎜ 100（最大900mL） ¥1,350（＋税）

※ビーカーの容量と目盛の最大値が異なるのでご注意下さい。
〔仕様〕ほうけい酸ガラス製

 ビーカー（IWAKI）
コード 容　量 胴外径×全高 目　盛 価　格

1-131-0108 10mL 30φ×40㎜ ― ¥570（＋税）
1-131-0109 20ｍL 34φ×45㎜ ― ¥570（＋税）
1-131-0110 50mL 46φ×60㎜ 10mL ¥440（＋税）
1-131-0111 100mL 55φ×70㎜ 10mL ¥410（＋税）
1-131-0112 200mL 68φ×91㎜ 25mL ¥480（＋税）
1-131-0113 300mL 77φ×111㎜ 25mL ¥570（＋税）
1-131-0114 500mL 90φ×125㎜ 50mL ¥850（＋税）
1-131-0115 1000mL 110φ×150㎜ 100mL ¥1,700（＋税）
1-131-0116 2000mL 135φ×200㎜ 250mL ¥4,400（＋税）

〔仕様〕ほうけい酸ガラス製

IWAKI

■ビーカー1組（6個入）
コード 容　量 入数 1個あたり 価　格

1-130-0910 50mL 6個 30円お得 ¥2,460（＋税）
1-130-0911 100mL 6個 30円お得 ¥2,280（＋税）
1-130-0912 200mL 6個 40円お得 ¥2,640（＋税）
1-130-0913 300mL 6個 40円お得 ¥3,180（＋税）
1-130-0914 500mL 6個 50円お得 ¥4,800（＋税）

お得パック
お得パック

 ビーカー（HARIO）
コード 容　量 胴外径×全高 目　盛 価　格

1-131-0098 10mL 30φ×40㎜ ― ¥570（＋税）
1-131-0099 20mL 34φ×45㎜ ― ¥570（＋税）
1-131-0100 50mL 46φ×61㎜ 10mL ¥430（＋税）
1-131-0101 100mL 55φ×73㎜ 10mL ¥400（＋税）
1-131-0102 200mL 67φ×90㎜ 25mL ¥460（＋税）
1-131-0103 300mL 78φ×105㎜ 50mL ¥560（＋税）
1-131-0104 500mL 92φ×121㎜ 50mL ¥840（＋税）
1-131-0105 1000mL 110φ×151㎜ 100mL ¥1,620（＋税）

〔仕様〕ほうけい酸ガラス製
お得パック

■ビーカー1組（6個入）
コード 容　量 入数 1個あたり 価　格

1-130-0900 50mL 6個 20円お得 ¥2,460（＋税）
1-130-0901 100mL 6個 20円お得 ¥2,280（＋税）
1-130-0902 200mL 6個 20円お得 ¥2,640（＋税）
1-130-0903 300mL 6個 30円お得 ¥3,180（＋税）
1-130-0904 500mL 6個 40円お得 ¥4,800（＋税）

お得パック
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コニカルビーカー

52必要な理科実験器がすぐ検索！

 コニカルビーカー（IWAKI）
コード 容　量 底外径×全高 価　格

1-131-0149 50mL 49φ×70㎜ ¥700（＋税）
1-131-0150 100mL 59φ×92㎜ ¥720（＋税）
1-131-0151 200mL 74φ×112㎜ ¥800（＋税）
1-131-0152 300mL 84φ×135㎜ ¥900（＋税）
1-131-0153 500mL 97φ×150㎜ ¥1,400（＋税）
1-131-0154 1000mL 120φ×181㎜ ¥5,300（＋税）
● 内容物の出し入れや、洗浄の際に便利です。
● 主に中和滴定などビーカーを振って溶液を撹拌する実験に使われます。
〔仕様〕ほうけい酸ガラス製

IWAKI

 コニカルビーカー（HARIO）
コード 容　量 底外径×全高 価　格

1-131-0139 50mL 50φ×71㎜ ¥650（＋税）
1-131-0140 100mL 59φ×92㎜ ¥650（＋税）
1-131-0141 200mL 74φ×112㎜ ¥700（＋税）
1-131-0142 300mL 85φ×132㎜ ¥800（＋税）
1-131-0143 500mL 99φ×146㎜ ¥1,230（＋税）
1-131-0144 1000mL 115φ×177㎜ ¥2,670（＋税）
● 倒れにくく、安定性を増したビーカーです。
● 主に中和滴定などビーカーを振って溶液を撹拌する実験に使われます。
〔仕様〕ほうけい酸ガラス製

 トールビーカー（HARIO）
コード 容　量 胴径×全高 目　盛 価　格

1-131-0129 50mL 44φ×75㎜ 10mL ¥650（＋税）
1-131-0130 100mL 50φ×90㎜ 10mL ¥650（＋税）
1-131-0131 200mL 60φ×111㎜ 25mL ¥700（＋税）
1-131-0132 300mL 65φ×135㎜ 50mL ¥810（＋税）
1-131-0133 500mL 77φ×150㎜ 50mL ¥1,230（＋税）
1-131-0134 1000mL 100φ×195㎜ 100mL ¥2,670（＋税）
● 背が高いため中身がこぼれにくく、溶液の混合に適しています。また湯煎な
どにも便利です。

● 1000mLのトールビーカーは、小学校5年「もののとけ方」で食塩が水にとけ
る様子を観察する実験に適しています。

〔仕様〕ほうけい酸ガラス製

 TPX®ビーカー
コード 容　量 口　径 底外径×全高 目　盛 価　格

1-340-0931 100mL 61㎜φ 55φ×71㎜ 10mL ¥230（＋税）
1-340-0932 200mL 74㎜φ 65.5φ×90.5㎜ 20mL ¥320（＋税）
1-340-0933 300mL 86㎜φ 76.5φ×105㎜ 25mL ¥380（＋税）
1-340-0934 500mL 95.5㎜φ 88.5φ×122㎜ 50mL ¥570（＋税）
1-340-0935 1000mL 120.5㎜φ 108φ×153.5㎜ 50mL ¥990（＋税）
● 透明で衝撃に強く通常の使用では破損しません。
● 耐酸、対アルカリ性に優れています。
● 170℃の耐熱性があり、オートクレーブ滅菌が可能です。
〔仕様〕PMP（TPX®）製　目盛付　使用温度：20～170℃

透明度に優れたTPXビーカー
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プラスチックビーカー

コード、価格が赤色のものは、一般によく使用されている商品です。53

 ■ 小学校でお薦めのビーカー
● 準備や後片付けの際、落下などによる破損を防ぐため、プラスチック製のPPビーカーがお薦めです。
● PPビーカーは半透明で内容物の確認ができます。PEビーカーは堅牢ですが不透明で内容物が見えません。
● 加熱実験にはガラス製ビーカーをお使い下さい。ほうけい酸ガラスは熱や衝撃に強く、耐熱性に優れています。

 PPビーカー
コード 容　量 口　径 底外径×全高 目　盛 価　格

1-131-0941 100mL 57㎜φ 56.5φ×71㎜ 10mL ¥110（＋税）
1-131-0942 200mL 70㎜φ 68φ×91㎜ 20mL ¥140（＋税）
1-131-0943 300mL 82㎜φ 78φ×108㎜ 25mL ¥160（＋税）
1-131-0944 500mL 92㎜φ 90φ×121㎜ 50mL ¥190（＋税）
1-131-0945 1000mL 116㎜φ 109φ×152㎜ 50mL ¥350（＋税）
● ポリプロピレン製で耐薬品性・耐熱性に優れています。
● 内容物が確認できる透明度をもっており、目盛も見やすく使い勝手抜群です。
● 加熱の必要のない実験には、割れにくいPPビーカーが人気です。
〔仕様〕ポリプロピレン製　目盛付　半透明　耐熱温度：120℃

 エコノミーPPビーカー　
コード 容　量 口　径 底外径×全高 目　盛 価　格

1-131-0875 50mL 42㎜φ 38φ×56㎜ 5mL ¥90（＋税）
1-131-0876 100mL 58㎜φ 54φ×72㎜ 25mL ¥90（＋税）
1-131-0877 200mL 67㎜φ 62φ×84㎜ 25mL ¥110（＋税）
1-131-0878 300mL 79㎜φ 76φ×94㎜ 50mL ¥180（＋税）
1-131-0879 500mL 95㎜φ 90φ×116㎜ 50mL ¥260（＋税）
● 耐熱性・耐薬品性に優れた安価タイプのポリプロピレン製ビーカーです。
● 加熱の必要のない実験には、割れにくいPPビーカーが人気です。
〔仕様〕ポリプロピレン製　目盛付　半透明　耐熱温度：120℃

安価なビーカー

 PEビーカー
コード 容　量 口　径 底外径×全高 目　盛 価　格

1-131-0930 100mL 77㎜φ 52φ×68㎜ 10mL ¥90（＋税）
1-131-0931 200mL 91㎜φ 59φ×85㎜ 20mL ¥110（＋税）
1-131-0932 300mL 108㎜φ 71φ×94㎜ 25mL ¥150（＋税）
1-131-0933 500mL 123㎜φ 86φ×118㎜ 50mL ¥200（＋税）
1-131-0934 1000mL 156㎜φ 110φ×126㎜ 100mL ¥350（＋税）
● ポリエチレン製で射出成型品ですので、製品の肉厚が一定になっており、底
部もフラットに仕上がっています。

〔仕様〕高密度ポリエチレン製　目盛付　使用温度：－50～80℃

衝撃に強い

 ミニカップ（ミニビーカー）
コード 型　式 容　量 底外径×全高 目盛 入数 価　格

1-341-0461 No.10 10mL 29.4φ×27㎜ 1mL 100 ¥1,450（＋税）
1-341-0462 No.20 20mL 33.2φ×36㎜ 2.5mL 100 ¥2,100（＋税）
1-341-0463 No.30 30mL 37.0φ×40㎜ 5mL 100 ¥2,450（＋税）
1-341-0466 No.30T 30mL 37.0φ×40㎜ 5mL 10 ¥240（＋税）
1-341-0464 No.50 50mL 43.6φ×47㎜ 5mL 100 ¥2,900（＋税）
1-341-0467 No.50T 50mL 43.6φ×47㎜ 5mL 10 ¥300（＋税）

〔仕様〕ポリプロピレン製　目盛付　耐熱温度：80℃
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プラスチックビーカー

必要な理科実験器がすぐ検索！ 54

便利な
取手付

 取手付PPビーカー
コード 容　量 口　径 底外径×全高 目　盛 価　格

1-131-0935 100mL 57㎜φ 56.5φ×71㎜ 10mL ¥130（＋税）
1-131-0936 200mL 70㎜φ 68φ×91㎜ 20mL ¥200（＋税）
1-131-0937 300mL 82㎜φ 78φ×108㎜ 25mL ¥220（＋税）
1-131-0938 500mL 92㎜φ 90φ×121㎜ 50mL ¥330（＋税）
1-131-0939 1000mL 116㎜φ 109φ×152㎜ 50mL ¥410（＋税）
1-131-0940 2000mL 137㎜φ 131φ×200㎜ 100mL ¥530（＋税）
● 取手は手にフィットする形状で注ぎやすく成型されています。
〔仕様〕ポリプロピレン製　目盛付　半透明　耐熱温度：120℃

 取手付TPX®ビーカー
コード 容　量 口　径 底外径×全高 目　盛 価　格

1-340-0940 100mL 61㎜φ 55.5φ×70㎜ 10mL ¥260（＋税）
1-340-0941 200mL 74㎜φ 67φ×90㎜ 20mL ¥380（＋税）
1-340-0942 300mL 91㎜φ 76.5φ×94.5㎜ 25mL ¥490（＋税）
1-340-0943 500mL 104.5㎜φ 89φ×117㎜ 50mL ¥610（＋税）
1-340-0944 1000mL 130.5㎜φ 108φ×151㎜ 50mL ¥1,000（＋税）
1-340-0945 2000mL 164㎜φ 134φ×190㎜ 100mL ¥1,500（＋税）
1-340-0946 3000mL 180㎜φ 146φ×220㎜ 100mL ¥2,500（＋税）
1-340-0947 5000mL 203㎜φ 165φ×258.5㎜ 200mL ¥3,300（＋税）

〔仕様〕PMP（TPX®）製　目盛付　使用温度：20～170℃

 取手付PEビーカー
コード 容　量 口　径 底外径×全高 目　盛 価　格

1-340-0870 300mL 98.5㎜φ 76.5φ×94.5㎜ 25mL ¥200（＋税）
1-340-0871 500mL 114.5㎜φ 89.5φ×116.5㎜ 50mL ¥280（＋税）
1-340-0872 1000mL 148㎜φ 109φ×151㎜ 50mL ¥320（＋税）
1-340-0873 2000mL 184㎜φ 134φ×190㎜ 100mL ¥380（＋税）
● ポリエチレン製で堅牢です。
● 底部はフラット仕上げで、マグネチックスターラーでの安定した撹拌が得ら
れます。

〔仕様〕高密度ポリエチレン製　目盛付　使用温度：－40～85℃

 メジャーカップ
コード 容　量 口径×全高 目　盛 価　格

1-131-0895 200mL 72φ×93㎜ 20mL ¥200（＋税）
1-131-0896 300mL 82φ×112㎜ 25mL ¥220（＋税）
1-131-0897 500mL 92φ×121㎜ 50mL ¥320（＋税）
1-131-0898 1000mL 117φ×154㎜ 50mL ¥410（＋税）
1-131-0899 2000mL 140φ×202㎜ 100mL ¥770（＋税）
● 透明度に優れた目盛入カップです。
● 計量で扱いやすい取手付ビーカーです。
〔仕様〕ポリスチレン製　目盛付　耐熱温度：77℃

透明で
使い易い
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三角フラスコ・丸底フラスコ

コード、価格が赤色のものは、一般によく使用されている商品です。

 三角フラスコ（IWAKI）
コード 容　量 最大径×全高 適合ゴム栓※ 価　格

1-131-0040 50mL 52φ×82㎜ No.4 ¥610（＋税）
1-131-0041 100mL 65φ×110㎜ No.8 ¥610（＋税）
1-131-0042 200mL 81φ×131㎜ No.9 ¥640（＋税）
1-131-0043 300mL 91φ×150㎜ No.9 ¥750（＋税）
1-131-0044 500mL 108φ×173㎜ No.12 ¥1,120（＋税）
1-131-0045 1000mL 133φ×215㎜ No.15 ¥2,180（＋税）
1-131-0046 2000mL 172φ×270㎜ No.17 ¥6,870（＋税）

※工場吹き製品のため多少口径が異なる場合があります。
※出来るだけ6個単位（小箱の入数）でご注文願います。
〔仕様〕ほうけい酸ガラス製 ゴ ム 栓 93頁

IWAKI

 三角フラスコ（HARIO）
コード 容　量 最大径×全高 適合ゴム栓※ 価　格

1-131-0027 50mL 54φ×81㎜ No.5 ¥610（＋税）
1-131-0028 100mL 66φ×102㎜ No.7 ¥610（＋税）
1-131-0029 200mL 80φ×126㎜ No.9 ¥640（＋税）
1-131-0030 300mL 90φ×148㎜ No.11 ¥750（＋税）
1-131-0031 500mL 108φ×171㎜ No.13 ¥1,120（＋税）
1-131-0032 1000mL 134φ×215㎜ No.14 ¥1,980（＋税）
1-131-0033 2000mL 172φ×270㎜ No.16 ¥4,800（＋税）

※工場吹き製品のため多少口径が異なる場合があります。
※出来るだけ6個単位（小箱の入数）でご注文願います。
〔仕様〕ほうけい酸ガラス製

 丸底フラスコ（HARIO）
コード 容　量 胴径×全高 適合ゴム栓※ 価　格

1-131-0009 50mL 53φ×105㎜ No.2 ¥840（＋税）
1-131-0010 100mL 65φ×126㎜ No.3 ¥840（＋税）
1-131-0011 200mL 80φ×155㎜ No.6 ¥980（＋税）
1-131-0012 300mL 93φ×180㎜ No.8 ¥1,110（＋税）
1-131-0013 500mL 108φ×210㎜ No.8 ¥1,630（＋税）
1-131-0014 1000mL 135φ×260㎜ No.10 ¥2,890（＋税）
1-131-0015 2000mL 170φ×325㎜ No.12 ¥5,720（＋税）
● 丸底フラスコは加熱実験や減圧加圧に適しています。
※工場吹き製品のため口径が異なる場合があります。
〔仕様〕ほうけい酸ガラス製

 平底フラスコ（HARIO）
コード 容　量 胴径×全高 適合ゴム栓※ 価　格

1-131-0021 200mL 80φ×155㎜ No.6 ¥980（＋税）
1-131-0022 300mL 93φ×180㎜ No.7 ¥1,110（＋税）
1-131-0023 500mL 108φ×210㎜ No.8 ¥1,640（＋税）
1-131-0024 1000mL 135φ×260㎜ No.11 ¥2,920（＋税）
● 底面がフラットで倒れにくい構造です。
※工場吹き製品のため口径が異なる場合があります。
〔仕様〕ほうけい酸ガラス製
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枝付フラスコ

56必要な理科実験器がすぐ検索！

蒸留実験に

 枝付フラスコ
コード 容　量 胴径×全高 枝径×長さ 価　格

1-131-0050 50mL 55φ×160㎜ 7φ×100㎜ ¥2,100（＋税）
1-131-0051 100mL 65φ×195㎜ 7φ×100㎜ ¥2,200（＋税）
1-131-0052 200mL 80φ×240㎜ 8φ×130㎜ ¥3,500（＋税）
1-131-0053 300mL 93φ×280㎜ 8φ×130㎜ ¥3,900（＋税）
1-131-0054 500mL 103φ×300㎜ 8φ×150㎜ ¥4,800（＋税）
● 蒸留実験で入れる液体の量は、フラスコ球部の半分程度です。
● 枝部に取付けるゴム管は、枝径7㎜の場合は内径6㎜、枝径8㎜の場合は内径
7㎜のゴム管をおすすめします。

〔仕様〕ほうけい酸ガラス製 温 度 計 138頁穴あきゴム栓 94頁 ※工場吹き製品のため口径が異なる場合があります。

 枝付フラスコ（穴あきゴム栓付）
コード 容　量 胴径×全高 枝径×長さ 付属穴あきゴム栓 価　格

1-131-0085 50mL 55φ×160㎜ 7φ×100㎜ No.3 ¥2,300（＋税）
1-131-0086 100mL 65φ×195㎜ 7φ×100㎜ No.3 ¥2,400（＋税）
1-131-0087 200mL 80φ×240㎜ 8φ×130㎜ No.6 ¥3,700（＋税）
1-131-0088 300mL 93φ×280㎜ 8φ×130㎜ No.8 ¥4,100（＋税）
1-131-0089 500mL 103φ×300㎜ 8φ×150㎜ No.8 ¥5,000（＋税）
● 温度計を差し込める穴あきゴム栓（穴径6㎜φ）付です。
● 枝部に取付けるゴム管は、枝径7㎜の場合は内径6㎜、枝径8㎜の場合は内径
7㎜のゴム管をおすすめします。

温度計用の
穴あきゴム栓付

 蒸留フラスコセット
コード 容量 丸底フラスコ 温度計 付　属 価　格

1-131-0070 200mL 81φ×155㎜ －5～105℃ ゴム栓　ガラス管　チューブ ¥3,800（＋税）

〈先生の困った対応品：枝付フラスコに比べ破損を軽減〉
● 中学校１年生で行う赤ワインの蒸留実験に使用します。
※温度計は付属しません。
〔別売部品〕
1-126-0519 ガラス管（I字管）　７φ×180㎜ ･･････････････ ¥180 （＋税）

 枝付試験管
コード 型　式 容量 試験管 価　格

1-131-0190 ES 30mL 18φ×180㎜ ¥380（＋税）
1-131-0191 ES-AG（穴あきゴム栓付） 30mL 18φ×180㎜ ¥520（＋税）
● 水やエタノールの沸点測定実験の際、枝付フラスコの代わりに使用できます。
少量の試料で安全に、短時間で実験できます。

● 穴あきゴム栓付はゴム栓No.2（穴径6㎜φ）が付属しています。
〔仕様〕枝径×長さ：7φ×30㎜ ゴ ム 管 96頁

温度計

枝付試験管 

水 試料

沸とう石

氷水

※ 枝付フラスコは工場吹き製品のため多少口径が異なる場
合があります。

 枝付フラスコセット
コード 容　量 球径×全高 枝径×長さ 付属穴あきゴム栓 価　格

1-131-0080 50mL 55φ×160㎜ 7φ×100㎜ No.3 ¥2,600（＋税）
1-131-0081 100mL 65φ×195㎜ 7φ×100㎜ No.3 ¥2,700（＋税）
1-131-0082 200mL 80φ×240㎜ 8φ×130㎜ No.6 ¥4,000（＋税）
1-131-0083 300mL 93φ×280㎜ 8φ×130㎜ No.8 ¥4,400（＋税）
1-131-0084 500mL 103φ×300㎜ 8φ×150㎜ No.8 ¥5,300（＋税）
● 枝付フラスコに透明ゴム管、ガラス管、穴あきゴム栓が付属します。
〔仕様〕透明ゴム管（50～200mLは300㎜、300・500mLは450㎜）

ガラス管（100㎜）　穴あきゴム栓（穴径/6㎜φ）
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シャーレ・時計皿

コード、価格が赤色のものは、一般によく使用されている商品です。

 シャーレ（ペトリ皿）
コード 型　式

底側 蓋
価　格

口内径×高さ 外径×高さ

1-131-0725 ISO-60 49φ×15㎜ 60φ×12㎜ ¥300（＋税）
1-131-0826 NOR-80 70φ×14㎜ 80φ×11㎜ ¥320（＋税）
1-131-0827 NOR-100 90φ×18㎜ 100φ×14㎜ ¥380（＋税）
1-131-0828 NOR-120 110φ×18㎜ 120φ×14㎜ ¥580（＋税）
1-131-0729 ISO-150 139φ×24㎜ 150φ×20㎜ ¥960（＋税）
● 安価タイプのガラス製シャーレです。
〔仕様〕並質ガラス製　焼口

外径

口内径高
さ

高
さ

 シャーレ（ペトリ皿）
コード 型　式

底側 蓋
価　格

口内径×高さ 外径×高さ

1-131-0778 30 27φ×15㎜ 37φ×15㎜ ¥580（＋税）
1-131-0779 45 41.5φ×18㎜ 53φ×16㎜ ¥580（＋税）
1-131-0780 60 59φ×20㎜ 71φ×17㎜ ¥600（＋税）
1-131-0781 70 70φ×20㎜ 82φ×17㎜ ¥600（＋税）
1-131-0783 90A 85.5φ×20㎜ 98φ×18㎜ ¥620（＋税）
1-131-0786 100 98.5φ×21㎜ 112φ×18㎜ ¥1,650（＋税）
1-131-0784 120 116φ×24㎜ 129.5φ×20㎜ ¥2,300（＋税）
1-131-0785 150 146φ×28㎜ 160φ×22㎜ ¥3,000（＋税）
● 透明度の優れた平面板ガラスを使用し、凸凹がなく、
焼口で肉厚が一定です。

〔仕様〕並質ガラス製　焼口

外径

口内径高
さ

高
さ

 滅菌シャーレ
コード 型　式 大　き　さ 入　数 価　格

1-132-0040 DM-15浅型（120枚組） 90φ×15㎜ 12枚×10包 ¥2,300（＋税）
1-132-0157 DM-20深型（100枚組） 90φ×19㎜ 10枚×10包 ¥2,200（＋税）
● フタ上部に滑り止めリブがついており積み重ねが可能です。
● DM-15浅型は1枚単位が約19円、DM-20深型は1枚単価が22円と大変お得
です。

● 定番のガラス製シャーレは一時的に物を保管するのにも便利です。
〔仕様〕ポリスチレン製　ズレ防止用リブ付　滅菌済

滅菌済

DM-20DM-15

 時計皿
コード 直径 厚さ 材　質 耐熱温度 価　格

1-131-0848 45㎜φ 2㎜ 並質ガラス 約70℃ ¥150（＋税）
1-131-0849 50㎜φ 2㎜ 並質ガラス 約70℃ ¥150（＋税）
1-131-0850 60㎜φ 2㎜ 並質ガラス 約70℃ ¥180（＋税）
1-131-0851 75㎜φ 2㎜ 並質ガラス 約70℃ ¥180（＋税）
1-131-0852 90㎜φ 2㎜ 並質ガラス 約70℃ ¥220（＋税）
1-131-0855 100㎜φ 2㎜ 並質ガラス 約70℃ ¥250（＋税）
● 検出反応や蒸発残留物確認の他に、ビーカーの蓋としても使用できます。

 ■ 時計皿の使用例
①蒸発残留物を得る実験に

②ビーカーの蓋に
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試験管

58必要な理科実験器がすぐ検索！

 試験管（短い試験管）
コード 型　式 外径×全長×厚さ 容量 ゴム栓 箱入数 価格（1箱）

1-131-0178 A-16.5短 16.5φ×105×1.1㎜ 16.3mL No.1 100 ¥6,100（＋税）
1-131-0179 A-18短 18φ×105×1.1㎜ 19.5mL No.2 100 ¥6,750（＋税）
● マルエム製のリム付試験管です。外径18㎜が標準的なサイズです。
※ゴム栓は適合ゴム栓を表示しています。容量は目安です。
〔仕様〕ほうけい酸ガラス製　リム付

100本組

 ねじ口試験管
コード 型　式 大きさ 容　量 入　数 価　格

1-341-0129 N-16-10P 16.5φ×130㎜ 15mL 10本 ¥2,100（＋税）
● ねじ式のフタ付丸底試験管です。
● フタはシリコンパッキン付で、液もれを防ぎます。
〔仕様〕本体/ほうけい酸ガラス製　フタ/メラミン樹脂製

ねじフタで液漏れなし

10本組

 試験管
コード 型　式 外径×全長×厚さ 容量 ゴム栓 箱入数 価格（1箱）

1-131-0163 A-12 12φ×120×1.0㎜ 9.1mL No.03 100 ¥5,600（＋税）
1-131-0164 B-15 15φ×150×0.9㎜ 20mL No.01 50 ¥3,300（＋税）
1-131-0165 B-16.5 16.5φ×165×0.9㎜ 27mL No.1 50 ¥3,500（＋税）
1-131-0166 B-18 18φ×180×0.9㎜ 36mL No.2 50 ¥4,000（＋税）
1-131-0167 A-21 21φ×200×1.3㎜ 52mL No.4 50 ¥7,700（＋税）
1-131-0168 A-24 24φ×200×1.3㎜ 70mL No.6 50 ¥9,000（＋税）
1-131-0169 A-30 30φ×200×1.3㎜ 112mL No.9 25 ¥7,500（＋税）
● マルエム製のリム付試験管です。外径18㎜が標準的なサイズです。
※ゴム栓は適合ゴム栓を表示しています。容量は目安です。（全高の80％） 試験管はさみ 124頁

〔仕様〕ほうけい酸ガラス製　リム付

 試験管
コード 型　式 外径×全長×厚さ 容量 ゴム栓 箱入数 価格（1箱）

1-131-0170 A-12P 12φ×120×1.1㎜ 7mL No.03 100 ¥4,800（＋税）
1-131-0171 A-15P 15φ×150×1.2㎜ 15mL No.01 50 ¥3,100（＋税）
1-131-0172 A-16.5P 16.5φ×165×1.2㎜ 20mL No.1 50 ¥3,400（＋税）
1-131-0173 A-18P 18φ×180×1.2㎜ 27mL No.2 50 ¥3,500（＋税）
1-131-0174 A-21P 21φ×200×1.2㎜ 43mL No.4 50 ¥7,300（＋税）
1-131-0175 A-25P 25φ×200×1.2㎜ 63mL No.7 50 ¥9,750（＋税）
1-131-0176 A-30P 30φ×200×1.5㎜ 93mL No.9 25 ¥6,325（＋税）
● IWAKI製のリム付試験管です。外径18㎜が標準的なサイズです。
※ゴム栓は適合ゴム栓を表示しています。容量は目安です。（全高の80％） ゴ ム 栓 93頁

IWAKI

試験管立て 118頁
〔仕様〕ほうけい酸ガラス製　リム付

 小分け試験管
コード 型　式 外径×全長×厚さ 容量 箱入数 価格（1箱）

1-131-0188 18㎜ 10本 18φ×180×1.2㎜ 27mL 10本 ¥980（＋税）

〈先生の困った対応品：少量で低予算に対応〉
● 上記IWAKI製の18㎜リム付試験管が10本、小箱に入っています。

10本組購入しやすい少量パック
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試験管

コード、価格が赤色のものは、一般によく使用されている商品です。

 遠沈管（25本組）
コード 型　式 容　量 包装単位 入　数 価　格

1-361-0884 3218-15 15mL 25本/袋 25本 ¥980（＋税）
1-361-0885 3252-50 50mL 25本/袋 25本 ¥1,480（＋税）
● ガンマ線滅菌済のポリプロピレン製チューブです。
● チューブ本体に大きな書き込み用スペースがあります。
● キャップの内側にはシールがあり、液漏れが起こりにくくなっています。
● 半透明のPP製で、割れない試験管として人気です。
〔仕様〕ポリプロピレン製

3218-15 3252-50

25本組

 目盛付試験管（マルエム製）
コード 型　式 容　量 外径×全長×厚さ 適合ゴム栓 入数 価格（1箱）

1-131-0200 M-15 15mL 15×150×0.9㎜ No.01 50 ¥6,600（＋税）
1-131-0201 M-20 20mL 16.5×165×0.9㎜ No.1 50 ¥7,200（＋税）
1-131-0202 M-30 30mL 18×180×0.9㎜ No.2 50 ¥8,000（＋税）

〔仕様〕ほうけい酸ガラス製　リム付　1目盛1mL

M-30

M-20

M-15

1mL目盛付

50本組

 カラー試験管マーカー
コード 型式 適合試験管 入　数 価　格

1-103-0250 4色組 外径18㎜φ・16.5㎜φ 赤・青・黄・緑  各1個 ¥580（＋税）

〈先生の困った対応品：試験管の識別に対応〉
● 試験管に取付けることで、色により識別できます。
〔仕様〕塩ビ製

カラーシリコン乳豆 69頁

4色組

 試験管マーカー
コード 型式 適合試験管 入　数 価　格

1-103-0300 10個組 外径18㎜φ・16.5㎜φ 赤×4　橙×2　緑×2　青×2 ¥580（＋税）
● 試験管にはめるだけで、色による識別ができます。
● 耐久性に優れたシリコン製です。
〔仕様〕シリコンゴム製

10個組

片側閉管タイプ20本組  融点測定用ガラス管（20本組）
コード 型　式 胴径×全長 肉　厚 入　数 価格（1箱）

1-138-0250 MNT 6φ×75㎜ 1㎜ 20本組 ¥980（＋税）

● パルミチン酸などの融点測定用の一端を閉じた小型
ガラス管です。

●棒状温度計にそわせて底部を感温部に合わせた後、
ひもで固定して使用します。

《 中学校教科書準拠 》

 試験管マーカー
コード 型　式 適合試験管 入　数 価格（1箱）

1-103-0303 6色ゴム 外径16.5～30㎜φ
赤・白・黄・緑・青・紫
6色×各50個 ¥980（＋税）

● 試験管にはめるだけで、色による識別ができます。
〔仕様〕シリコンゴム製  

試験管マーカー
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気体発生用試験管

60必要な理科実験器がすぐ検索！

食塩を高温で溶かす実験に
 石英試験管
コード 型　式 使用限界温度 大　き　さ 価　格

1-131-0195 S-18 1100℃ 18φ×180㎜ ¥5,300（＋税）
● ほうけい酸ガラスの試験管よりも耐熱温度が高く、高温実験に最適です。
● 食塩を石英試験管に入れ800℃程に加熱すると液体になります。
〔仕様〕石英ガラス直口（リムなし）

 V字管（石英ガラス）
コード 型　式 使用限界温度 大　き　さ 価　格

1-131-0620 16φ 800℃ 165×165㎜ ¥9,800（＋税）
● ほうけい酸ガラスの試験管よりも耐熱温度が高く、高温実験に最適です。
● 融点の高い食塩の融解塩電解に使用するV字管です。
〔仕様〕材質：石英ガラス　耐熱温度：800℃　口径：16㎜φ（外径）

 気体発生用試験管（4セット組）
コード 型式 大　き　さ 入数 価　格

1-126-0478 KB 試験管18φ×180㎜　直管付 4セット ¥2,800（＋税）
● 中学校2年生の炭酸水素ナトリウムの熱分解実験などの実験に使用できる気
体発生装置です。

ガスバーナー 120頁
加熱（分解）による気体発生

KB

4本組

4本組 気体発生用試験管（4セット組）
コード 型式 大　き　さ 入数 価　格

1-126-0477 KA 試験管18φ×180㎜　L字管付 4セット ¥3,000（＋税）
● 水素やアンモニアの気体の発生に使用する気体発生装置です。発生した気体
を採集するのに便利なL字管を付属しています。

スチロール丸型水槽 199頁
混合による気体発生

KA

 加熱用試験管（6本組）
コード 大　き　さ 入数 価　格

1-126-0475 試験管18φ×180㎜　直管ゴム栓付 6本 ¥2,700（＋税）
● 炭酸水素ナトリウムや酸化銀の加熱による分解実験に使いやすいゴム栓・ガ
ラス管付きの試験管です。

● 加熱中に発生する気体を採集する際は別途ゴムチューブをご使用下さい。
〔仕様〕ガラス管（7φ×60㎜）　ゴム栓（No.2）

6本組

実験動画102
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気体発生装置

コード、価格が赤色のものは、一般によく使用されている商品です。

 気体発生装置
コード 型式 セ　ッ　ト　内　容 価　格

1-126-0505 RK-2
三角フラスコ300mL　活栓付足長ロート
穴あきゴム栓　L字管2本　ソフトチューブ ¥4,600（＋税）

● 教科書に準拠した気体の発生に使用する気体発生装置です。フラスコ内に試
薬を入れ、活栓付ロートから酸やアルカリを滴下するだけで簡単に気体を発
生します。
 水素を発生させる実験には使用できません。

〔別売部品〕
1-126-0513 RK-2用活栓付足長ロート（60㎜φ） ･････････ ￥2,900 （＋税）

 気体発生装置
コード 型式 セ　ッ　ト　内　容 価　格

1-126-0515 FG
三角フラスコ300mL　PTFE活栓付安全ロート
穴あきゴム栓　L字管2本　ソフトチューブ ¥4,500（＋税）

● 教科書に準拠した酸素・二酸化炭素の気体の発生に使用する気体発生装置で
す。フラスコ内に試薬を入れ、活栓付安全ロートから酸やアルカリを滴下す
るだけで簡単に気体を発生します。
 水素を発生させる実験には使用できません。

教科書での定番実験
酸素・二酸化炭素の発生に

 さ状ガス発生器（二又試験管）
コード 管　径 付　属 価　格

1-126-0530 21㎜φ ゴム栓No.5（穴径6㎜）L字管（外径7㎜） ¥1,280（＋税）
1-126-0531 18㎜φ ゴム栓No.2（穴径6㎜）L字管（外径7㎜） ¥980（＋税）
● 二又管でできた気体発生器です。
● くぼみのある側に固体、他方に液体試薬を入れ、液体側の試験管を傾けて固
体側に注ぎ、反応させて気体を発生させます。

● 気体の発生を止めたいときは、くぼみに固体を引っかけて液体だけを元に戻
します。
付属：L字管（外径約7㎜φ）　穴あきゴム栓付

くぼみ付

 簡易キップ式気体発生装置
コード 型式 有効容量 外　槽 内　槽 価　格

1-126-0510 PT 約450mL 70φ×150㎜ 30φ×170㎜ ¥7,500（＋税）

〈先生の困った対応品：プラスチック製で破損を軽減〉
● 破損の心配の少ないプラスチック製の気体発生装置です。
● キップ式の原理と同じで上部活栓の開閉で気体の発生をコントロールでき、
必要量だけ採集できます。
付属：穴あきゴム栓　活栓　L字管　ソフトチューブ

実験動画100

破損しにくいプラスチック製
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62必要な理科実験器がすぐ検索！

 アンモニアの噴水実験セット
コード 型式 セ　ッ　ト　内　容 価　格

1-126-0540 AF
丸底フラスコ300mL　ビーカー300mL

L字管　I字管付ゴム栓（スポイト付）　試験管×2 ¥4,100（＋税）

アンモニアの採集 アンモニアの噴水 

アンモニア水用 
L字管 

塩化アンモニウム用 
L字管 

アンモニア水 

塩化アンモニウム 
水酸化カルシウム 

〔別売部品〕
1-126-0541 ガラス管のみ4種セット ････････････････････¥2,500 （＋税）
  アンモニアの噴水実験セットのフラスコ、ビーカー、試験管、ゴム栓、乳

豆を除いたガラス管4種のみ
1-136-0089 穴あきゴム栓　No.8（2穴） ･･････････････････ ¥330 （＋税）

アンモニアの噴水実験セット

水を3～5mL入れます

アンモニア水用
L字管

塩化アンモニウム用
L字管

※鉄製スタンドは付属しません。

 U字管（塩化カルシウム管）
コード 形　状 管径×全高 適合ゴム栓 価　格

1-131-0632
U字管

15φ×150㎜ No.01 ¥800（＋税）
1-131-0633 18φ×180㎜ No.02 ¥980（＋税）

 U字管（L字管付）
コード 形　状 管径×全高 L字管 価　格

1-131-0635 L字管付 18φ×180㎜ 7φ×60×60㎜ ¥1,700（＋税） L字管付U字管

電
気
分
解
や

気
体
乾
燥
用
に

 メスフラスコ（PP栓付）
コード 容　量 栓 許容誤差 価　格

1-341-0362 50mL 12/21 ±0.06mL ¥1,500（＋税）
1-341-0363 100mL 14/23 ±0.1mL ¥1,600（＋税）
1-341-0364 200mL 14/23 ±0.15mL ¥2,200（＋税）
1-341-0365 250mL 14/23 ±0.15mL ¥2,600（＋税）
1-341-0366 500mL 19/26 ±0.25mL ¥2,900（＋税）
1-341-0367 1000mL 24/29 ±0.4mL ¥3,600（＋税）

〔仕様〕ほうけい酸ガラス製　DIN規格

 メスフラスコ（SIBATA）
コード 容　量 栓サイズ 許容誤差 価　格

1-742-0000 10mL 9 ±0.025mL ¥1,670（＋税）
1-742-0001 20mL 9 ±0.04mL ¥1,670（＋税）
1-742-0002 25mL 9 ±0.04mL ¥1,670（＋税）
1-742-0003 50mL 13 ±0.06mL ¥1,670（＋税）
1-742-0004 100mL 13 ±0.1mL ¥1,830（＋税）
1-742-0005 200mL 16 ±0.15mL ¥2,350（＋税）
1-742-0006 250mL 16 ±0.15mL ¥2,780（＋税）
1-742-0007 500mL 19 ±0.25mL ¥3,120（＋税）
1-742-0008 1000mL 22 ±0.4mL ¥3,810（＋税）

〔仕様〕ほうけい酸ガラス製　JISクラスA規格（カスタムA）
ガラス栓
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メスシリンダー

コード、価格が赤色のものは、一般によく使用されている商品です。

 メスシリンダー（安全リング付）
コード 容量 目盛 安全リング 安全クッション 価　格

1-103-0040 20mL 0.2mL ○ － ¥1,200（＋税）
1-103-0041 25mL 0.2mL ○ － ¥1,500（＋税）
1-103-0042 50mL 0.5mL ○ － ¥1,600（＋税）
1-103-0043 100mL 1mL ○ ○ ¥1,900（＋税）
1-103-0044 200mL 2mL ○ ○ ¥2,300（＋税）
1-103-0046 500mL 5mL － ○ ¥4,200（＋税）
1-103-0047 1000mL 10mL － ○ ¥8,800（＋税）
■安全リング
コード 規格 価　格

1-103-0060 20mL用 ¥130（＋税）
1-103-0061 25mL用 ¥130（＋税）
1-103-0062 50mL用 ¥160（＋税）
1-103-0063 100mL用 ¥180（＋税）
1-103-0064 200mL用 ¥210（＋税）

〔仕様〕ほうけい酸ガラス製

■安全クッション
コード 規格 価　格

1-103-0065 100mL用 ¥420（＋税）
1-103-0066 200mL用 ¥630（＋税）
1-103-0048 500mL用 ¥780（＋税）
1-103-0049 1000mL用 ¥1,580（＋税）

※ 安全リング・安全クッションは上記
掲載のメスシリンダーにもご使用い
ただけます。

安全リング

安全
クッション

注ぎ口の
破損を防止

ガラス

 メスシリンダー
コード 容　量 目　盛 胴外径×全高 価　格

1-103-0011 10mL 0.1mL 14φ×180㎜ ¥1,150（＋税）
1-103-0012 20mL 0.2mL 16φ×200㎜ ¥1,250（＋税）
1-103-0013 25mL 0.2mL 17φ×210㎜ ¥1,580（＋税）
1-103-0014 50mL 0.5mL 25φ×220㎜ ¥1,650（＋税）
1-103-0015 100mL 1mL 32φ×250㎜ ¥1,950（＋税）
1-103-0016 200mL 2mL 41φ×275㎜ ¥2,400（＋税）
1-103-0017 250mL 2mL 42φ×305㎜ ¥2,600（＋税）
1-103-0018 500mL 5mL 55φ×360㎜ ¥4,500（＋税）
1-103-0019 1000mL 10mL 70φ×420㎜ ¥9,600（＋税）
1-103-0010 2000mL 20mL 88φ×485㎜ ¥13,200（＋税）

〔仕様〕ほうけい酸ガラス製　JIS R 3505 クラスA規格

ガラス

実験動画099

 メスシリンダー（SIBATA）
コード 容量 目　盛 胴外径×全高 安全リング 価　格

1-742-0470 10mL 0.1mL 13φ×180㎜ ― ¥950（＋税）
1-742-0471 20mL 0.2mL 16φ×200㎜ ○ ¥1,170（＋税）
1-742-0472 25mL 0.2mL 17φ×210㎜ ○ ¥1,400（＋税）
1-742-0473 50mL 0.5mL 25φ×215㎜ ○ ¥1,550（＋税）
1-742-0474 100mL 1mL 32φ×235㎜ ○ ¥1,800（＋税）
1-742-0475 200mL 2mL 41φ×270㎜ ○ ¥2,210（＋税）
1-742-0476 250mL 2mL 41φ×300㎜ ○ ¥2,420（＋税）
1-742-0477 300mL 2mL 46φ×320㎜ ○ ¥3,910（＋税）
1-742-0478 500mL 5mL 55φ×360㎜ ○ ¥4,300（＋税）
1-742-0479 1000mL 10mL 70φ×420㎜ ○ ¥9,040（＋税）
● シバタ製 カスタムAのメスシリンダーです。
● 転倒時の破損を防止する安全リング付です。（10mLを除く。）
〔仕様〕ほうけい酸ガラス製　JIS R 3505 クラスA規格（カスタムA）

ガラス

安全リング
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メスシリンダー

64必要な理科実験器がすぐ検索！

 ケミカルメスシリンダーS
コード 型　式 目　盛 胴外径×全高 価　格

1-103-0150 S-10mL 0.1mL 15φ×157㎜ ¥450（＋税）
1-103-0151 S-20mL 0.2mL 18φ×194㎜ ¥510（＋税）
1-103-0152 S-50mL 1mL 27φ×205㎜ ¥630（＋税）
1-103-0153 S-100mL 1mL 35φ×256㎜ ¥680（＋税）
1-103-0154 S-200mL 2mL 45φ×275㎜ ¥830（＋税）
1-103-0155 S-500mL 5mL 62φ×340㎜ ¥1,330（＋税）
1-103-0156 S-1000mL 10mL 72φ×432㎜ ¥1,780（＋税）
● 目盛が消える心配のない刻印目盛を採用しています。
〔仕様〕ポリメタクリルスチレン製　刻印目盛

刻
印
目
盛

 メスシリンダー（ISOLAB）
コード 容　量 目　盛 胴外径×全高 価　格

1-341-0022 50mL 1.0mL 26×195㎜ ¥1,450（＋税）
1-341-0023 100mL 1.0mL 31.3×255㎜ ¥1,500（＋税）
1-341-0024 250mL 2.0mL 41×305㎜ ¥2,300（＋税）
1-341-0025 500mL 5.0mL 53.2×385㎜ ¥3,400（＋税）
1-341-0026 1000mL 10.0mL 67×455㎜ ¥5,600（＋税）

〔仕様〕ほうけい酸ガラス製　DIN/ISO クラスA規格
メスシリンダーラック 117頁

ガラス

六
角
形
で

転
が
り
防
止

 メスシリンダー（IWAKI）
コード 容　量 目　盛 胴外径×全高 安全リング 価　格

1-103-0072 50mL 0.5mL 25φ×200㎜ ○ ¥1,450（＋税）
1-103-0073 100mL 1mL 32φ×250㎜ ○ ¥1,550（＋税）
1-103-0074 200mL 2mL 42φ×275㎜ ○ ¥2,000（＋税）
1-103-0075 250mL 2mL 42φ×305㎜ ― ¥2,250（＋税）
1-103-0076 500mL 5mL 55φ×360㎜ ― ¥3,800（＋税）
● 注ぎ口の破損防止に役立つ安全リング付です。（50・100・200mLのみ）
● 信頼のIWAKIブランドです。
〔仕様〕ほうけい酸ガラス製　JIS R 3505 クラスA規格

ガラス

安全リング

印
刷
目
盛

 ケミカルメスシリンダー N
コード 型　式 目　盛 胴外径×全高 価　格

1-103-0030 N-10mL 0.1mL 13φ×190㎜ ¥500（＋税）
1-103-0031 N-20mL 0.2mL 15φ×230㎜ ¥600（＋税）
1-103-0032 N-50mL 0.5mL 24φ×241㎜ ¥750（＋税）
1-103-0033 N-100mL 1mL 32φ×249㎜ ¥830（＋税）
1-103-0034 N-200mL 2mL 40φ×279㎜ ¥980（＋税）
1-103-0035 N-500mL 5mL 55φ×369㎜ ¥1,470（＋税）
1-103-0036 N-1000mL 10mL 68φ×410㎜ ¥2,000（＋税）
● 鮮明で読みとりやすい印刷目盛を採用しています。
〔仕様〕ポリメチルメタアクリレート製　印刷目盛
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メスシリンダー

コード、価格が赤色のものは、一般によく使用されている商品です。

10mL
20mL

 メートルグラス（円錐型液量計）
コード 容　量 目　盛 許容誤差 価　格

1-103-0080 10mL 0.5mL ±0.3mL ¥1,600（＋税）
1-103-0081 20mL 0.5mL ±0.4mL ¥1,600（＋税）
1-103-0082 50mL 2mL ±0.9mL ¥1,950（＋税）
1-103-0083 100mL 5mL ±1.0mL ¥2,600（＋税）
1-103-0084 200mL 10mL ±2.0mL ¥3,900（＋税）
● 粘性の大きい液体の体積を測定する容器です。
〔仕様〕ほうけい酸ガラス製

 ポリビュレット
コード 容　量 目　盛 全　長 価　格

1-317-0336 25mL 0.1mL 616㎜ ¥3,200（＋税）
1-317-0337 50mL 0.2mL 785㎜ ¥3,200（＋税）
● ガラスのように割れる心配のないポリプロピレン製のビュレットです。
〔仕様〕 本体：ポリプロピレン製　コック部分：メチルペンテン樹脂製

プラグ：フッ素樹脂製

25mL

50mL

 TPX®メートルグラス
コード 容　量 目　盛 価　格

1-341-0320 20mL 2mL ¥320（＋税）
1-341-0321 100mL 5mL ¥620（＋税）
● 粘性の大きい液体の体積を測定する容器です。
● 耐薬品性・耐熱性・透明度に優れたTPX®製メートルグラスです。
〔仕様〕TPX®製

 PPメスシリンダー
コード 容　量 胴外径×全高 価　格

1-103-0000 10mL 14φ×161㎜ ￥500（＋税）
1-103-0001 20mL 17φ×191㎜ ¥620（＋税）
1-103-0002 50mL 24φ×218㎜ ¥760（＋税）
1-103-0003 100mL 33φ×247㎜ ¥820（＋税）
1-103-0004 200mL 41φ×274㎜ ¥1,050（＋税）
1-103-0005 300mL 44φ×332㎜ ￥1,100（＋税）
1-103-0006 500mL 54φ×358㎜ ￥1,540（＋税）
1-103-0007 1000mL 70φ×416㎜ ¥1,680（＋税）

〔仕様〕ポリプロピレン製

 パーセントメスシリンダー
コード 型　式 容　量 価　格

1-103-0045 MKS 500mL ¥3,900（＋税）
● 小・中学校で使用する代表的な％試薬が簡単に作れます。
● 水に市販の試薬（原液）を加えるだけで簡単に希望の％濃度が作れます。
〔仕様〕容量：500mL

目盛：硫酸・塩酸・酢酸・アンモニア水・水酸化ナトリウム
胴外径×全高：62φ×340㎜　材質：ポリメタクリルスチレン

教科書通りの％試薬が
簡単に作れます

薬品名 原濃度 作成濃度
硫酸 95％ 2.5％・5％・10％
塩酸 35％ 2％・2.5％・5％・10％
酢酸 99％氷酢酸 2％・4％・5％・10％

アンモニア水 28％ 2.5％・10％
水酸化ナトリウム 粒状 2％・2.5％・5％
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66必要な理科実験器がすぐ検索！

 ビュレット（ガラス活栓）
コード 容量 目盛 許容誤差 全長 色 価　格

1-103-0130 10mL 0.05mL ±0.02mL 585㎜

白
¥8,670（＋税）

1-103-0131 25mL 0.10mL ±0.03mL 655㎜ ¥9,800（＋税）
1-103-0132 50mL 0.10mL ±0.05mL 855㎜ ¥11,000（＋税）
1-103-0134 25mL 0.10mL ±0.03mL 655㎜

茶
¥12,000（＋税）

1-103-0135 50mL 0.10mL ±0.05mL 855㎜ ¥13,600（＋税）

〔仕様〕ほうけい酸ガラス製　JISクラスA規格
〔別売部品〕
1-103-0139 活栓用ゴムパッキン（ガラス用） ･････¥90 （＋税）

 ビュレット（PTFE活栓）
コード 容　量 目　盛 許容誤差 全　長 価　格

1-103-0136 10mL 0.05mL ±0.02mL 約600㎜ ￥7,590（＋税）
1-103-0137 25mL 0.1mL ±0.03mL 約660㎜ ￥8,250（＋税）
1-103-0138 50mL 0.1mL ±0.05mL 約860㎜ ￥9,460（＋税）
● PTFE活栓はグリースを塗らずにスムーズにコックを動かすことができます。
● 特にアルカリ性溶液の滴定に適しています。
〔仕様〕本体：ほうけい酸ガラス製　活栓：PTFE製

〔別売部品〕
1-103-0140 活栓用ゴムパッキン（PTFE用） ･････¥110 （＋税）

 メスピペット（中間目盛）
コード 容　量 目　盛 全　長 カラーコード 価　格

1-103-0100 1mL 0.01mL 360㎜ 黄 ¥400（＋税）
1-103-0101 2mL 0.02mL 360㎜ 黒 ¥410（＋税）
1-103-0102 5mL 0.05mL 375㎜ 赤 ¥510（＋税）
1-103-0103 10mL 0.1mL 385㎜ 橙 ¥650（＋税）
● ピペットの目盛の差分で液を量り取るピペットです。
● 中間目盛タイプで、滴下した液量が量り取れます。

滴下した液量を見る

中間
目盛

目盛までの
容量

〔仕様〕ほうけい酸ガラス製　JISクラスA規格　中間目盛

 メスピペット（先端目盛）
コード 容　量 目　盛 全　長 カラーコード 価　格

1-103-0110 1mL 0.01mL 360㎜ 黄 ¥410（＋税）
1-103-0111 2mL 0.02mL 360㎜ 黒 ¥420（＋税）
1-103-0112 5mL 0.05mL 375㎜ 赤 ¥520（＋税）
1-103-0113 10mL 0.1mL 385㎜ 橙 ¥660（＋税）
● 吸った液を完全に排出した時、ピペットの目盛の量が量り取れるピペットです。
● 先端目盛タイプで、吸い上げた液量を読み取ります。

吸い上げた液量を見る

先端
目盛

先端までの
容量

〔仕様〕ほうけい酸ガラス製　JISクラスA規格　先端目盛

 ホールピペット
コード 容　量 全　長 カラーコード 価　格

1-103-0120 1mL 350㎜ 青 ¥460（＋税）
1-103-0121 2mL 350㎜ 橙 ¥460（＋税）
1-103-0122 5mL 380㎜ 白 ¥510（＋税）
1-103-0123 10mL 440㎜ 赤 ¥680（＋税）
1-103-0124 20mL 470㎜ 黄 ¥860（＋税）
1-103-0126 50mL 540㎜ 赤 ¥1,600（＋税）
● ピペッターを用いることで正確に液体を量り取ることができます。

一定量の液を量り取る

安全ピペッター 68頁
〔仕様〕ほうけい酸ガラス製　JISクラスA規格
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67

ピペット・スポイト

コード、価格が赤色のものは、一般によく使用されている商品です。

 目盛なしスポイト（10本組）
コード 容　量 全　長 規　格 入数 価　格

1-103-0208 小（約1mL） 150㎜
赤乳豆付

10本 ¥850（＋税）
1-103-0209 大（約2mL） 180㎜ 10本 ¥1,100（＋税）

〔仕様〕ほうけい酸ガラス製

10本組

 駒込ピペット（目盛付スポイト）（10本組）
コード 容量 型式 乳　豆 目　盛 入数 価　格

1-103-0190 1mL R-1

赤ゴム

0.1mL 10本 ¥2,400（＋税）
1-103-0191 2mL R-2 0.1/0.5mL 10本 ¥2,700（＋税）
1-103-0192 5mL R-5 0.1/0.5mL 10本 ¥3,800（＋税）
1-103-0193 10mL R-10 0.1/0.5/1mL 10本 ¥5,200（＋税）
1-103-0195 1mL S-1

シリコン

0.1mL 10本 ¥2,700（＋税）
1-103-0196 2mL S-2 0.1/0.5mL 10本 ¥3,100（＋税）
1-103-0197 5mL S-5 0.1/0.5mL 10本 ¥4,600（＋税）
1-103-0198 10mL S-10 0.1/0.5/1mL 10本 ¥5,900（＋税）
● 玉部、先端が均一で、目盛位置も安定している駒込ピペットです。
● やわらかいゴム製の赤乳豆又は、耐薬性に優れたシリコン乳豆付です。
〔仕様〕ほうけい酸ガラス製

汎用的な赤ゴム　耐薬に優れたシリコン
10本組

 ■ 駒込ピペットの使い方
持つ時は乳豆（ゴムキャップ）と
ガラス管の両方を握ります。

 プラスチックスポイト（10本組）
コード 容　量 乳　豆 目　盛 入数 価　格

1-103-0200 2mL

赤ゴム

0.5mL 10本 ¥850（＋税）
1-103-0201 5mL 1mL 10本 ¥1,200（＋税）
1-103-0202 10mL 1mL 10本 ¥1,980（＋税）
● 使いやすい乳豆付のプラスチックスポイトで、割れずに安心です。
〔仕様〕ポリエチレン製

10本組

 プラスチック駒込ピペット（乳豆なし）（10本組）
コード 容　量 目　盛 全　長 入数 価　格

1-317-0326 2mL 0.5mL 183㎜ 10本 ¥480（＋税）
1-317-0327 5mL 1mL 226㎜ 10本 ¥570（＋税）
1-317-0328 10mL 1mL 249㎜ 10本 ¥650（＋税）
● ベーシックなプラスチックスポイトです。
〔仕様〕ポリエチレン製

10本組

 駒込ピペット（乳豆なし）（10本組）
コード 容　量 胴径×全長 入　数 価　格

1-317-0340 1mL 7φ×230㎜ 10本 ¥2,200（＋税）
1-317-0341 2mL 8φ×230㎜ 10本 ¥2,300（＋税）
1-317-0342 3mL 9φ×230㎜ 10本 ¥2,500（＋税）
1-317-0343 5mL 10φ×280㎜ 10本 ¥3,100（＋税）
1-317-0344 10mL 12φ×280㎜ 10本 ¥3,900（＋税）

〔仕様〕ほうけい酸ガラス製

10本組
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スポイト・ピペッター

68必要な理科実験器がすぐ検索！

 インク用スポイト（ミニスポイト）
コード 容　量 材　質 入　数 価　格

1-103-0204 2mL ポリエチレン製 10 ¥190（＋税）
1-317-0395 2mL ポリエチレン製 100 ¥1,700（＋税）
● 染色液などを一滴ずつ滴下する際に便利なスポイトです。
目安目盛付

少量滴下に便利

 シリコンピペッター
コード 型式 最大容量 適合ピペット口径 規　格 価　格

1-317-0480 SP-25 25mL 5～7㎜ 吸入　排出
バルブ付

¥2,300（＋税）
1-317-0481 SP-50 50mL 6～8㎜ ¥2,800（＋税）
● シリコン製の安全ピペッターで耐薬品性に優れています。
〔仕様〕シリコンゴム製

SP-25 SP-50

 安全ピペッター
コード 型　式 容　量 適合ピペット口径 規　格 価　格

1-103-0430 AP 50mL 6～12㎜ 吸入　排出バルブ付 ¥1,200（＋税）

 ■ 安全ピペッターの使い方
① まずピペットに安全ピペッターを取り付け、左手でピ
ペット、右手で安全ピペッターを持ちます。
②1を押しながら、球をつぶし、中の空気を押し出します。
③2を押して、ゆっくり試料を吸い上げます。
④ 3を押して排出します。

①

②
③

安全にピペットの吸引ができます

ピペットの口径が小さい時は
アダプタを外します

 ケミカルスポイト（10本組）
コード 容　量 胴径×全長 目　盛 入　数 価　格

1-103-0210 1mL 20φ×190㎜ 0.5mL 10 ¥430（＋税）
1-103-0211 2mL 23φ×240㎜ 0.5mL 10 ¥500（＋税）
1-103-0212 3mL 24φ×260㎜ 0.5mL 10 ¥520（＋税）
1-103-0213 5mL 28φ×270㎜ 1mL 10 ¥580（＋税）
1-103-0214 10mL 33φ×280㎜ 1mL 10 ¥640（＋税）
● 吸引部が蛇腹式の一体型スポイトです。
〔仕様〕ポリエチレン製

蛇腹式
10本組

 ポリスポイト（100本組）
コード 容　量 全　長 目　盛 入　数 価　格

1-317-0385 1mL 155㎜ 0.1mL/0.5mL

100
¥1,380（＋税）

1-317-0386 2mL 130㎜ 0.1mL ¥1,280（＋税）
1-317-0387 3mL 170㎜ 0.1mL/0.5mL ¥1,780（＋税）
● 細い試験管の中でも吸いやすい小型スポイトです。
● 安価で、ディスポタイプとしても最適です。
〔仕様〕ポリエチレン製

1mL

2mL

3mL

100本組

マイクロスケール
実験に最適
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69

乳豆・ロート

コード、価格が赤色のものは、一般によく使用されている商品です。

 カラーシリコン乳豆
■単色セット 
コード 容量 色 価　格

1-317-0180
1mL
10個入

黄 ¥600（＋税）
1-317-0181 緑 ¥600（＋税）
1-317-0182 青 ¥600（＋税）
1-317-0183 赤 ¥600（＋税）
1-317-0184

2mL
5個入

黄 ¥550（＋税）
1-317-0185 緑 ¥550（＋税）
1-317-0186 青 ¥550（＋税）
1-317-0187 赤 ¥550（＋税）

 
コード 容量 色 価　格

1-317-0188
5mL
5個入

黄 ¥950（＋税）
1-317-0189 緑 ¥950（＋税）
1-317-0190 青 ¥950（＋税）
1-317-0191 赤 ¥950（＋税）
1-317-0192

10mL
5個入

黄 ¥1,850（＋税）
1-317-0193 緑 ¥1,850（＋税）
1-317-0194 青 ¥1,850（＋税）
1-317-0195 赤 ¥1,850（＋税）

試薬を
色で識別

スポイトの色を試薬ごとに変えることで、
それぞれの試薬専用スポイトとして活用できます。

 カラーシリコン乳豆（各色1個）
■4色セット
コード 容　量 内径×長さ 色 価　格

1-103-0239 1mL 5φ×39㎜
赤・青・黄・緑

4色
各1個

¥260（＋税）
1-103-0240 2mL 6φ×53㎜ ¥440（＋税）
1-103-0241 5mL 8φ×57㎜ ¥760（＋税）
1-103-0242 10mL 8φ×70㎜ ¥1,500（＋税）
● 色の異なる乳豆をピペットに取付けることにより、ピペットを識別し、誤っ
た薬品の混合を防ぎます。耐薬品性に優れたシリコンゴム製です。

色別に使い分け

カラー試験管マーカー 59頁

 スポイト用乳豆（10個組）
コード 容　量 内径×長さ 材質 入数 価　格

1-103-0220 1mL 5φ×33㎜

赤ゴム 10個

￥200（＋税）
1-103-0221 2mL 4.5φ×48㎜ ￥430（＋税）
1-103-0222 5mL 7φ×54㎜ ￥680（＋税）
1-103-0223 10mL 7φ×65㎜ ¥1,350（＋税）
1-103-0224 1mL 5φ×40㎜

シリコン 10個

￥500（＋税）
1-103-0225 2mL 6φ×53㎜ ￥800（＋税）
1-103-0226 5mL 7φ×57㎜ ￥1,500（＋税）
1-103-0227 10mL 8φ×66㎜ ￥2,000（＋税）

ゴム製

シリコン製

10個組

シリコン製は耐久性に優れています

 安全ロート
コード 形　状 口　径 足径 全　長 価　格

1-131-0580 ロート管 35㎜φ 7㎜φ 300㎜ ¥650（＋税）
1-131-0581 無球 35㎜φ 7㎜φ 300㎜ ¥680（＋税）
1-131-0582 一球 35㎜φ 7㎜φ 300㎜ ¥750（＋税）
1-131-0583 二球 35㎜φ 7㎜φ 300㎜ ¥830（＋税）
● 液体を器に注入する際に用いる極めて足の長いロートです。
● 安全球付の製品は、膨張などによる液体の急激な移動を防止できます。
※工場吹き製品のため、多少寸法が異なる場合があります。

 安全ロート（活栓付）
コード 活　栓 口　径 足径 全　長 価　格

1-131-0584 ガラス 35㎜φ 7㎜φ 205㎜ ¥2,700（＋税）
1-131-0585 PTFE 38㎜φ 7㎜φ 245㎜ ¥2,800（＋税）

※工場吹き製品のため、多少寸法が異なる場合があります。

ロート管 無球

一球 二球
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ロート

70必要な理科実験器がすぐ検索！

 プチロート3種組
コード 型式 サイズ 口径 足下径 足長 全高 価　格

1-131-0549 3P

大 90㎜φ 12㎜φ 40㎜ 91㎜

¥200（＋税）中 64㎜φ 9㎜φ 40㎜ 90㎜

小 49㎜φ 7㎜φ 30㎜ 63㎜

● 様々な用途に役立つロート3種組です。
〔仕様〕ポリプロピレン製

大 中 小

 広口ポリ缶ロート
コード 型　式 口径 足下径 全高 価　格

1-131-0548 C 131㎜φ 27㎜φ 116㎜ ¥180（＋税）
● ポリ缶などへの注入に適した広口のロートです。便利なハンドル付です。
〔仕様〕ポリプロピレン製

 ガラス製ロート
コード 口　径 足径 足長 適合ろ紙 価　格

1-131-0500 45㎜φ 6㎜φ 45㎜ 7㎝ ¥450（＋税）
1-131-0501 60㎜φ 7㎜φ 65㎜ 9㎝ ¥500（＋税）
1-131-0502 75㎜φ 8㎜φ 75㎜ 11㎝・12.5㎝ ¥600（＋税）
1-131-0503 90㎜φ 10㎜φ 90㎜ 15㎝ ¥720（＋税）
1-131-0504 120㎜φ 15㎜φ 120㎜ 18.5㎝ ¥2,980（＋税）
1-131-0505 150㎜φ 15㎜φ 145㎜ 24㎝ ¥3,980（＋税）

※工場吹き製品のため、多少寸法が異なる場合があります。
〔仕様〕ほうけい酸ガラス製

口径

足
長

足径

実験動画048

 活栓付ロート
コード 口　径 足径 足長 適合ろ紙 価　格

1-131-0519 60㎜φ 8㎜φ 120㎜ 9㎝ ¥2,900（＋税）
1-131-0521 75㎜φ 8㎜φ 140㎜ 11㎝・12.5㎝ ¥3,100（＋税）
1-131-0522 90㎜φ 8㎜φ 140㎜ 15㎝ ¥3,700（＋税）

※工場吹き製品のため、多少寸法が異なる場合があります。
〔仕様〕ほうけい酸ガラス製

ろ紙 99頁 ロート台 115頁

活栓付ロート

 ペットボトル用ロート
コード 型　式 口径 足下径 全高 価　格

1-131-0553 特急じょうご 100㎜φ 18㎜φ 101㎜ ¥600（＋税）
 ●注ぎ口が広く、ペットボトルの口の内径に近い広口タイプです。
 ●ドロっとした粘性のあるものや、粒状のものも素早く移せます。
〔仕様〕メタクリル樹脂製

使用例

ペットボトルの
口に固定できる
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71

吸引ろ過器

コード、価格が赤色のものは、一般によく使用されている商品です。

 ポリスピードロート
コード 口　径 足径 足長 適合ろ紙 価　格

1-132-0280 60㎜φ 10㎜φ 58㎜ 9㎝ ¥120（＋税）
1-132-0281 75㎜φ 10㎜φ 58㎜ 11㎝・12.5㎝ ¥140（＋税）
1-132-0282 90㎜φ 14㎜φ 64㎜ 15㎝ ¥170（＋税）
1-132-0283 120㎜φ 14㎜φ 72㎜ 18.5㎝ ¥500（＋税）
1-132-0284 150㎜φ 15㎜φ 97㎜ 24㎝ ¥830（＋税）
● 内部のラセン状リブでフィルタの密着を防止し、効率良くろ過できます。〔仕様〕ポリエチレン製

 ハイスピードロート
コード 口　径 足径 足長 適合ろ紙 価　格

1-132-0270 60㎜φ 10㎜φ 58㎜ 9㎝ ¥100（＋税）
1-132-0271 75㎜φ 10㎜φ 58㎜ 11㎝・12.5㎝ ¥140（＋税）
1-132-0272 90㎜φ 13㎜φ 64㎜ 15㎝ ¥170（＋税）
1-132-0273 120㎜φ 14㎜φ 72㎜ 18.5㎝ ¥400（＋税）
1-132-0274 150㎜φ 15㎜φ 97㎜ 24㎝ ¥700（＋税）
● 内部のラセン状リブでフィルタの密着を防止し、効率良くろ過できます。
● ろ紙を使用したろ過速度は従来のロートに比べて約2倍近く早くなります。

〔仕様〕ポリプロピレン製

効率良く
ろ過できます

 吸引ロート（ビフネルロート）
コード 型　式 口外径 口内径 直径　A/B 価　格

1-133-0139 70㎜用 88㎜φ 80㎜φ 22㎜ /18㎜ ¥4,200（＋税）
1-133-0140 90㎜用 108㎜φ 100㎜φ 26㎜ /19㎜ ¥4,600（＋税）
1-133-0141 110㎜用 130㎜φ 120㎜φ 28㎜ /21㎜ ¥7,000（＋税）

〔仕様〕磁製
※型式は適合ろ紙の大きさです。

 吸引瓶
コード 容　量 口内径 適合ゴム栓 ノズル外径 価　格

1-131-0095 300mL 26㎜φ No.8 12㎜φ ¥2,800（＋税）
1-131-0096 500mL 34㎜φ No.12 12㎜φ ¥3,700（＋税）
1-131-0097 1000mL 35㎜φ No.13 12㎜φ ¥5,000（＋税）

〔仕様〕硬質ガラス製

アスピレーター用ゴム管 98頁アスピレーター 98頁

A

B

吸引ロート

吸引瓶

 吸引ろ過器
コード 型式 吸引びん ロート 付属 価　格

1-136-0800 K 500mL 90㎜用 ゴム栓 No.12 ¥9,800（＋税）

1-136-0788 K-500VP 500mL 90㎜用
ゴム栓 No.12（穴あき）
手動式ポンプ（ゴム管付） ¥32,800（＋税）

●  吸引瓶、吸引ロート、穴あきゴム栓の
セットです。

●  K-500VP型には手動式バキュームポ
ンプが付属しています。

アスピレーター

ソケット

吸引ろうと

吸引瓶

使用例

アスピレーターで
吸引してろ過します。

使用例

K

手動ポンプ

吸引ロート

ゴム栓

吸引瓶
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冷却器・注射筒・浣腸器

72必要な理科実験器がすぐ検索！

30mL 5mL

 注射筒
コード 容　量 目　盛 先端外径 価　格

1-131-0900 2mL 0.1mL 4㎜φ ¥560（＋税）
1-131-0901 5mL 0.1mL 4㎜φ ¥680（＋税）
1-131-0902 10mL 0.2mL 4㎜φ ¥960（＋税）
1-131-0903 20mL 0.5mL 4㎜φ ¥1,080（＋税）
1-131-0904 30mL 0.5mL 4㎜φ ¥1,600（＋税）
1-131-0905 50mL 1mL 4㎜φ ¥2,300（＋税）
1-131-0906 100mL 2mL 4㎜φ ¥4,600（＋税）

〔仕様〕ガラス製　針なし　適合ゴム管：内径3～4㎜

50mL 30mL

 浣腸器
コード 容　量 目　盛 先　端　外　径 価　格

1-131-0911 30mL 1mL 5.9～9.4mmφ ¥1,650（＋税）
1-131-0912 50mL 5mL 6.2～11.8mmφ ¥2,300（＋税）
1-131-0913 100mL 10mL 9.3～12.1mmφ ¥4,300（＋税）

〔仕様〕ガラス製

 リービッヒ冷却器セット
コード 型式

セット内容 適合する
枝付フラスコ 価　格

冷却器 アダプタ ゴム栓① ゴム栓②

1-131-0643 300㎜セット 300㎜ 中 No.5（1穴）
No.6（1穴）
穴径11㎜φ

50・100mL
（枝径 7㎜φ） ¥5,200（＋税）

1-131-0644 360㎜セット 360㎜ 中 No.6（1穴） 200・300・500mL
（枝径 8㎜φ） ¥6,900（＋税）

● 冷却部分のガラス管は二重構造で、内側のガラス管に蒸気を通し、外側のガ
ラス管に冷却水を流す事で、蒸気を冷却して凝縮させます。
※ゴム栓①の穴径は6㎜φです。
※セット内容は左イラストの太字4点です。

枝付フラスコ 56頁

冷却器一式をセットにしました
温度計 枝つきフラスコ

金網 沸騰石

冷却水出口 リービッヒ冷却器

アダプタ

冷却水入口

ゴム栓①

ゴム栓②

 リービッヒ冷却器
コード 型式 全長 冷却部径×長さ a b c 価　格

1-131-0639 240㎜ 420㎜ 25φ×240㎜ 15㎜ 10㎜ 8㎜ ¥3,000（＋税）
1-131-0640 300㎜ 510㎜ 30φ×300㎜ 19㎜ 12㎜ 8㎜ ¥3,000（＋税）
1-131-0641 360㎜ 580㎜ 32φ×360㎜ 22㎜ 12㎜ 8㎜ ¥4,800（＋税）

※工場吹き製品のため、多少寸法が異なる場合があります。 b：下部外径

a：上部内径

c：ゴム管止外径

a

c

c b

 冷却器用ガラスアダプタ
コード 型　式 適合冷却器 d e 価　格

1-131-0646 小 240㎜用 18㎜ 8㎜ ¥850（＋税）
1-131-0647 中 300、360㎜用 22㎜ 9㎜ ¥980（＋税）
1-131-0648 大 450㎜用 27㎜ 10㎜ ¥1,350（＋税）

d：内径
e：外径

e

d
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注射筒

コード、価格が赤色のものは、一般によく使用されている商品です。

 プラスチック注射筒
コード 容　量 目　盛 胴外径×胴内径×胴長 価　格

1-131-0915 10mL 0.2mL 17×16×88㎜ ¥70（＋税）
1-131-0916 20mL 1mL 22×20×105㎜ ¥90（＋税）
1-131-0908 30mL 1mL 26×24×120㎜ ¥170（＋税）
1-131-0909 50mL 1mL 31×28×121㎜ ¥220（＋税）
1-131-0907 100mL 5mL 39×36×155㎜ ¥500（＋税）
● 液体サンプルの分注等に利用できる注射筒です。適合ゴム管：内径3～4㎜
〔仕様〕ポリプロピレン製　針なし　先端外径：4㎜φ

100mL

胴長

50mL
30mL

減圧・加圧が
自由自在100mL

活栓

 活栓コック付注射器
コード 型式 容　量 目　盛 胴内径×長さ 価　格

1-131-0625 100K 100mL 1mL 36φ×140㎜ ¥980（＋税）
● コックの開閉だけで手軽に減圧・加圧実験が行えます。
●  小学校4年生の「空気と水の性質」の単元で注射器に水や空気を入れてピスト
ンを押す実験に使用できます。

● 容積が大きくダイナミックに実験できます。

 簡易真空ポンプ
コード 型式 注射筒 付　属 価　格

1-113-0251 KS 容量50mL 専用吸排気弁　チューブ2本 ¥3,500（＋税）
● プラスチック注射器を活用した簡易真空ポンプです。
● 加圧（排気）でも減圧（吸気）でも使えます。
● 吸気排気の空気の流れは矢印で分かります。
● 内径4㎜長さ20㎝のチューブが2本付属しています。

逆流止めバルブ 98頁

50mL

吸排気弁

 カラープラスチック注射筒
容量 最小

目盛 コード 色 価　格 コード 色 価　格

10mL 0.2mL 1-131-0992 赤 ¥70（＋税）1-131-0996 青 ¥70（＋税）
20mL 1mL 1-131-0993 赤 ¥90（＋税）1-131-0997 青 ¥90（＋税）
30mL 1mL 1-131-0994 赤 ¥170（＋税）1-131-0998 青 ¥170（＋税）
50mL 1mL 1-131-0995 赤 ¥220（＋税）1-131-0999 青 ¥220（＋税）

● カラーピストンでピストンの動きが解り易く、また識別にも便利です。
※大きさと目盛は上記のプラスチック注射筒と同じです。
〔仕様〕ポリプロピレン製　針なし　先端外径：4㎜φ　適合ゴム管：内径3～4㎜

20mL 30mL

目的別に
色分け可能

識別に便利なカラーピストン

 プラスチック注射筒（先太タイプ）
コード 容量 目盛 胴外径×胴内径×胴長 先端径 色 価　格

1-131-0590
30mL 1mL 26×23×128㎜ 6㎜φ

赤 ¥200（＋税）
1-131-0591 緑 ¥200（＋税）
1-131-0592

50mL 1mL 32×29×143㎜ 6㎜φ
赤 ¥210（＋税）

1-131-0593 緑 ¥210（＋税）
● 先端部は径6㎜と太く、注射筒の先はシリンジ中央から出ています。
〔仕様〕ポリプロピレン製　針なし先端外径：6㎜φ

6φ
6φ

32
20

先端は胴中央から
出ています。

30mL

50mL
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ガラス棒

74必要な理科実験器がすぐ検索！

 撹拌棒   ポリスマン
コード 型式 外径×全長 先端球径 ゴム径 価　格

1-131-0742 A 5φ×210㎜ 8㎜φ 7㎜φ ¥240（＋税）
1-131-0743 B 7φ×260㎜ 12㎜φ 10㎜φ ¥320（＋税）
1-131-0744 C 10φ×265㎜ 15㎜φ 13㎜φ ¥380（＋税）
● ゴム部は容器内残留物の洗浄に、球体部は撹拌棒として使用できます。
〔仕様〕ポリプロピレン製（先端/天然ゴム）

A

B

C

 ガラス棒
コード 外　径 長　さ 入　数 価　格

1-131-0736 6㎜φ 60㎝ 10本 ¥2,000（＋税）
1-131-0737 7㎜φ 60㎝ 10本 ¥2,500（＋税）

〔仕様〕ソーダガラス製 先端は切りっ放し

10本組

 ミニ撹拌棒（10本組）
コード 型式 大きさ 適合ビーカー 入数 価　格

1-131-0685 15L 6φ×150㎜ 50～300ｍL 10本 ¥1,350（＋税）

〈先生の困った対応品：小さいビーカーでも転倒しない〉
● 50ｍLと100mLビーカーに対応した、長さ150㎜の短い撹拌棒です。
〔仕様〕軟質ガラス製

10本組

 ガラス撹拌棒（10本組）
コード 型式 大きさ 適合ビーカー 入数 価　格

1-131-0740 20L 6φ×200㎜ 200mL～500mL 10本 ¥1,450（＋税）
1-131-0741 25L 6φ×250㎜ 300mL以上 10本 ¥1,800（＋税）

〔別売部品〕
1-136-0259 ゴム管（ネオ・チュービング） 5N ････････････¥1,980 （＋税）
〔仕様〕 長さ10m　内径5㎜φ　外径7㎜φ
● かき混ぜる際、ビーカーの内壁を傷つけないよう、ガラス撹拌棒
の先に短く切ったゴム管をはめておくと便利です。 先端丸加工

10本組

実験動画048
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 ガラス管（硬質ガラス・10本組）
コード 外径 内径 長さ 本　数 価　格

1-131-0650 5㎜φ 3㎜φ 60㎝ 10本 ¥1,100（＋税）
1-131-0651 6㎜φ 4㎜φ 60㎝ 10本 ¥1,200（＋税）
1-131-0652 7㎜φ 5㎜φ 60㎝ 10本 ¥1,300（＋税）
1-131-0653 8㎜φ 6㎜φ 60㎝ 10本 ¥1,400（＋税）

〔仕様〕ほうけい酸ガラス製

イラストは実寸です

8㎜φ7㎜φ6㎜φ5㎜φ

 ■ 適合ゴム管について
外径7㎜のガラス管には内径7㎜のゴム管が適合と思われますが、気体発生
などの加圧時は接合部分からガス漏れします。そのため、通常のガラス管の
外径より1㎜程度小さい内径のゴム管をおすすめします。

10本組

ゴム管 96頁

 ガラス管（軟質ガラス・10本組）
コード 外　径 内　径 長　さ 入　数 価　格

1-131-0661 6㎜φ 4㎜φ 40㎝ 10本 ¥1,500（＋税）
1-131-0662 7㎜φ 5㎜φ 40㎝ 10本 ¥1,900（＋税）
1-131-0663 8㎜φ 6㎜φ 40㎝ 10本 ¥2,300（＋税）
● 加工に適した軟質ガラスのガラス管です。
〔仕様〕軟質ガラス製　厚さ：1㎜　端処理：両端摺

10本組
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ガラス棒

コード、価格が赤色のものは、一般によく使用されている商品です。

 ガラス管切
コード 型式 規　格 価　格

1-164-0180 TC アルミダイカスト製　回転式丸刃 ¥2,300（＋税）

〈先生の困った対応品：ガラス管を簡単に安全に切断できます〉
● 直径5～20㎜までのガラス管をきれいに切ることができます。
〔別売部品〕
1-164-0182 ガラス管切TC用替刃 ････････････････････････ ¥480 （＋税）

 ■ 使用方法
ガラス管をはさみ、クル
クルと回転させて、傷を
つけます。傷をつけた部
分で折ることができます。

 毛細管（融点測定用毛細管）
コード 内　径 長　さ 入　数 価　格

1-131-0705 1.1～1.2㎜φ 75㎜ 100本　ケース入 ¥980（＋税）
● ペーパークロマトグラフィーのサンプルスポットなどに最適です。
● ガラス管の片方をライターなどで加熱するだけで簡単に閉管できます。
〔仕様〕両端開管タイプ

100本組

 透明ガラス板（10枚組）
コード 大　き　さ 厚　さ タイプ 入数 価　格

1-131-0696 100×100㎜ 2㎜ 切りっ放し 10枚 ¥1,800（＋税）
1-131-0697 76×52㎜ 1.3㎜ 水縁磨加工 10枚 ¥580（＋税）

10枚組

 L字管・I字管
コード 型式 外径 長　さ 価　格

1-126-0516
L字管 7㎜

60×60㎜ ¥200（＋税）
1-126-0517 75×150㎜ ¥300（＋税）
1-126-0518

I字管 7㎜
60㎜ ¥150（＋税）

1-126-0519 180㎜ ¥180（＋税）

〔仕様〕硬質ガラス製　両端口焼き加工　適合ゴム管内径：6㎜

L字管

I字管

両端は口焼き加工済です

 色ガラス棒（5本組）
コード 色 タイプ 入数 価　格

1-131-0750 白

透明 5本

¥3,900（＋税）
1-131-0751 赤 ¥3,900（＋税）
1-131-0752 黄 ¥3,900（＋税）
1-131-0753 緑 ¥3,900（＋税）
1-131-0754 青 ¥3,900（＋税）
1-131-0765 透明5色 各1本 ¥3,900（＋税）
1-131-0755 白

不透明 5本

¥3,900（＋税）
1-131-0756 桃 ¥3,900（＋税）
1-131-0757 黄 ¥3,900（＋税）
1-131-0758 黄緑 ¥3,900（＋税）
1-131-0759 水色 ¥3,900（＋税）
1-131-0766 不透明5色 各1本 ¥3,900（＋税）
● とんぼ玉などのガラス細工に適した、バーナーワーク用ガラスロッドです。
● 日本製です。
〔仕様〕直径：6～7㎜φ　長さ：500～600㎜　

重量：1本当り約50～70ｇ　溶け始める温度：約480℃

透
明
タ
イ
プ

不
透
明
タ
イ
プ

①水で溶いた離型剤を鉄芯に塗ります。
② ガラス棒の先端をガスバーナーで熱
し1㎝くらいのとろけた玉にします。
③ 鉄芯の離型剤を真っ赤になるまで焼
き、とろけたガラス玉を、鉄芯の離型
剤の上にたらすようにして置きます。
④ 鉄芯を回転させてガラスを巻き込み、
一様に丸くなるようにします。
⑤ 冷やしてから除冷用バーミキュライトの中に入れます。
⑥ ガラス玉を水につけて離型剤を溶かし鉄芯を引き抜き
ます。

ガラス玉を作ってみよう！
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集気瓶

76必要な理科実験器がすぐ検索！

 集気瓶（フタ付）
コード 容　量 フ　タ 口内径 胴径×全高 価　格

1-131-0471
250mL

ガラス角

36㎜ 65φ×120㎜
¥930（＋税）

1-131-0472 ガラス丸 ¥950（＋税）
1-131-0473 アルミ丸（ツマミ付） ¥1,110（＋税）
1-131-0474

500mL

ガラス角

44㎜ 80φ×155㎜
¥1,180（＋税）

1-131-0475 ガラス丸 ¥1,200（＋税）
1-131-0476 アルミ丸（ツマミ付） ¥1,360（＋税）
● 集気瓶の口はスリ加工されていますので機密性に優れています。
● ガラスフタはすりガラス製です。

ガラス角フタ ガラス丸フタ アルミ丸フタ

 底なし集気瓶（フタ付）
コード 容　量 フ　タ 口内径 胴径×高さ 価　格

1-131-0437
250mL

ガラス角

36㎜ 65φ×115㎜
¥1,180（＋税）

1-131-0445 ガラス丸 ¥1,200（＋税）
1-131-0443 アルミ丸（ツマミ付） ¥1,360（＋税）
1-131-0438

500mL

ガラス角

44㎜ 80φ×140㎜
¥1,680（＋税）

1-131-0446 ガラス丸 ¥1,700（＋税）
1-131-0444 アルミ丸（ツマミ付） ¥1,860（＋税）
● ものの燃え方とそのときの空気の流れを調べる実験に使用します。

ガラス角フタ ガラス丸フタ アルミ丸フタ

 底なし集気瓶（フタなし）
コード 容　量 口内径 胴径×高さ 価　格

1-131-0530 250mL 36㎜ 65φ×115㎜ ¥1,100（＋税）
1-131-0531 500mL 44㎜ 80φ×140㎜ ¥1,600（＋税）

※工場吹き製品のため、多少寸法が異なる場合があります。
※フタは付属しません。

実験用ガス 126頁

スチールウール 267頁

 集気瓶用フタ
コード タイプ 大　き　さ 入数 価　格

1-131-0435 ガラス角 75×75㎜ 10枚 ¥800（＋税）
1-131-0436 ガラス丸 70㎜φ 10枚 ¥800（＋税）
1-126-0443 アルミ丸（ツマミ付） 75㎜φ 5枚 ¥1,200（＋税）
1-126-0444 アルミ丸 75㎜φ 5枚 ¥900（＋税）
1-126-0442 ベークライト角 75×75㎜ 5枚 ¥700（＋税）
● ベークライト製のフタは耐熱性に優れ、燃焼実験時のやけどを防止します。

アルミ丸（ツマミ付） ベークライト角

アルミ丸

ガラス丸

ガラス角

 集気瓶（フタなし）
コード 容　量 口内径 胴径×全高 価　格

1-131-0480 250mL 36㎜ 65φ×120㎜ ¥850（＋税）
1-131-0481 500mL 44㎜ 80φ×155㎜ ¥1,100（＋税）

※工場吹き製品のため、多少寸法が異なる場合があります。
※フタは付属しません。

実験動画057

底
あ
り

底
な
し
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 ろうそく実験セット
コード 型　式 規　格 価　格

1-126-0445 MM（6個組） 下記ろうそく台6個+ろうそく1箱 ¥3,900（＋税）
1-126-0446 ろうそく台 木製　10㎝角　ろうそく穴付 ¥600（＋税）
1-126-0447 ろうそく 6φ×50㎜　1箱（約80本） ¥250（＋税）
● ものの燃え方とそのときの空気の流れを調べる実験に使用します。
● ろうそく台は、一部取り外しができるため、底なし集気瓶の下に空気の通り
道をつくることができます。 たね火ライター 122頁

 フタ付燃焼さじ（5本組）
コード 型　式 アルミフタ 入　数 価　格

1-136-0390 A 75㎜φ穴付 5本 ¥3,800（＋税）

〈先生の困った対応品：燃焼実験での気体確認が簡単に〉
意匠登録済　単元：小学校「ものの燃え方」
● 集気瓶のフタと燃焼さじが一体ですので、今までのように燃焼さじを保持す
る必要がありません。

● フタの穴に気体検知管を通し、気体の確認ができます。
〔別売部品〕
1-136-0391 穴あきシリコン栓　5個入 ･･････････････････¥1,380 （＋税）

ガス検知器 110頁

燃焼さじはフタに固定されており、
集気瓶中の気体確認も簡単です。

5本組

 燃焼台（2個組）
コード 規　格 大　き　さ 入　数 価　格

1-136-0395 ろうそく立型 60×60×85㎜ 2個組 ¥880（＋税）
● 燃焼実験に便利な台で、燃やす物を皿に置くだけで安全に実験できます。
● 燃焼台は安定しており、皿にろうそくやスチールウールをのせることができ
ます。

〔仕様〕真ちゅう製
スチールウール 267頁

水の入ったバット上でスチールウールに火をつ
け、集気瓶をかぶせると水が入ってきます。

酸素中でスチールウールを燃やす2個組

 燃焼さじ
コード 型　式 全長×皿径 価　格

1-136-0420 NC（オス・メス1組）

300×23㎜φ
¥560（＋税）

1-136-0418 メス（皿型） ¥290（＋税）
1-136-0419 オス（ろうそく立型） ¥270（＋税）
● ものの燃え方の実験に最適な燃焼さじです。
※ロウ付け部分に変色が見られる場合がありますが、製造過程でできるもので
使用上問題ありません。

〔仕様〕真ちゅう製 実験用ガス（酸素） 126頁オスメス

メス

オス

学年や単元ごとに必要な
実験器具が見られます！

実験に必要な製品が
簡単に選べます！

●単元から製品を選定
●学年・実験別に表示
●各社の教科書に対応
●キーワードで検索
●購入計画書作成機能etc. 計画書も簡単作成！

スマホやPCで実験に
使うモノをPick up！

理科なび

E920_広告_新.indd   2 2019/01/28   9:28:10
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燃焼さじ

コード、価格が赤色のものは、一般によく使用されている商品です。
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 細口試薬瓶
コード 容量 胴径×全高 口内径 色 価　格

1-131-0286 60mL 44φ×77㎜ 17㎜

透明

¥1,200（＋税）
1-131-0287 120mL 53φ×95㎜ 22㎜ ¥1,550（＋税）
1-131-0288 250mL 65φ×130㎜ 20㎜ ¥1,700（＋税）
1-131-0289 500mL 82φ×170㎜ 25㎜ ¥2,850（＋税）
1-131-0290 1000mL 100φ×205㎜ 27㎜ ¥4,500（＋税）
1-131-0292 60mL 44φ×77㎜ 17㎜

茶色

¥1,850（＋税）
1-131-0293 120mL 53φ×95㎜ 22㎜ ¥2,450（＋税）
1-131-0294 250mL 65φ×130㎜ 20㎜ ¥2,950（＋税）
1-131-0295 500mL 82φ×170㎜ 25㎜ ¥4,500（＋税）
1-131-0296 1000mL 100φ×205㎜ 27㎜ ¥6,600（＋税）
● 細口の試薬瓶は主に液体試薬の取扱いに適しています。

〔仕様〕並質ガラス（ソーダ石灰ガラス）製　共栓付
※工場吹き製品で多少寸法が異なる場合があります。
※全高は蓋を除いた高さです。

スタンダードな細口タイプ

 広口試薬瓶
コード 容量 胴径×全高 口内径 色 価　格

1-131-0341 60mL 44φ×72㎜ 24㎜

透明

¥1,550（＋税）
1-131-0342 120mL 54φ×97㎜ 35㎜ ¥1,700（＋税）
1-131-0343 250mL 67φ×130㎜ 41㎜ ¥1,800（＋税）
1-131-0344 500mL 80φ×164㎜ 50㎜ ¥3,650（＋税）
1-131-0345 1000mL 103φ×220㎜ 62㎜ ¥4,900（＋税）
1-131-0347 60mL 44φ×72㎜ 24㎜

茶色

¥2,200（＋税）
1-131-0348 120mL 54φ×97㎜ 35㎜ ¥2,700（＋税）
1-131-0349 250mL 67φ×130㎜ 41㎜ ¥3,300（＋税）
1-131-0350 500mL 80φ×164㎜ 50㎜ ¥4,900（＋税）
1-131-0351 1000mL 103φ×220㎜ 62㎜ ¥7,200（＋税）
● 広口の試薬瓶は粉末や塊が取り出しやすいようになっています。

〔仕様〕並質ガラス（ソーダ石灰ガラス）製　共栓付
※工場吹き製品で多少寸法が異なる場合があります。
※全高は蓋を除いた高さです。

粉末にも使える広口タイプ

 メジューム瓶
コード 容量 胴径×全高 口内径 フタ 価　格

1-340-0630 100mL 56φ×100㎜ 30㎜ 45㎜φ ¥660（＋税）
1-340-0631 250mL 70φ×138㎜ 30㎜ 45㎜φ ¥680（＋税）
1-340-0632 500mL 86φ×176㎜ 30㎜ 45㎜φ ¥900（＋税）
1-340-0633 1000mL 101φ×225㎜ 30㎜ 45㎜φ ¥1,280（＋税）
1-340-0634 2000mL 136φ×262㎜ 30㎜ 45㎜φ ¥2,680（＋税）
● 高品質ながら、お求めやすい低価格を実現したメジューム瓶です。
〔仕様〕本体：ほうけい酸ガラス製　蓋：液切れリング：ポリプロピレン

高品質で
低価格

100mL 500mL 250mL

 ねじ口瓶（青蓋付 ISOLAB）
コード 容量 胴径×全高 ねじ規格 価　格

1-340-0560 100mL 56φ×100㎜

GL-45

¥780（＋税）
1-340-0561 250mL 70φ×138㎜ ¥880（＋税）
1-340-0562 500mL 86φ×176㎜ ¥1,220（＋税）
1-340-0563 1000mL 101φ×225㎜ ¥1,550（＋税）
● ドイツISOLAB社の試薬保存容器に適している高品質なねじ口瓶です。
※実際の製品は写真と異なる場合がございます。
〔仕様〕 本体/ほうけい酸ガラス（DIN EN ISO 4796-1準拠）　

蓋・液切れリング/ポリプロピレン（耐熱140℃常圧）
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79

スポイト瓶・滴瓶

コード、価格が赤色のものは、一般によく使用されている商品です。

 スポイト瓶
コード 型　式 容　量 大きさ 色 価　格

1-131-0420 S-10WB
10mL 32×32×65㎜

透明 ¥460（＋税）
1-131-0426 S-10BB 茶 ¥450（＋税）
1-131-0421 S-30WB

30mL 36.3×36.3×100㎜
透明 ¥500（＋税）

1-131-0427 S-30BB 茶 ¥490（＋税）
1-131-0422 S-60WB

60mL 44×44×115㎜
透明 ¥590（＋税）

1-131-0428 S-60BB 茶 ¥580（＋税）
1-131-0423 S-120WB

120mL 53×53×120㎜
透明 ¥710（＋税）

1-131-0429 S-120BB 茶 ¥690（＋税）

角型瓶　スポイトゴム（天然ゴム　グレー）　キャップ付
〔仕様〕ソーダガラス製

■①スポイトゴム（10個組）  
コード 型　式 材　質 タイプ 色 入数 10個当り

1-131-0414 No.23L
天然ゴム

S-10用 グレー

10

¥310（＋税）
1-131-0415 No.40L S-30、60、120用 グレー ¥360（＋税）
1-131-0430 No.23S シリコン

ゴム
S-10用 白 ¥770（＋税）

1-131-0431 No.40S S-30、60、120用 白 ¥800（＋税）

■②ガラススポイト（10個組）  
コード 型　式 タイプ 胴径×全高 入数 10個当り

1-131-0416 No.10 S-10用 7φ×46㎜

10

¥380（＋税）
1-131-0417 No.30 S-30用 9φ×73㎜ ¥460（＋税）
1-131-0418 No.60 S-60用 9φ×80㎜ ¥490（＋税）
1-131-0419 No.120 S-120用 9φ×90㎜ ¥510（＋税）

■③ホールキャップ
コード タイプ 色 価　格

1-131-0458 S-10WB用 白 ¥30（＋税）
1-131-0459 S-10BB用 エンジ ¥30（＋税）

1-131-0460
S-30WB、S-60WB、
S-120WB用

白 ¥30（＋税）

1-131-0461
S-30BB、S-60BB、
S-120BB用

エンジ ¥30（＋税）

②ガラススポイト ①スポイトゴム
③ホールキャップ

■①スポイトゴム（10個組）
コード 型　式 材　質 タイプ 色 入数 10個当り

1-131-0325 No.40 天然ゴム RS-30、
60、100用

白 10
¥360（＋税）

1-131-0431 No.40S シリコンゴム ¥800（＋税）

■③ホールキャップ
コード タイプ 色 価　格

1-131-0460
RS-30WB、RS-60WB、

RS-100WB用
白 ¥30（＋税）

1-131-0461
RS-30BB、RS-60BB、
RS-100BB用

エンジ ¥30（＋税）

 丸型スポイト瓶
コード 型　式 容　量 胴径×全高 色 価　格

1-131-0405 RS-30WB
30mL 35φ×110㎜

透明 ¥320（＋税）
1-131-0410 RS-30BB 茶 ¥270（＋税）
1-131-0406 RS-60WB

60mL 44φ×120㎜
透明 ¥360（＋税）

1-131-0411 RS-60BB 茶 ¥310（＋税）
1-131-0407 RS-100WB

100mL 50φ×135㎜
透明 ¥380（＋税）

1-131-0412 RS-100BB 茶 ¥360（＋税）

丸型瓶　スポイトゴム（天然ゴム　白）　キャップ付
〔仕様〕ソーダガラス製

スポイトゴム

ホールキャップガラススポイト

■②ガラススポイト（10個組）
コード 型　式 タイプ 胴径×全高 入数 10個当り

1-131-0326 No.30R RS-30用 9φ×73㎜

10
¥460（＋税）

1-131-0327 No.60R RS-60用 9φ×87㎜ ¥490（＋税）
1-131-0328 No.100R RS-100用 9φ×102㎜ ¥520（＋税）

駒込ピペット 67頁

②ガラススポイト ①スポイトゴム
③ホールキャップ

調整試薬に便利

少量の試薬の取り出しに便利
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ポリ試薬瓶

80必要な理科実験器がすぐ検索！

 PP広口瓶（中栓なし）
コード 型　式 容　量 目盛 胴径×全高 口内径 価　格

1-132-0140 PF-50 50mL なし 38φ×76㎜ 27㎜φ ¥100（＋税）
1-132-0141 PF-100 100mL 10mL 48φ×97㎜ 31.7㎜φ ¥120（＋税）
1-132-0142 PF-250 250mL 25mL 63φ×127㎜ 31.7㎜φ ¥160（＋税）
1-132-0143 PF-500 500mL 20mL 75φ×163㎜ 42㎜φ ¥240（＋税）
1-132-0144 PF-1000 1000mL 50mL 95φ×200㎜ 41.2㎜φ ¥320（＋税）
1-132-0145 PF-2000 2000mL 100mL 121φ×246㎜ 76㎜φ ¥750（＋税）
● 中栓がなく作業しやすい便利な広口瓶です。
● 酸やアルカリ等の薬品に強いポリプロピレン製です。
〔仕様〕本体・蓋：ポリプロピレン製

広口

 PP細口瓶（中栓なし）
コード 型　式 容　量 目盛 胴径×全高 口内径 価　格

1-132-0150 PS-50 50mL なし 39φ×76㎜ 15㎜φ ¥110（＋税）
1-132-0151 PS-100 100mL 10mL 48φ×98㎜ 21㎜φ ¥120（＋税）
1-132-0152 PS-250 250mL 25mL 63φ×125㎜ 22㎜φ ¥160（＋税）
1-132-0153 PS-500 500mL 20mL 75φ×164㎜ 27㎜φ ¥240（＋税）
1-132-0154 PS-1000 1000mL 50mL 95φ×198㎜ 32.1㎜φ ¥330（＋税）
1-132-0155 PS-2000 2000mL 100mL 121φ×246㎜ 40㎜φ ¥770（＋税）
● 中栓がなく作業しやすい便利な細口瓶です。
● 酸やアルカリ等の薬品に強いポリプロピレン製です。
〔仕様〕本体・蓋：ポリプロピレン製

細口

 ポリ細口瓶（中栓付）
コード 型　式 容　量 目盛 胴径×全高 口内径 価　格

1-131-0841 SP-100 100mL 10mL 48φ×97㎜ 17㎜φ ¥90（＋税）
1-131-0842 SP-250 250mL 25mL 63φ×127㎜ 16㎜φ ¥110（＋税）
1-131-0843 SP-500 500mL 50mL 78φ×168㎜ 23㎜φ ¥180（＋税）
1-131-0844 SP-1000 1000mL 100mL 99φ×202㎜ 23㎜φ ¥230（＋税）
● 中栓付のポリエチレン製細口瓶です。
● 肉厚のキャップで密閉性に優れています。
〔仕様〕本体・蓋：ポリエチレン製

細口

 ポリ広口瓶（中栓付）
コード 型　式 容　量 目盛 胴径×全高 口内径 価　格

1-131-0816 WP-100 100mL 10mL 51φ×93㎜ 31㎜φ ¥90（＋税）
1-131-0817 WP-250 250mL 25mL 63φ×121㎜ 31㎜φ ¥110（＋税）
1-131-0818 WP-500 500mL 50mL 78φ×151㎜ 43㎜φ ¥190（＋税）
1-131-0819 WP-1000 1000mL 100mL 100φ×186㎜ 43㎜φ ¥250（＋税）
● 中栓付のポリエチレン製広口瓶です。
● 肉厚のキャップで密閉性に優れています。
〔仕様〕本体・蓋：ポリエチレン製

広口

【耐薬品性の目安】

材質 塩酸 硫酸 水酸化
ナトリウム

アンモニア
（無水）

エチル
アルコール

メチル
アルコール アセトン 酢酸 次亜塩素酸

ナトリウム 硝酸 鉱油

ポリエチレン PE ◎ ◎ ◎ ◎ ○ ○ △ ◎ ◎ ○ △
ポリプロピレン PP ◎ ◎ ◎ ◎ ○ ○ △ ◎ ◎ ○ ○
メチルペンテン樹脂 TPX/PMP ◎ ◎ ◎ ◎ ○ ○ △ ◎ ◎ ○ △
◎：全くあるいはほとんど影響がない　○：若干の影響はあるが条件により十分使用に耐える
△：なるべく使わない方が良い　　　　×：使用に適さない
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81

ポリ試薬瓶

コード、価格が赤色のものは、一般によく使用されている商品です。

 ナルゲン®ポリ広口瓶（中栓なし）
コード 容　量 胴径×全高 口内径 価　格

1-340-0085 30mL 34φ×63㎜ 21㎜φ ¥120（＋税）
1-340-0086 60mL 39φ×86㎜ 21㎜φ ¥100（＋税）
1-340-0087 125mL 51φ×100㎜ 28㎜φ ¥110（＋税）
1-340-0088 250mL 61φ×131㎜ 33㎜φ ¥140（＋税）
1-340-0089 500mL 73φ×168㎜ 44㎜φ ¥220（＋税）
1-340-0090 1000mL 91φ×199㎜ 52㎜φ ¥300（＋税）
● 中栓は使用せず、蓋が密着して液漏れを防ぐ漏れ防止タイプです。
〔仕様〕本体：ポリエチレン製　蓋：ポリプロピレン製　耐熱温度：120℃

広口

 ナルゲン®ポリ細口瓶（中栓なし）
コード 容　量 胴径×全高 口内径 価　格

1-340-0091 30mL 34φ×61㎜ 14㎜φ ¥100（＋税）
1-340-0092 60mL 39φ×85㎜ 14㎜φ ¥90（＋税）
1-340-0093 125mL 50φ×101㎜ 18㎜φ ¥95（＋税）
1-340-0094 250mL 61φ×133㎜ 18㎜φ ¥130（＋税）
1-340-0095 500mL 73φ×171㎜ 21㎜φ ¥230（＋税）
1-340-0096 1000mL 91φ×216㎜ 27㎜φ ¥270（＋税）
● 中栓は使用せず、蓋が密着して液漏れを防ぐ漏れ防止タイプです。
〔仕様〕本体：ポリエチレン製　蓋：ポリプロピレン製　耐熱温度：120℃

細口

 ポリ広口瓶（中栓なし）
コード 型　式 容　量 目盛 胴径×全高 口内径 価　格

1-131-0805 WN-50 50mL なし 38φ×75㎜ 26㎜φ ¥70（＋税）
1-131-0806 WN-100 100mL 10mL 48φ×95㎜ 31.3㎜φ ¥110（＋税）
1-131-0807 WN-250 250mL 25mL 63φ×125㎜ 32.8㎜φ ¥140（＋税）
1-131-0808 WN-500 500mL 20mL 75φ×163㎜ 42㎜φ ¥230（＋税）
1-131-0809 WN-1000 1000mL 50mL 95φ×197㎜ 41.2㎜φ ¥300（＋税）
● 特殊シール構造により中栓無しでも密閉性の高いポリ広口瓶です。
〔仕様〕本体：ポリエチレン製　蓋：ポリプロピレン製

広口

細口  ポリ細口瓶（Jボトル 中栓なし）
コード 型　式 容　量 目盛 胴径×全高 口内径 価　格

1-132-0111 J-100N 100mL 10mL 50φ×94㎜ 21.5㎜φ ¥80（＋税）
1-132-0112 J-250N 250mL 25mL 63φ×132㎜ 21.5㎜φ ¥110（＋税）
1-132-0113 J-500N 500mL 50mL 80φ×155㎜ 31.5㎜φ ¥190（＋税）
1-132-0114 J-1000N 1000mL 100mL 98φ×193㎜ 31.5㎜φ ¥250（＋税）
● 特殊パッキンを使用しており、中栓無しでも密閉性の高いポリ細口瓶です。
〔仕様〕本体：ポリエチレン製　蓋：ポリプロピレン製

ポリ活栓付広口瓶 86頁

081-082_ガラス・プラスチック.indd   81081-082_ガラス・プラスチック.indd   81 2019/02/01   20:04:472019/02/01   20:04:47



ビーカー

フラスコ
シャーレ

試験管

気体発生

メスフラスコ
メスシリンダ

ピペット
ロート

注射筒
ガラス管

集気瓶
試薬瓶

容器類
洗浄瓶

蒸発皿
試料皿

ガラス
プラスチック

化学

物理

生物
地学

素材
パーツ

計量
計測

工具
安全

試薬

サンプル容器

82必要な理科実験器がすぐ検索！

 ポリ遮光瓶（中栓付）
コード 型式 タイプ 容量 目盛 胴径×全高 口内径 価　格

1-132-0096 S-100W

広口

100mL 10mL 51φ×93㎜ 31㎜φ ¥110（＋税）
1-132-0097 S-250W 250mL 25mL 63φ×122㎜ 31㎜φ ¥140（＋税）
1-132-0098 S-500W 500mL 50mL 98φ×151㎜ 43㎜φ ¥230（＋税）
1-132-0099 S-1000W 1000mL 100mL 100φ×187㎜ 43㎜φ ¥300（＋税）
1-340-0105 S-100NA

細口

100mL 10mL 46φ×95㎜ 17㎜φ ¥110（＋税）
1-340-0106 S-250NA 250mL 25mL 62φ×129㎜ 17㎜φ ¥130（＋税）
1-340-0107 S-500NA 500mL 50mL 80φ×168㎜ 23㎜φ ¥220（＋税）
1-340-0108 S-1000NA 1000mL 50mL 99φ×202㎜ 23㎜φ ¥280（＋税）

〔仕様〕本体：ポリエチレン製
蓋：広口/ポリエチレン製　細口/ポリプロピレン製

 JPボトル
コード 型式 タイプ 容量 目盛 胴径×全高 口内径 価　格

1-132-0120 JP-100

透明

100mL 10mL 50φ×96㎜ 32㎜φ ¥100（＋税）
1-132-0121 JP-250 250mL 25mL 63φ×131㎜ 32㎜φ ¥110（＋税）
1-132-0122 JP-500 500mL 50mL 77φ×161㎜ 45㎜φ ¥180（＋税）
1-340-0030 JP-100B

遮光

100mL 10mL 50φ×96㎜ 32㎜φ ¥120（＋税）
1-340-0031 JP-250B 250mL 25mL 63φ×131㎜ 32㎜φ ¥140（＋税）
1-340-0032 JP-500B 500mL 50mL 77φ×161㎜ 45㎜φ ¥210（＋税）

〔仕様〕本体・蓋：ポリプロピレン製 透明 遮光

広口
細口

光を嫌う試料の保管に

 サンプル管（ガラス管・押し込み蓋）
コード 型式 容量 胴径×高さ（蓋除く） 口内径 入数 価格（1箱）

1-131-0243 No.2 5mL 18φ×40㎜ 13㎜φ 100 ¥5,800（＋税）
1-131-0244 No.3 10mL 21φ×45㎜ 14.8㎜φ 100 ¥6,400（＋税）
1-131-0245 No.4 14mL 24φ×50㎜ 17㎜φ 50 ¥4,100（＋税）
1-131-0246 No.5 20mL 27φ×55㎜ 17㎜φ 50 ¥5,000（＋税）
1-131-0247 No.6 30mL 30φ×63㎜ 20.8㎜φ 50 ¥6,200（＋税）
1-131-0248 No.7 50mL 35φ×78㎜ 25.8㎜φ 50 ¥9,000（＋税）
1-131-0249 No.8 110mL 40φ×120㎜ 25.8㎜φ 50 ¥13,000（＋税）
● 押し込み式の蓋で粉末、固体のサンプリングに適した容器です。
〔仕様〕ほうけい酸ガラス製　ポリエチレン製押し込み蓋付

押し蓋式の密栓タイプ

手軽に使えるサンプル容器

 スクリュー管（ガラス管・ねじ蓋）
コード 型式 容量 胴径×高さ（蓋除く） 口内径 入数 価格（1箱）

1-131-0253 No.2 6mL 18φ×40㎜ 10㎜φ 100 ¥6,900（＋税）
1-131-0254 No.3 9mL 21φ×45㎜ 10㎜φ 100 ¥8,200（＋税）
1-131-0255 No.4 13.5mL 24φ×50㎜ 14.5㎜φ 50 ¥5,100（＋税）
1-131-0256 No.5 20mL 27φ×55㎜ 14.5㎜φ 50 ¥5,700（＋税）
1-131-0257 No.6 30mL 30φ×65㎜ 14.5㎜φ 50 ¥6,500（＋税）
1-131-0258 No.7 50mL 35φ×78㎜ 20.3㎜φ 50 ¥8,800（＋税）
1-131-0259 No.8 110mL 40φ×120㎜ 20.3㎜φ 50 ¥14,000（＋税）
● 試料漏れの極めて少ない液体用サンプル管です。蓋はスクリューキャップ式
で、パッキン付きです。

〔仕様〕ほうけい酸ガラス製　ポリプロピレン製ねじ蓋付

ねじ蓋式のガラス瓶

密閉性に優れた容器です
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サンプル容器

コード、価格が赤色のものは、一般によく使用されている商品です。

 プッシュバイアル（フィルムケース状容器）
コード 型式 容量 胴径×全高 入数 価　格

1-132-0135 PV-15 15mL 24φ×50.7㎜ 50 ¥2,200（＋税）
1-132-0136 PV-20 20mL 26φ×57㎜ 50 ¥2,200（＋税）
1-132-0137 PV-30 30mL 30φ×61.6㎜ 50 ¥2,500（＋税）
1-132-0138 PV-50 50mL 35φ×75.6㎜ 50 ¥3,100（＋税）
● フィルムケースと同じように使用できる押し込み蓋式です。
● PV-30（30mL）がフィルムケースと同等の大きさです。
〔仕様〕 本体：ポリプロピレン製　蓋：ポリエチレン製

使用温度範囲：0～70℃

フィルムケース
の代わりに最適

50個組

上下に自由に
連結できます

 クリアケース（5段連結式）
コード 大きさ 規　格 価　格

1-132-0170 70φ×130㎜（5段連結時） ケース5個　蓋1枚 ¥480（＋税）
● ユニット式で何個でも連結でき、まとめて持ち運びできる便利なケースです。
● 透明なので内部を確認でき、小さな標本、試料を保管するのに最適です。
〔仕様〕ポリスチレン製

 スチロール棒瓶（ふた付棒瓶）（10個組）
コード 型式 容量 外径×口内径×全高 入数 価　格

1-132-0020 S-1 10mL 28φ×24φ×45㎜ 10 ¥580（＋税）
1-132-0021 S-2 15mL 29φ×23φ×57㎜ 10 ¥640（＋税）
1-132-0022 S-3 25mL 30φ×26φ×63㎜ 10 ¥800（＋税）
1-132-0023 S-4 40mL 38φ×33φ×71㎜ 10 ¥990（＋税）
1-132-0024 S-5 50mL 40φ×36φ×74㎜ 10 ¥1,180（＋税）
1-132-0025 S-6 70mL 48φ×41φ×80㎜ 10 ¥1,700（＋税）
1-132-0026 S-7 120mL 58φ×50φ×95㎜ 10 ¥2,500（＋税）
1-132-0027 S-8 200mL 66φ×59φ×108㎜ 10 ¥3,200（＋税）

10個組

〔仕様〕ポリスチレン製　押し込み蓋付

 PETスクリューバイアル
コード 型式 容量 胴径×全高 口内径 入数 価　格

1-132-0063 JST-10 10mL 24φ×46.5㎜ 14㎜φ 50 ¥2,300（＋税）
1-132-0060 JST-20 20mL 27φ×61.5㎜ 14㎜φ 50 ¥2,700（＋税）
1-132-0061 JST-30 30mL 30φ×71㎜ 19.5㎜φ 50 ¥3,200（＋税）
1-132-0062 JST-50 50mL 35φ×81.5㎜ 19.5㎜φ 50 ¥4,100（＋税）

〔仕様〕本体：ポリエチレンテレフタレート製　蓋：ポリプロピレン製
使用温度範囲：－40～70℃

50個組

 広口サンプル瓶
コード 型式 容量 胴径×全高 入数 価　格

1-131-0370 M-70 70mL 46φ×79㎜ 20 ¥2,000（＋税）
1-131-0371 M-140 140mL 55φ×95㎜ 20 ¥2,300（＋税）
1-131-0372 M-225 225mL 62φ×109㎜ 40 ¥4,300（＋税）
1-131-0373 M-450 450mL 80φ×129㎜ 24 ¥3,900（＋税）
1-131-0374 M-900 900mL 95φ×180㎜ 20 ¥4,500（＋税）
● 薬品や固体サンプルの取扱いに便利な広口タイプのサンプル瓶です。
〔仕様〕本体：ガラス製　蓋：プラスチック製　中蓋付

取り出しやすい
広口

中蓋

083-084_ガラス・プラスチック.indd   83083-084_ガラス・プラスチック.indd   83 2019/02/01   20:06:212019/02/01   20:06:21



ビーカー

フラスコ
シャーレ

試験管

気体発生

メスフラスコ
メスシリンダ

ピペット
ロート

注射筒
ガラス管

集気瓶
試薬瓶

容器類
洗浄瓶

蒸発皿
試料皿

ガラス
プラスチック

化学

物理

生物
地学

素材
パーツ

計量
計測

工具
安全

試薬

プラ容器・プラコップ

84必要な理科実験器がすぐ検索！

 PPパック（揮発性薬品瓶収納ケース）
コード 型式 容　量 底径×全高 収納可能な瓶 価　格

1-132-0069 SS 120mL 57φ×72㎜ 高さ62mm以下 ¥150（＋税）
1-132-0070 S 250mL 66φ×92㎜ 30mL ¥200（＋税）
1-132-0071 M 600mL 88φ×123㎜ 60・120mL ¥250（＋税）
1-132-0072 L 1000mL 87φ×210㎜ 500mL ¥370（＋税）

〈先生の困った対応品：薬品庫内の腐食を防ぎたい〉
● 気密性が良いため、揮発性のガスによる環境汚染を防げます。
● 揮発性試薬をPPパックに入れておくだけで薬品庫の腐食がかなり軽減されます。
〔仕様〕本体・蓋：ポリプロピレン製　中栓：ポリエチレン製

CE-300
CE-500

CE-1000

10個組 広口ペットボトル（10個組）
コード 型　式 容　量 胴径×全高 入　数 価　格

1-132-0015 CE-300 350mL 73φ×90㎜ 10 ¥1,600（＋税）
1-132-0016 CE-500 650mL 92φ×107㎜ 10 ¥1,800（＋税）
1-132-0017 CE-1000 1100mL 95φ×167㎜ 10 ¥2,100（＋税）
● 口が広いので、様々な物を入れることができます。
〔仕様〕本体：ポリエチレンテレフタレート製　蓋：ポリプロピレン製

ペットボトル 271頁

 サンプルケース（10個組）
コード 型　式 容　量 外径×全高 入数 価　格

1-131-0950 N-50 50mL 70φ×30㎜ 10 ￥650（＋税）
1-131-0951 N-100 100mL 70φ×50㎜ 10 ￥750（＋税）
1-131-0952 N-200 200mL 80φ×80㎜ 10 ￥900（＋税）
1-131-0953 N-300 300mL 90φ×90㎜ 10 ￥1,300（＋税）
●  シール用の蓋が付いたポリプロピレン製の容器です。
〔仕様〕本体：ポリプロピレン製　蓋：ポリエチレン製

10個組

200mL 300mL

目
盛
入

50個組 透明プラスチックコップ（50個組）
コード 容　量 口径×全高 規　格 入数 価　格

1-131-0975 200mL 70φ×90㎜ － 50 ¥980（＋税）
1-131-0976 300mL 90φ×100㎜ 目盛入 50 ¥1,500（＋税）
● 透明度の高いディスポタイプのプラスチックコップです。
● 300mLタイプは50・100・200・300mLの目盛入です。
〔仕様〕ポリスチレン製 紙 コ ッ プ 271頁

L型サイズに500mL
薬品瓶がピッタリ入ります

L

S M

 試料カップ（プリンカップ）
コード 型　式 容　量 口径×全高 入数 価　格

1-131-0970 60B 74mL 66φ×36㎜ 100 ¥2,000（＋税）
1-131-0971 90B 106mL 76φ×38㎜ 100 ¥2,400（＋税）
1-131-0972 120B 158mL 86φ×40㎜ 100 ¥2,900（＋税）
1-131-0973 200B 263mL 101φ×44㎜ 100 ¥3,500（＋税）
1-131-0974 250B 350mL 120φ×44㎜ 100 ¥4,300（＋税）
● 小学3年「幼虫・昆虫の観察」、小学5年「植物の発芽」には90Bが適しています。

透
明
で
観
察
し
や
す
い

100個組
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 ジップロック®スクリューロック
コード 容　量 大　き　さ 入数 価　格

1-342-0064 300mL 118φ×58㎜ 2 ¥390（＋税）
1-342-0065 473mL 118φ×80㎜ 2 ¥420（＋税）
1-342-0067 730mL 118φ×108㎜ 1 ¥390（＋税）
●  蓋がスクリュータイプになり、しっかりと密封できます。蓋には握りやすい
よう加工が施されています。

〔仕様〕ポリプロピレン製　使用温度範囲：－20～140℃

730mL

300mL

 マイクロプレート
コード 型　式 穴　径 穴深さ 入数 価　格

1-361-0945 6穴 34.8㎜φ 17.4㎜ 1枚 ¥350（＋税）
1-361-0946 12穴 22.1㎜φ 17.4㎜ 1枚 ¥380（＋税）
1-361-0947 24穴 15.6㎜φ 17.4㎜ 1枚 ¥390（＋税）
● 少量の試薬で実験が行える「マイクロスケール実験」に適した容器です。
〔仕様〕ポリスチレン製　外寸：127.8×85.5×22.6㎜　平底・フタ付

6穴

12穴

24穴

 呈色反応皿
コード 色・穴数 穴　径 大　き　さ 価　格

1-133-0260 白12穴
各20㎜φ 96×116×9㎜

¥980（＋税）
1-133-0261 黒12穴 ¥1,680（＋税）
● 呈色反応や血液の凝集反応を観察する際に便利です。

 ディスポ呈色反応皿（20枚組）
コード 型　式 穴　径 大　き　さ 入数 価　格

1-133-0265 6穴
各18㎜φ

101×81×5㎜ 20枚 ¥980（＋税）
1-133-0266 10穴 156×81×5㎜ 20枚 ¥1,200（＋税）
● 白色で色の変化がよく分かります。
● 少量の試薬で色変化の実験ができます。
〔仕様〕PVC製

白12穴 黒12穴

20枚組

色変化の実験に
6穴

 ミニプラスチックバット
コード 型式

大きさ
容量 価　格

外　寸 有効内寸

1-139-0680 SPC-1 217×157×28㎜ 180×123×24㎜ 0.64L ¥390（＋税）
1-139-0681 SPC-2 247×187×32㎜ 210×145×28㎜ 1L ¥530（＋税）
1-139-0682 SPC-3 280×215×36㎜ 235×170×32㎜ 1.5L ¥700（＋税）
1-139-0683 SPC-4 313×247×41㎜ 263×200×37㎜ 2.4L ¥850（＋税）
● 小物の仕分けや水受けに適したバットです。
〔仕様〕ポリプロピレン製　色：ホワイト

 ジップロック®コンテナー
コード 型　式 容　量 大　き　さ 入数 価　格

1-342-0095 角型 小 130mL 80×80×53㎜ 4 ¥430（＋税）
1-342-0096 角型 中 700mL 156×156×53㎜ 2 ¥580（＋税）
1-342-0097 角型 大 1100mL 156×156×83㎜ 2 ¥580（＋税）

〔仕様〕ポリプロピレン製　使用温度範囲：－20～140℃130mL
700mL

1100mL
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マイクロプレート・反応皿

コード、価格が赤色のものは、一般によく使用されている商品です。
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採水びん・滴瓶

86必要な理科実験器がすぐ検索！

 ポリ滴瓶（カラーキャップ）（10個組）
コード 型　式 フタ 容量 胴径×全高 入数 価　格

1-132-0073 AI-R 赤 10mL 20φ×63.5㎜ 10 ¥500（＋税）
1-132-0074 AI-B 青 10mL 20φ×63.5㎜ 10 ¥500（＋税）
1-132-0075 AI-Y 黄 10mL 20φ×63.5㎜ 10 ¥500（＋税）
● カラー蓋で指示薬などの識別に便利です。
〔仕様〕ポリプロピレン製

試
薬
の
識
別
に

10個組

 純水貯蔵瓶（ウォータータンク）
コード 型　式 容量 胴径×全高 口内径 価　格

1-340-0460 JC-10 10L 265φ×352㎜ 95㎜φ ¥6,500（＋税）
1-340-0461 JC-20 20L 318φ×436㎜ 95㎜φ ¥8,500（＋税）
● 底部が傾斜構造になっており、液の残留がありません。
〔仕様〕ポリエチレン製　使用温度範囲：0～70℃

傾斜構造で
  液残りしません

底部構造図

 ポリ滴瓶（点眼瓶）（10個組）
コード 容　量 胴径×全高 入数 価　格

1-132-0078 5mL 16φ×58㎜ 10 ¥230（＋税）
1-132-0125 10mL 21φ×60㎜ 10 ¥430（＋税）
1-132-0076 20mL 24φ×64.4㎜ 10 ¥530（＋税）
1-132-0077 30mL 27φ×74.4㎜ 10 ¥560（＋税）
1-132-0080 15mL（遮光タイプ） 24.5φ×74.5㎜ 10 ¥2,900（＋税）
● 少量の液体の滴下に便利です。プラスチック製で割れる心配が有りません。

10個組 10個組

 石灰水採水びん
コード 型　式 容　量 胴径×全高 口内径 価　格

1-132-0049 SB-5 5L 172φ×306㎜ 76㎜φ ¥3,200（＋税）
1-132-0050 SB-10 10L 217φ×398㎜ 95㎜φ ¥3,800（＋税）
1-132-0051 SB-20 20L 290φ×446㎜ 96㎜φ ¥5,800（＋税）
● 石灰水の上澄みだけを取出せるように、活栓を上に付けています。
※20Lのみ持ち手用のくぼみがついています。
〔仕様〕ポリエチレン製　レバーコック　中栓付

 ■ 石灰水の作り方
500mLの水に多量（50g以上）の水酸化カルシウム（消石灰）を加えてよくか
き混ぜ、2日から1週間ほどふたをして静かに放置しておくと、溶けきらない
水酸化カルシウム（消石灰）が沈殿します。この上澄み液を使用します。

SB-20

上澄み液が
取出せます

SB-20は
持ち手付

理科室の必需品

 ポリ活栓付広口瓶
コード 型　式 容量 胴径×全高 口内径 価　格

1-132-0481 CP-5W 5L 172φ×306㎜ 76㎜φ ¥3,300（＋税）
1-132-0482 CP-10W 10L 217φ×398㎜ 95㎜φ ¥3,900（＋税）
1-132-0483 CP-20W 20L 288φ×446㎜ 96㎜φ ¥5,800（＋税）
● 高品質のポリエチレン容器です。取出しに便利な活栓付です。
※20Lのみ持ち手用のくぼみがついています。
〔仕様〕ポリエチレン製　レバーコック　中栓付
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廃液容器

コード、価格が赤色のものは、一般によく使用されている商品です。

 廃液貯蔵容器（平角グレー缶）
コード 型　式 容量 外　寸 口内径 価　格

1-132-0250 FG-5 5L 202×118×290㎜ 30㎜ ¥1,800（＋税）
1-132-0251 FG-10 10L 210×215×300㎜ 42㎜ ¥2,300（＋税）
1-132-0252 FG-20 20L 360×206×410㎜ 50㎜ ¥2,900（＋税）
● 廃出量の少ない重金属イオンを含む溶液の保管には5Lタイプがオススメです。
〔仕様〕ポリエチレン製20L 10L 5L

 平角缶（1口タイプ）
コード 型　式 容量 外　寸 口内径 価　格

1-340-0472 FR-05 500mL 88×50.5×161.5㎜ 21.5㎜φ ¥210（＋税）
1-340-0473 FR-10 1L 115×60×187㎜ 23.5㎜φ ¥210（＋税）
1-340-0474 FR-20 2L 147×88×210㎜ 23.5㎜φ ¥460（＋税）
1-340-0481 FR-30 3L 180×103×217.5㎜ 31㎜φ ¥600（＋税）
1-340-0477 FR-50 5L 193×140×237㎜ 29㎜φ ¥950（＋税）
1-340-0479 FR-100 10L 261.5×137.5×356㎜ 29.5㎜φ ¥2,200（＋税）

〔仕様〕本体：ポリエチレン製　蓋：ポリプロピレン製　FR-30, 50, 100は取手付

1L
2L 5L

500mL

 カラー廃液貯蔵容器（専用ロート付）
コード 型　式 ラベル 規　格 外　寸 価　格

1-132-0445 レッド 酸性

容量20L
口内径50㎜φ

PE製
350×170×410㎜

¥4,800（＋税）
1-132-0446 ブルー アルカリ性 ¥4,800（＋税）
1-132-0447 ブラック 無地 ¥4,800（＋税）

1-132-0448 20Lセット
酸性

アルカリ性
無地

¥14,400（＋税）

1-340-0504 キャップ付ロートのみ　20L用（ロート内径：99㎜φ） ¥1,280（＋税）

※ろ紙を使用する場合は15㎝のろ紙が適合します。

便利な
ロート付

 廃液貯蔵容器（広口タイプ）
コード 型　式 ラベル色 規　格 外　寸 価　格

1-132-0455 酸性 赤色
容量20L

口内径99㎜φ
360×206×415㎜

¥4,000（＋税）
1-132-0456 アルカリ性 青色 ¥4,000（＋税）
1-132-0457 無地 白色 ¥4,000（＋税）
● 廃液が入れやすい広口タイプです。
〔仕様〕ポリエチレン製　中栓付

 カラー廃液回収缶（専用ロート付）
コード 型　式 ラベル 規　格 外　寸 価　格

1-340-0400 レッド

―

容量10L
口内径42㎜φ

PE製
210×215×300㎜

¥3,500（＋税）
1-340-0401 ブルー ¥3,500（＋税）
1-340-0404 ブラック ¥3,500（＋税）
1-340-0407 レッドS 酸性 ¥4,100（＋税）
1-340-0408 ブルーA アルカリ性 ¥4,100（＋税）
1-340-0409 ブラックM 無地 ¥4,100（＋税）

1-132-0449 10Lセット
酸性

アルカリ性
無地

¥12,300（＋税）

1-340-0406 キャップ付ロートのみ　10L用（ロート内径：99㎜φ） ¥1,280（＋税）

少量の廃液回収に便利

カラー10Lタイプ
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洗浄瓶

88必要な理科実験器がすぐ検索！

 ポリ丸型洗浄瓶（広口）
コード 容　量 胴径×全高 目盛 価　格

1-132-0290 100mL 48φ×173㎜ 10mL ¥200（＋税）
1-132-0291 250mL 60φ×207㎜ 25mL ¥280（＋税）
1-132-0292 500mL 73φ×242㎜ 50mL ¥320（＋税）
1-132-0293 1000mL 85φ×313㎜ 50mL ¥390（＋税）
● スタンダードな広口の丸型洗浄瓶です。
〔仕様〕ポリエチレン製　口内径：32㎜φ

 マルチ洗浄瓶
コード 容　量 胴径×全高 目盛 価　格

1-341-0471 500mL 75φ×256㎜ 20mL ¥490（＋税）
1-341-0473 1000mL 85φ×330㎜ 20mL ¥590（＋税）
● 瓶を逆さ向けにしても、容器中でおもり付ノズルが曲がり、液の出にくさが
ありません。

〔仕様〕 ポリエチレン製（おもり/ガラス　おもりカバー/ポリプロピレン）
口内径：40㎜φ

〈使用例〉

逆
さ
で
使
え
る

 ポリ角型洗浄瓶
コード 容　量 大　き　さ 目盛 価　格

1-132-0300 250mL 74×50×132㎜ 10mL ¥340（＋税）
1-132-0301 500mL 87×56×176㎜ 20mL ¥430（＋税）
● 収納に便利な角形形状の洗浄瓶です。
〔仕様〕ポリエチレン製　口内径：30㎜φ
〔別売部品〕
1-132-0370 洗浄瓶用先端ノズル 白 ･･･････････････････････ ¥30 （＋税）

先端ノズル
取替可

 丸型洗浄瓶（細口）
コード 容　量 胴径×全高 目盛 価　格

1-132-0345 125mL 38φ×211㎜ 5mL ¥240（＋税）
1-132-0346 250mL 60φ×230㎜ 10mL ¥250（＋税）
1-132-0347 500mL 75φ×264㎜ 20mL ¥300（＋税）
1-132-0348 1000mL 85φ×322㎜ 20mL ¥400（＋税）
● エコノミータイプの細口の丸型洗浄瓶です。
〔仕様〕ポリエチレン製　口内径：17㎜φ

 丸型洗浄瓶（広口）
コード 型　式 容　量 胴径×全高 目盛 価　格

1-132-0364 MS-250L 250mL 60φ×193㎜ 10mL ¥310（＋税）
1-132-0365 MS-500L 500mL 75φ×249㎜ 20mL ¥390（＋税）
1-132-0366 MS-1000L 1000mL 85φ×333㎜ 20mL ¥520（＋税）
● 先端ノズルの取り替えが可能です。
〔仕様〕ポリエチレン製　口内径：39.5㎜φ
〔別売部品〕
1-132-0370 洗浄瓶用先端ノズル 白 ･･･････････････････････ ¥30 （＋税）

先端ノズル
取替可
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蒸発皿・るつぼ

コード、価格が赤色のものは、一般によく使用されている商品です。

 色付蒸発皿
コード 大きさ 内　径 形状 入数 価　格

1-133-0040 80φ×20㎜ 75㎜ 平底青色 1 ¥670（＋税）
1-133-0042 80φ×20㎜ 75㎜ 平底青色 10 ¥6,500（＋税）
● 結晶が析出してくる様子を観察したり、白く残った結晶や透明な結晶体の観
察に便利な青い色付蒸発皿です。

 蒸発皿（丸底）
コード 外　径 容　量 形　状 価　格

1-133-0035 60㎜φ 30mL 丸底・硬質 ¥360（＋税）
1-133-0036 75㎜φ 60mL 丸底・硬質 ¥550（＋税）
1-133-0037 90㎜φ 120mL 丸底・硬質 ¥680（＋税）
1-133-0038 120㎜φ 260mL 丸底・硬質 ¥1,300（＋税）
1-133-0039 150㎜φ 400mL 丸底・硬質 ¥1,600（＋税）

丸底

 カセロール
コード 外　径 容　量 材　質 価　格

1-133-0110 50㎜φ 30mL 磁器・硬質 ¥1,380（＋税）
1-133-0111 70㎜φ 75mL 磁器・硬質 ¥1,850（＋税）
● 持ち手付きの蒸発皿で、三脚を使わずに液体を蒸発させることができます。

持ち手付で便利

 るつぼ（ふた付）
コード 型　式 容　量 口径×全高 価　格

1-133-0050 B0 15mL 36φ×27㎜ ¥500（＋税）
1-133-0051 B1 30mL 45φ×36㎜ ¥680（＋税）
1-133-0052 B2 50mL 53φ×43㎜ ¥900（＋税）
●  次頁のマッフルの中に入れると、さらに高温にすることができます。
※口径×全高はるつぼ本体のみの大きさを記載しています。
〔仕様〕磁製 三 角 架 122頁るつぼはさみ 123頁

マ
ッ
フ
ル
と
併
用
す
る
と

高
温
に
加
熱
で
き
ま
す

 アルミナるつぼ（ふた付）
コード 型　式 容　量 口径×全高 価　格

1-133-0045 A10 10mL 31φ×31㎜ ￥550（＋税）
1-133-0046 A15 15mL 34φ×37㎜ ￥650（＋税）
1-133-0047 A30 30mL 43φ×47㎜ ￥980（＋税）
1-133-0048 A50 50mL 48φ×54㎜ ￥1,450（＋税）
●  1200℃の高温にも耐えます。
※口径×全高はるつぼ本体のみの大きさを記載しています。

安全めがね 297頁蒸発皿はさみ 124頁

 蒸発皿（平底）
コード 外　径 容　量 形　状 価　格

1-133-0030 60㎜φ 25mL 平底・硬質 ¥530（＋税）
1-133-0031 75㎜φ 50mL 平底・硬質 ¥680（＋税）
1-133-0032 90㎜φ 90mL 平底・硬質 ¥980（＋税）
1-133-0033 120㎜φ 200mL 平底・硬質 ¥1,700（＋税）
1-133-0034 150㎜φ 400mL 平底・硬質 ¥2,600（＋税）平底
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乳鉢・加熱皿

90必要な理科実験器がすぐ検索！
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 ステンレスシャーレ
コード 大　き　さ 材　質 価　格

1-133-0470 50φ×15㎜ ステンレスSUS304 ¥850（＋税）
1-133-0471 60φ×20㎜ ステンレスSUS304 ¥900（＋税）
1-133-0472 75φ×20㎜ ステンレスSUS304 ¥950（＋税）
1-133-0473 90φ×20㎜ ステンレスSUS304 ¥1,000（＋税）

 磁製乳鉢（乳棒付）
コード 型式 外径 内径 高さ 内高さ 全容量 価　格

1-133-0009 N-06 62㎜ 50㎜ 43㎜ 34㎜ 40mL ¥640（＋税）
1-133-0010 N-09 90㎜ 72㎜ 48㎜ 40㎜ 100mL ¥690（＋税）
1-133-0011 N-12 120㎜ 98㎜ 60㎜ 50㎜ 280mL ¥1,250（＋税）
1-133-0012 N-15 152㎜ 128㎜ 80㎜ 70㎜ 600mL ¥1,800（＋税）
1-133-0013 N-18 192㎜ 160㎜ 93㎜ 82㎜ 1200mL ¥5,800（＋税）

 乳棒
コード 型　式 全長 先端径 手元径 重量 価　格

1-133-0019 60㎜用 70㎜ 20㎜ 11㎜ 35g ¥280（＋税）
1-133-0020 90㎜用 95㎜ 27㎜ 15㎜ 70g ¥300（＋税）
1-133-0021 120㎜用 120㎜ 32㎜ 16㎜ 105g ¥540（＋税）
1-133-0022 150㎜用 153㎜ 35㎜ 17㎜ 160g ¥730（＋税）
1-133-0023 180㎜用 190㎜ 45㎜ 20㎜ 300g ¥2,100（＋税）

 マッフル
コード 型　式 最大外径 最大内径 高さ 厚さ 価　格

1-133-0170 9㎝ 95㎜φ 83㎜φ 51㎜ 6㎜ ¥1,800（＋税）
1-744-0450 10㎝ 103㎜φ 88㎜φ 65㎜ 7㎜ ¥2,000（＋税）
1-133-0171 12㎝ 125㎜φ 110㎜φ 82㎜ 7.5㎜ ¥2,800（＋税）
● るつぼをマッフルの中に入れると、さらに高温にして加熱できます。
〔仕様〕上下1組

るつぼを高温に加熱できます

上下1組

 ■ マッフルの使用例
1個で使用する場合
三脚の上に三角架をのせ、
その上にるつぼを置き、
マッフルでおおう

2個で使用する場合
スタンドのリングか
三角架にはさみ、
しっかりと固定する

 加熱用プレート
コード 容　量 各穴の大きさ 大　き　さ 価　格

1-133-0450 5mL×6穴 32φ×6㎜ 140φ×20㎜ ¥1,300（＋税）
● 食塩・砂糖などを同条件で加熱したときの変化の違いを観察できます。
〔仕様〕ステンレスSUS304製

 砂皿
コード 大　き　さ 厚　さ 材　質 価　格

1-133-0530 12㎝ 0.8㎜ 鉄製 ¥310（＋税）
● 中に砂を入れて砂浴により加熱を行なう際に使用する容器です。

磁製乳鉢

乳棒

加熱用プレート

砂皿

同じ条件で
加熱できます
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試料皿・カップ

コード、価格が赤色のものは、一般によく使用されている商品です。

 飛散防止用ステンレス金網
コード 大　き　さ メッシュNo. 入　数 価　格

1-133-0520 120×120㎜ ＃100 10枚 ¥2,500（＋税）

〈先生の困った対応品：加熱時の飛散防止〉
● マグネシウムなどの酸化実験の際の飛散による誤差や事故を防ぐ金網です。
〔仕様〕ステンレスSUS304製

飛散による
事故を防ぎます

10枚組

 ステンレスカップ
コード 型　式 容　量 上径×下径×高さ 価　格

1-342-0580 No.1 65mL 50φ×34φ×46㎜ ¥380（＋税）
1-342-0584 大 110mL 73φ×52φ×36㎜ ¥380（＋税）
● ステンレス製でアルミに比べて堅牢です。
〔仕様〕ステンレスSUS304製

 ステンレス試料皿
コード 大　き　さ 材　質 価　格

1-133-0509 50φ×8㎜ ステンレスSUS304製 ¥260（＋税）
1-133-0510 60φ×8㎜ ステンレスSUS304製 ¥300（＋税）
1-133-0511 80φ×9㎜ ステンレスSUS304製 ¥360（＋税）
1-133-0512 100φ×13㎜ ステンレスSUS430製 ¥380（＋税）
1-133-0513 120φ×15㎜ ステンレスSUS430製 ¥380（＋税）
● 銅粉をのせて皿ごと加熱し、色の変化と質量変化を実験します。

薬さじ 125頁

銅粉の加熱実験に

60φ
80φ

 ステンレスビーカー
コード 容　量 大　き　さ 価　格

1-133-0349 200mL 68φ×66㎜ ¥1,100（＋税）
1-133-0350 300mL 75φ×78㎜ ¥1,500（＋税）
1-133-0351 500mL 82φ×109㎜ ¥2,100（＋税）
1-133-0352 1000mL 107φ×126㎜ ¥2,600（＋税）
1-133-0353 2000mL 136φ×148㎜ ¥3,400（＋税）
● お湯をステンレスビーカーに入れ（お湯約60℃）、取手に触れて金属カップが
どのようにあたたまるかを確かめる実験にも使用できます。

〔仕様〕ステンレスSUS304製　目安目盛入　取手付
2000mL

露点実験に最適!

WISR

 ステンレスコップ
コード 型式 容　量 大　き　さ 価　格

1-133-0360 SR 260mL（8分目：200mL） 75φ×45φ×95㎜ ¥1,200（＋税）
1-133-0364 WI 約270mL 74φ×73㎜ ¥1,400（＋税）
● 鏡面仕上で露点実験などに使用します。
〔仕様〕 ステンレスSUS304製

光沢研磨仕上げ

 ■ 露点を調べよう!

温度計
ガラス棒

ステンレスコップ

露点実験器 235頁
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バット

92必要な理科実験器がすぐ検索！

 ホーローバット
コード 型　式 大きさ（外寸） 価　格

1-133-0270 キャビネ 175×220×30㎜ ¥1,050（＋税）
1-133-0271 18枚取 205×270×30㎜ ¥1,300（＋税）
1-133-0272 15枚取 235×295×35㎜ ¥1,400（＋税）
1-133-0273 10枚取 275×365×55㎜ ¥2,000（＋税）
1-133-0274 8枚取 320×400×60㎜ ¥2,800（＋税）

 ホーローは、衝撃などで割れる恐れがありますので取扱いにご注意ください。
※フチの色は白色となる場合があります。 解剖ざら 197頁

軽くて安価
 アルミバット
コード 型　式 大きさ（外寸） 価　格

1-133-0390 A-1 309×373×43㎜ ¥1,350（＋税）
1-133-0391 A-2 274×349×37㎜ ¥1,100（＋税）
1-133-0392 A-3 239×310×36㎜ ¥950（＋税）
1-133-0393 A-4 213×278×36㎜ ¥730（＋税）
1-133-0394 A-5 183×242×32㎜ ¥580（＋税）
1-133-0395 A-6 157×216×30㎜ ¥480（＋税）

 ステンレス大型ボール
コード 型　式 内径×高さ 価　格

1-133-0400 SOB-30 300φ×120㎜ ￥2,800（＋税）
1-133-0401 SOB-33 330φ×130㎜ ￥3,400（＋税）
1-133-0402 SOB-36 360φ×140㎜ ￥4,200（＋税）

〔仕様〕材質：ステンレスSUS304 スチロール丸水槽 199頁

 ステンレス深型バット
コード 型　式 外　寸 価　格

1-342-0640 H-1 123×185×66㎜ ¥1,200（＋税）
1-342-0642 H-2 140×195×72㎜ ¥1,400（＋税）
1-342-0646 H-4 173×230×78㎜ ¥1,600（＋税）

〔仕様〕材質：ステンレスSUS304

 ステンレスバット
コード 型　式 大きさ（外寸） 価　格

1-133-0370 手札 126×155×27㎜ ¥650（＋税）
1-133-0371 キャビネ 170×210×31㎜ ¥780（＋税）
1-133-0372 21枚取 202×248×37㎜ ¥1,100（＋税）
1-133-0373 18枚取 205×266×43㎜ ¥1,350（＋税）
1-133-0374 15枚取 231×296×49㎜ ¥1,550（＋税）
1-133-0375 12枚取 252×322×53㎜ ¥1,800（＋税）
1-133-0376 8枚取 293×406×64㎜ ¥2,600（＋税）

〔仕様〕ステンレスSUS304製 プラスチックバット 137頁

用途の広いステンレス製

酸・アルカリに強いステンレス

白色で使いやすい
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ゴム栓

コード、価格が赤色のものは、一般によく使用されている商品です。

 赤ゴム栓（10個組）
コード 型式 上径×下径×高（㎜） 価　格

1-136-0158 No.03 12×9×17.5    ¥380（＋税）
1-136-0159 No.02 14×10.5×15.5    ¥380（＋税）
1-136-0160 No.01 15×11×15.5    ¥380（＋税）
1-136-0162 No.1 16×13×20    ¥200（＋税）
1-136-0163 No.2 17.5×14×20    ¥230（＋税）
1-136-0164 No.3 19×15×22    ¥270（＋税）
1-136-0165 No.4 19.5×16×22    ¥300（＋税）
1-136-0166 No.5 22×19×23    ¥430（＋税）
1-136-0167 No.6 23×19.5×26    ¥490（＋税）
1-136-0168 No.7 25×21×29    ¥600（＋税）
1-136-0169 No.8 27.5×23×29    ¥680（＋税）

コード 型式 上径×下径×高（㎜） 価　格

1-136-0170 No.9 30×25×30    ¥850（＋税）
1-136-0171 No.10 32×27.5×30.5    ¥880（＋税）
1-136-0172 No.11 35×29×31 ¥1,150（＋税）
1-136-0173 No.12 37×32×35 ¥1,330（＋税）
1-136-0174 No.13 38.5×34×35 ¥1,500（＋税）
1-136-0175 No.14 41×36.5×39 ¥1,660（＋税）
1-136-0176 No.15 42.5×37×37 ¥1,780（＋税）
1-136-0177 No.16 46×40.5×36 ¥2,280（＋税）
1-136-0178 No.17 49×43×38 ¥2,580（＋税）
1-136-0179 No.18 51.5×45.5×43 ¥2,880（＋税）
1-136-0180 No.19 56×48×44 ¥3,400（＋税）

材質：天然ゴム

弾力性に優れています
10個組

コード 型式 上径×下径×高（㎜） 価　格

1-136-0480 K-1 16×13×20    ¥320（＋税）
1-136-0481 K-2 17.5×14×20    ¥360（＋税）
1-136-0482 K-3 19×15×22    ¥430（＋税）
1-136-0483 K-4 19.5×16×22    ¥520（＋税）
1-136-0484 K-5 22×19×23    ¥560（＋税）
1-136-0485 K-6 23×19.5×26    ¥700（＋税）
1-136-0486 K-7 25×21×27    ¥850（＋税）
1-136-0487 K-8 27.5×23×29 ¥1,000（＋税）

コード 型式 上径×下径×高（㎜） 価　格

1-136-0488 K-9 30×25×30 ¥1,200（＋税）
1-136-0489 K-10 32×27.5×30.5 ¥1,350（＋税）
1-136-0490 K-11 35×29×31 ¥1,600（＋税）
1-136-0491 K-12 37×32×35 ¥1,900（＋税）
1-136-0492 K-13 38.5×34×35 ¥2,160（＋税）
1-136-0493 K-14 41×35×37 ¥2,400（＋税）
1-136-0494 K-15 42.5×37×37 ¥2,700（＋税）
1-136-0495 K-16 46×40.5×36 ¥3,500（＋税）

 黒ゴム栓（10個組） 材質：天然ゴム　硬度：50度耐摩耗性に優れています
10個組

コード 型式 上径×下径×高（㎜） 価　格

1-136-0190 No.0 14×10×15      ¥40（＋税）
1-136-0191 No.1 16×12×19      ¥35（＋税）
1-136-0192 No.2 18×14×21      ¥50（＋税）
1-136-0193 No.3 19×15×22      ¥60（＋税）
1-136-0194 No.4 20×16×24      ¥70（＋税）
1-136-0195 No.5 22×19×26      ¥80（＋税）
1-136-0196 No.6 23×20×26    ¥100（＋税）
1-136-0197 No.7 24.5×20.5×30    ¥120（＋税）
1-136-0198 No.8 26.5×23×31    ¥160（＋税）
1-136-0199 No.9 29×24×31    ¥190（＋税）

コード 型式 上径×下径×高（㎜） 価　格

1-136-0200 No.10 32×26.5×33    ¥200（＋税）
1-136-0201 No.11 34×29×35    ¥240（＋税）
1-136-0202 No.12 36.5×31×35    ¥300（＋税）
1-136-0203 No.13 39×34×35    ¥350（＋税）
1-136-0204 No.14 41×37×39    ¥430（＋税）
1-136-0205 No.15 43×39×39    ¥490（＋税）
1-136-0206 No.16 47×41×42    ¥620（＋税）
1-136-0207 No.17 50×43.5×45    ¥800（＋税）
1-136-0208 No.18 53×47×45    ¥930（＋税）
1-136-0209 No.19 56×50×52 ¥1,200（＋税）

 シリコンゴム栓 材質：シリコンゴム　使用温度範囲：－60～200℃温度変化に強いゴム栓
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 コルク栓（10個組）
コード 型式 上径×下径×高（㎜） 価　格

1-136-0141 No.0 12×11×17    ¥290（＋税）
1-136-0142 No.1 15×13×17    ¥290（＋税）
1-136-0143 No.2 17×15×17    ¥380（＋税）
1-136-0144 No.3 18×16×20    ¥420（＋税）
1-136-0145 No.4 20×17×20    ¥530（＋税）
1-136-0146 No.5 21×19×20    ¥580（＋税）

コード 型式 上径×下径×高（㎜） 価　格

1-136-0147 No.6 23×20×25    ¥730（＋税）
1-136-0148 No.7 24×22×25    ¥850（＋税）
1-136-0157 No.8 26×23×25 ¥1,100（＋税）
1-136-0149 No.9 27×24×30 ¥1,320（＋税）
1-136-0150 No.10 30×27×30 ¥1,560（＋税）
1-136-0151 No.11 33×30×30 ¥1,980（＋税）

10個組
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ゴム栓

94必要な理科実験器がすぐ検索！

 穴あきゴム栓
■黒ゴム栓　穴径5㎜φ：炭素棒（外径５㎜）用　入数：1個
コード 型　式 適用容器（目安） 価　格

1-136-0090 No.2（1穴） 18㎜試験管 ¥130（＋税）

■赤ゴム栓　穴径6㎜φ：温度計やガラス管（外径6㎜φ・7㎜φ）用　入数：1個
コード 型　式 適用容器（目安） 価　格

1-136-0091 No.2（1穴） 18㎜試験管
リービッヒ冷却器240㎜（上部用） ¥160（＋税）

1-136-0092 No.3（1穴） 丸底フラスコ　100mL
枝付フラスコ　50、100mL ¥220（＋税）

1-136-0093 No.4（1穴） 三角フラスコ　IWAKI製50mL
HARIO製50mL ¥220（＋税）

1-136-0094 No.5（1穴） ペットボトル
リービッヒ冷却器300㎜（上部用）

¥240（＋税）

1-136-0095 No.5（2穴） ¥330（＋税）

1-136-0096 No.6（1穴）

ペットボトル
リービッヒ冷却器360㎜ （上部用）
丸底フラスコ200mL　平底フラスコ200mL

枝付フラスコ　200mL

¥240（＋税）

1-136-0097 No.7（1穴）
平底フラスコ　300mL

リービッヒ冷却器450㎜（上部用）
三角フラスコ　HARIO製100mL

¥250（＋税）

1-136-0098 No.8（1穴）丸底フラスコ 300、500mL　枝付フラスコ 300、500mL
平底フラスコ 500mL　三角フラスコ IWAKI製100mL

¥260（＋税）
1-136-0089 No.8（2穴） ¥330（＋税）
1-136-0099 No.9（1穴）三角フラスコ　IWAKI製200、300mL

HARIO製200mL
¥260（＋税）

1-136-0100 No.9（2穴） ¥350（＋税）
1-136-0101 No.12（1穴）

三角フラスコ　IWAKI製500mL
¥300（＋税）

1-136-0102 No.12（2穴） ¥390（＋税）

面倒な穴あけ作業が不要！

※ ガラス製品は工場吹き製品のため、適合サイズが合わな
い場合があります。
※ ペットボトル（プラスチックボトル）は口径の大小があり
適合サイズが合わない場合があります。
※ 適用容器はゴム栓の穴にガラス管や温度計などを入れた
状態でのサイズを元に記載しています。
※ ゴム栓の穴に通す物によって、ゴム栓自体の大きさが変
わり、適合サイズが合わない場合があります。

※ 穴あきゴム栓は穴径より1㎜太いガラス管などを差込んで使
う想定になっています。6㎜の穴の場合は外径7㎜のガラス管
を差込むと適合します。

※ 〔特注対応〕ゴム栓にご希望のサイズの穴あけ加工をすること
ができます。別途お問い合せ下さい。（有料）

L字管・I字管 75頁

 ライト栓
コード 型式 上径×下径×高 材　質 価　格

1-344-0101 1-2 17.5×13×25㎜

シリコンゴム
オートクレーブ
滅菌可能

¥130（＋税）
1-344-0102 3-4 20×15.5×27㎜ ¥170（＋税）
1-344-0103 5-7 25×19×30㎜ ¥260（＋税）
1-344-0104 8-9 30×23×33㎜ ¥320（＋税）
1-344-0105 10-11 35×28×35㎜ ¥430（＋税）
● シリコンゴムを独立発泡させた、軽くて穴開けしやすいゴム栓です。

加工しやすい
素材です

 穴あきシリコンゴム栓
■穴径5㎜
コード 型  式 適用容器 価　格

1-136-0110 No.2（1穴） 18㎜試験管 ¥340（＋税）
1-136-0115 No.7（1穴）三角フラスコHARIO製100mL　平底フラスコ300mL ¥390（＋税）

■穴径6㎜（温度計やガラス管（外径6㎜φ・7㎜φ）用）
コード 型  式 適用容器 価　格

1-136-0111 No.2（1穴） 18㎜試験管 ¥340（＋税）

1-136-0112 No.3（1穴）
丸底フラスコ　100mL

枝付フラスコ　50mL、100mL ¥350（＋税）

1-136-0113 No.6（1穴）
ペットボトル　丸底フラスコ 200mL

平底フラスコ 200mL　枝付フラスコ 200mL ¥380（＋税）

1-136-0114 No.8（1穴）
丸底フラスコ 300mL、500mL　枝付フラスコ 300mL、500mL
平底フラスコ 500mL　三角フラスコ IWAKI製100mL ¥430（＋税）

ゴム栓
チューブ

ろ紙
試験紙
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コルクボーラー

コード、価格が赤色のものは、一般によく使用されている商品です。

 スピードコルクボーラー
コード 型　式 外　径 価　格

1-136-0235 12種組 5～21.5㎜φ（12種類） ¥5,600（＋税）
● 特殊溝つき刃により従来のものにくらべ、作業がスピードアップされ、更にハ
ンドルカバーがついているので、手を痛めません。

● 別売のホルダーを使用すれば、栓を固定して中心に垂直にきりを押し込むこと
ができます。

〔仕様〕鋸刃：外径　 5/6.5/8/9.5/11/12.5/14/15.5/17/18.5/20/21.5㎜φ
〔別売部品〕
1-136-0236 ホルダー（ガイドリング12個付） ･････････････¥3,900 （＋税）

スピードコルクボーラー

ハンドルカバーホルダー

ガイドリング

 スポイト中栓（10個組）
コード 規　格 適用駒込ピペット 価　格

1-344-0095
キャップ部/外径29㎜φ　内径25㎜φ
中央穴/上径10㎜φ　底穴4㎜φ

1，2，3，5mL ¥1,600（＋税）

● 中央の穴に駒込ピペットを挿入した状態で使用できる中栓です。
● 一般的な試薬瓶（口径22㎜φ）に対応しています。
〔仕様〕材質：シリコン

使用例10個組

合成ゴム 天然ゴム

 ゴムシート（合成ゴム）
コード 大きさ 厚さ 価　格

1-345-0021

500×500㎜

1㎜ ¥1,500（＋税）
1-345-0024 2㎜ ¥2,200（＋税）
1-345-0027 3㎜ ¥3,000（＋税）
1-345-0030 5㎜ ¥4,300（＋税）
耐熱温度：約130℃

 ゴムシート（天然ゴム）
コード 大きさ 厚さ 価　格

1-345-0041

500×500㎜

1㎜ ¥1,300（＋税）
1-345-0044 2㎜ ¥1,500（＋税）
1-345-0047 3㎜ ¥1,600（＋税）
1-345-0050 5㎜ ¥2,800（＋税）
耐熱温度：約100℃

 ゴムアダプタ
コード 型　式 規　格 価　格

1-136-0215 合成ゴム 口径16～56㎜φのフラスコ等
にセットして使用します。

¥980（＋税）
1-136-0216 シリコンゴム ¥1,800（＋税）
● 6種類のゴムリングのセットで、口径が16～56㎜φのフラスコや瓶などに
セットできる便利なアダプタです。

● シリコンゴム製は耐熱性（180℃）に優れています。

■セット内容　6種組
♯1 ♯2 ♯3 ♯4 ♯5 ♯6

上　径 21×15㎜ 29×21㎜ 36×29㎜ 45×36㎜ 53×45㎜ 60×53㎜
下　径 7×13㎜ 19×11㎜ 25×16㎜ 29×20㎜ 36×27㎜ 43×34㎜
高　さ 15㎜ 19㎜ 25㎜ 32㎜ 33㎜ 35㎜

合成ゴム

シリコンゴム

色々なサイズの
ロート・フラスコに対応

 コルクボーラー
コード 型　式 外　径 価　格

1-136-0229 3種組 5/6.5/8㎜φ ¥1,400（＋税）
1-136-0230 6種組 5/6.5/8/9.5/11/12.5㎜φ ¥2,200（＋税）

1-136-0231 12種組
5/6.5/8/9.5/11/12.5/14/15.5/

17/18.5/20/21.5㎜φ ¥4,600（＋税）

● ゴム栓の穴あけに使用します。あけた穴は刃の外径より小さくなります。
〔仕様〕鋸刃　押出し棒付
〔別売部品〕
1-745-0690 ハンドルカバー ････････････････････････････¥1,000 （＋税）

6種組

鋸刃で楽に穴をあけられます
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ゴム管・ビニール管

96必要な理科実験器がすぐ検索！
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 ゴム管（ネオ・チュービング）
コード 型　式 内　径 外　径 長さ 10mに付き

1-136-0255 3N 3㎜φ 4.6㎜φ

10m

¥1,300（＋税）
1-136-0257 4N 4㎜φ 5.8㎜φ ¥1,600（＋税）
1-136-0259 5N 5㎜φ 7㎜φ ¥1,980（＋税）
1-136-0261 6N 6㎜φ 8.4㎜φ ¥2,800（＋税）
1-136-0263 7N 7㎜φ 10㎜φ ¥4,400（＋税）
1-136-0265 8N 8㎜φ 11.6㎜φ ¥5,500（＋税）
● 接続するガラス管の外径より1㎜程度小さい内径のゴム管を選択して下さい。
耐熱温度：50～60℃

柔軟性に優れた
汎用タイプ

10m

 ビニール管
コード 型　式 内　径 外　径 長さ 10mに付き

1-136-0270 4B 4㎜φ 6㎜φ

10m

¥460（＋税）
1-136-0271 5B 5㎜φ 7㎜φ ¥520（＋税）
1-136-0272 6B 6㎜φ 8㎜φ ¥600（＋税）
1-136-0273 7B 7㎜φ 9㎜φ ¥670（＋税）
1-136-0274 8B 8㎜φ 10㎜φ ¥750（＋税）
1-136-0275 9B 9㎜φ 11㎜φ ¥800（＋税）

材質：軟質塩化ビニル　耐熱温度：約70℃
アクアリウム用エアーポンプ 202頁

アクアリウムの
エアー用に

10m

 ソーレックスチューブ（ソフトフレキシブルチューブ）
コード 型　式 内　径 外　径 長さ 10mに付き

1-136-0280 4F 4㎜φ 5.8㎜φ

10m

¥1,200（＋税）
1-136-0281 5F 5㎜φ 7㎜φ ¥1,650（＋税）
1-136-0282 6F 6㎜φ 8.4㎜φ ¥1,900（＋税）
1-136-0283 7F 7㎜φ 10㎜φ ¥2,400（＋税）
1-136-0284 8F 8㎜φ 11.5㎜φ ¥3,400（＋税）
1-136-0285 10F 10㎜φ 14.5㎜φ ¥5,300（＋税）
● 弾性と柔軟性に優れ、挿入時などの取扱いが簡単です。
● 長期の使用や保存でも硬化・ベトつき・ヒビ割れの心配がありません。
● 接続するガラス管の外径より1㎜程度小さい内径のゴム管を選択して下さい。
材質：特殊塩化ビニル　使用温度：－30～70℃

L字管・I字管 75頁

半透明で長期
使用に耐える

10m

柔らかく耐久性抜群

 シリコンチューブ
コード 型　式 内　径 外　径 長さ 10mに付き

1-136-0508 ST3-5 3㎜φ 5㎜φ

10m

¥1,300（＋税）
1-136-0510 ST4-6 4㎜φ 6㎜φ ¥1,500（＋税）
1-136-0513 ST5-7 5㎜φ 7㎜φ ¥1,900（＋税）
1-136-0516 ST6-8 6㎜φ 8㎜φ ¥2,000（＋税）
1-136-0520 ST7-9 7㎜φ 9㎜φ ¥2,300（＋税）
1-136-0523 ST8-11 8㎜φ 11㎜φ ¥4,500（＋税）
1-136-0525 ST9-12 9㎜φ 12㎜φ ¥4,600（＋税）
1-136-0527 ST10-13 10㎜φ 13㎜φ ¥4,900（＋税）
● 耐薬品性と耐久性に優れた半透明のチューブです。
使用温度：－40～200℃

耐熱性に
優れています

10m

耐薬品性に優れています
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 ガス用ホース/ホースバンド
コード 品　名 型　式 長さ 価　格

1-137-0045

ガスホース

都市ガス用
（天然ガス・旧都市ガス）

3m ¥1,750（＋税）
1-137-0047 80㎝ ¥580（＋税）
1-137-0046 プロパンガス用 3m ¥1,850（＋税）
1-137-0048 プロパンガス用 80㎝ ¥600（＋税）
1-136-0375 ガスホースバンド ガス管　内径9.5㎜φ　外径15.5㎜φ用 ¥80（＋税）
●  丈夫なガス専用のゴム管です。

ガスバーナー 120頁

天然ガス用 プロパンガス用

 ゴム管はさみ（ピンチコック・モール型）
コード 型　式 全長×幅 開き幅 価　格

1-136-0350 大 54×43㎜ 最大12㎜φ ¥180（＋税）
1-136-0351 中 47×36㎜ 最大10㎜φ ¥160（＋税）
1-136-0352 小 40×33㎜ 最大8㎜φ ¥150（＋税）
●  モール型はバネの力でゴム管をはさみますので、しめ具合を調節できません。
※全長×幅はゴム管はさみを全閉した状態で測定した値です。
※外径8㎜以上のゴム管には「大」をおすすめします。

 ゴム管はさみ（ピンチコック・ホフマン型）
コード 型　式 全長×幅 開き幅 価　格

1-136-0353 大 38×36㎜ 最大24㎜φ ¥350（＋税）
1-136-0354 中 41×31㎜ 最大21㎜φ ¥330（＋税）
1-136-0355 小 40×29㎜ 最大18㎜φ ¥330（＋税）
●  ホフマン型はネジでゴム管を閉めていきますので、しめ具合を調節できます。
※全長×幅はゴム管はさみを全閉した状態で測定した値です。

 チューブクランプ
コード 型　式 適合チューブ外径 価　格

1-136-0368 M 3.2～11.5㎜φ（12段階調整） ¥150（＋税）
● 全開から全閉までチューブのしめ具合を12段階に調節できます。
〔仕様〕ポリプロピレン製

しめ具合を調節できる

ガス用ホースバンド

 ホースバンド
コード 型　式 使用径 規　格 価　格

1-136-0376 W2L-16P 16～20㎜
ステンレス製

ウォームホイール式

¥200（＋税）
1-136-0377 W2L-22P 22～27㎜ ¥230（＋税）
1-136-0378 W2L-27P 27～32㎜ ¥290（＋税）
 ●手で回して固定できるウォームホイール式です。
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ガスホース・チューブクランプ

コード、価格が赤色のものは、一般によく使用されている商品です。

 ポリ活栓
コード 適合チューブ内径 全長 材　質 価　格

1-131-0715 6～8㎜φ 62㎜ 本体：PE　プラグ：PP ¥980（＋税）
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チューブコネクター

98必要な理科実験器がすぐ検索！

 逆流止めバルブ
コード 型　式 適合チューブ内径 全　長 入　数 価　格

1-136-0380 S 3～6㎜φ 60㎜ 1個 ¥600（＋税）
1-357-0203 ミニ 2～4㎜φ 27㎜ 5個 ¥980（＋税）
● エアーや水流の逆流を防ぐ弁つきのバルブです。
〔仕様〕材質：S/TPX製　ミニ/ABS製　耐熱温度：S/170℃　ミニ/80℃

60㎜

27㎜

G AS MS-1

30
0㎜ 18
4㎜

19
0㎜

72
㎜

PP

 アスピレーター用ゴム管
コード 材　質 内　径 外　径 1mに付

1-136-0790 アメゴム 6㎜φ 12㎜φ ¥700（＋税）
1-136-0792 アメゴム 7㎜φ 14㎜φ ¥850（＋税）

 アスピレーター
コード 型式 材　質 上部接続口 枝管外径 価　格

1-136-0770 G ガラス製 13㎜φ 9㎜φ ¥3,100（＋税）
1-136-0775 AS 金属製 10㎜φ 9㎜φ ¥8,900（＋税）
1-327-0080 PP ポリプロピレン製 12㎜φ 9㎜φ ¥3,500（＋税）
1-136-0780 MS-1 金属製 14㎜φ 9㎜φ ¥2,700（＋税）
● 水道蛇口等に接続し、その水流を利用して減圧できる装置です。
● 金属アスピレーターASは水の蒸気圧の限界まで到達できる高性能タイプです。

 チューブコネクター（10個組）
コード タイプ 型　式 適合チューブ内径 価　格

1-136-0320
ストレート

S-1 3～5㎜φ ¥310（＋税）
1-136-0322 S-2 5～8㎜φ ¥390（＋税）
1-136-0324 S-3 8～10㎜φ ¥550（＋税）
1-136-0326

T型

T-1 3～5㎜φ ¥580（＋税）
1-136-0328 T-2 5～8㎜φ ¥670（＋税）
1-136-0330 T-3 8～10㎜φ ¥800（＋税）
1-136-0332

Y型

Y-1 3～5㎜φ ¥580（＋税）
1-136-0334 Y-2 5～8㎜φ ¥730（＋税）
1-136-0336 Y-3 8～10㎜φ ¥800（＋税）
1-136-0338

片太
E-1 3～5㎜φ/5～8㎜φ ¥310（＋税）

1-136-0340 E-2 5～8㎜φ/8～13㎜φ ¥610（＋税）

ストレート T型

Y型 片太

10個組

●  内径の異なるチューブの接続や分配などに使用します。
〔仕様〕TPX製　耐熱温度：170℃

 マルチコネクター
コード 型式 適合チューブ内径 適合蛇口径 ゴム部内径 価　格

1-136-0785 MC 5～10㎜φ 4～10㎜φ 9.5㎜φ ¥240（＋税）
● 水道蛇口とゴム管を接続する際に便利なコネクターです。
● アスピレーターや冷却器と蛇口を接続する際に便利です。 MC

トラペット ソケット

 トラペット・ソケット
コード 品　名 型式 併用機器 用　途 価　格

1-136-0781 トラペット AT 金属アスピレーター 逆流防止 ¥1,800（＋税）
1-136-0782 ソケット AS 各種アスピレーター 蛇口の接続 ¥220（＋税）
● トラペットはアスピレーターと併用し、逆流を防ぐために使用します。
● ソケットはアスピレーターと水道蛇口の接続ジョイントとして使用します。

使用例
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 ろ紙
コード 大　き　さ グレード 価　格

1-138-0280 5.5㎝

No.1

¥240（＋税）
1-138-0281 7㎝ ¥310（＋税）
1-138-0282 9㎝ ¥350（＋税）
1-138-0283 11㎝ ¥460（＋税）
1-138-0284 12.5㎝ ¥550（＋税）
1-138-0285 15㎝ ¥720（＋税）
1-138-0292 18.5㎝ ¥1,150（＋税）
1-138-0293 24㎝ ¥1,870（＋税）
1-138-0286 5.5㎝

No.2

¥290（＋税）
1-138-0287 7㎝ ¥350（＋税）
1-138-0288 9㎝ ¥460（＋税）
1-138-0289 11㎝ ¥500（＋税）
1-138-0290 12.5㎝ ¥640（＋税）
1-138-0291 15㎝ ¥920（＋税）
1-138-0295 18.5㎝ ¥1,250（＋税）
1-138-0296 24㎝ ¥2,100（＋税）

ロ ー ト 70頁

切る

 ■ ろ紙の折り方（4つ折）
① ろ紙を半分に折ります。4つ折に
する際、少しずらして折ります。
② ろ紙の端を少し切ることで、ロー
トとろ紙の密着性がよくなりま
す。ろ紙を円錐に開いて装着しま
す。

100枚入

〔仕様〕形状：丸型　入数：1箱100枚入
  No.1：一般目的に最も多く使われています。ろ過速度　中
 No.2：微粒子も保持できます。ろ過速度　中

実験動画048

 ろ紙（アドバンテック東洋）
コード 大　き　さ グレード 価　格

1-138-0260 5.5㎝

No.1

¥370（＋税）
1-138-0261 7㎝ ¥480（＋税）
1-138-0262 9㎝ ¥540（＋税）
1-138-0263 11㎝ ¥720（＋税）
1-138-0264 12.5㎝ ¥820（＋税）
1-138-0265 15㎝ ¥1,130（＋税）
1-360-0506 18.5㎝ ¥1,800（＋税）
1-360-0507 24㎝ ¥2,550（＋税）
1-138-0266 5.5㎝

No.2

¥430（＋税）
1-138-0267 7㎝ ¥510（＋税）
1-138-0268 9㎝ ¥680（＋税）
1-138-0269 11㎝ ¥780（＋税）
1-138-0270 12.5㎝ ¥1,020（＋税）
1-138-0271 15㎝ ¥1,420（＋税）
1-360-0516 18.5㎝ ¥2,200（＋税）
1-360-0517 24㎝ ¥3,000（＋税）

100枚入

口径 ■ ろ紙の目安
ロートサイズに
合うろ紙をお使
いください。

ロートの口径㎜ ろ紙直径㎜
45 70
60 90
75 110・125
90 150
120 185
150 240※表は参考です。現物でご確認ください。

〔仕様〕形状：丸型　入数：1箱100枚入
  No.1：一般目的に最も多く使われています。ろ過速度　中
 No.2：微粒子も保持できます。ろ過速度　中

実験動画048
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ろ紙

コード、価格が赤色のものは、一般によく使用されている商品です。

 四角ろ紙（角形ろ紙）
コード 大　き　さ グレード 入　数 価　格

1-154-0924 15×20㎝ No.1（汎用） 50枚 ¥980（＋税）
● 電池実験から水の吸い取りまで、様々な用途に使える角形ろ紙です。

 クロマトグラフ用紙
コード 大　き　さ 入　数 価　格

1-315-0835 2×40㎝ 100枚 ¥2,400（＋税）四角ろ紙

50枚入 用途に合わせて
自在にカット
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pH試験紙

100必要な理科実験器がすぐ検索！

 リール式pH試験紙
コード 型　式 測定範囲 幅 長さ 入数 価　格

1-138-0021 pH1～14（全域） pH1～14
（全域）

7㎜ 5m 1 ¥980（＋税）
1-138-0031 pH1～14（10個組） 7㎜ 5m 10 ¥9,500（＋税）
1-138-0023 pH1～11

pH1～11
7㎜ 5m 1 ¥980（＋税）

1-138-0033 pH1～11（10個組） 7㎜ 5m 10 ¥9,500（＋税）
● 必要な長さにカットして使えるロール式のpH試験紙です。
〔仕様〕大きさ：7㎜幅×5m　イギリス製

必要な長さにカットして使える

pH1～11 pH1～14

長さ5m

 リール式pH試験紙
コード 測定範囲 目盛間隔 幅 長さ 価　格

1-138-0095 pH1～14（全域） 1 / 2 7㎜ 5m ¥2,700（＋税）
1-138-0096 pH4.0～7.0 0.3 7㎜ 5m ¥2,700（＋税）
1-138-0097 pH6.4～8.0 0.2 7㎜ 5m ¥2,700（＋税）
● 必要な長さにカットして使えるロール式のpH試験紙です。
〔別売部品〕
1-138-0094 スペア（試験紙のみ）　3個入 ････････････････¥4,000 （＋税）
 1-138-0095 pH1～14専用の試験紙スペア3個入です。

pH1～14 pH6.4～8.0

長さ5m

 メルクpH試験紙　ロールタイプ
コード 種類 測定範囲 目盛間隔 幅 長さ 価　格

1-138-0101 全域 pH1～14 1 10㎜ 4.8m ¥1,570（＋税）
1-138-0103 酸性域 pH0.5～5.0 0.5 10㎜ 4.8m ¥1,680（＋税）
1-138-0104 中性域 pH5.5～9.0 0.5 10㎜ 4.8m ¥1,680（＋税）
● カラーチャート及びカッティングエッジが付いています。

酸性域 中性域

長さ4.8m

 pH試験紙用カラーチャート
コード 形　状 大きさ 入　数 価　格

1-138-0020 シールタイプ 45×45㎜ 48枚 ¥780（＋税）

〈先生の困った対応品：生徒一人一人に配れます〉
●  1-138-0021、0031リール式pH試験紙（pH1～14全域タイプ）専用のカラー
チャートです。

● 安価なカラーチャートで、生徒一人ひとりに試験紙と一緒に配布できます。
● 測定結果などの記録をノートに残すのに便利なシールタイプです。
〔仕様〕大きさ：45×45㎜　48枚（24枚付×2）　シールタイプ pH試験紙用カラーチャート 48枚組

48枚組

試験紙と一緒に
１人に１つずつ
配れます

 pH試験紙　ロールタイプ
コード 品　名 測定範囲（pH） 価　格

1-138-0025 UNIV ユニバーサル 1～11 ¥1,800（＋税）
1-138-0026 WR ウォールレンジ 0～14 ¥1,500（＋税）
1-138-0029 BCG ブロムクレゾールグリーン 4.0～5.6 ¥1,800（＋税）
1-138-0027 BTB ブロムチモールブルー 6.2～7.8 ¥1,800（＋税）
●  pHを簡易的に測定できる試験紙で、必要な長さにカットして使えるロール式
です。大きさ：9㎜幅×6m（WRは5.5m）

〔別売部品〕
1-138-0028 ユニバーサル用スペア ･･･････････････････････ ¥900 （＋税）
 1-138-0025 ユニバーサル（pH1～11）専用の試験紙スペアです。

pH1～11 pH0～14

長さ6m

099-100_化学.indd   100099-100_化学.indd   100 2019/02/25   16:21:072019/02/25   16:21:07



 メルクpHスティック
コード タイプ 測定範囲 測定間隔 価　格

1-138-0037 全域 pH0～14 1.0 ¥1,990（＋税）
1-315-0541 酸性用 pH0～6.0 0.5 ¥1,990（＋税）
1-315-0542 中性用 pH5.0～10.0 0.5 ¥1,990（＋税）
1-315-0543 アルカリ用 pH7.5～14 0.5 ¥1,990（＋税）
1-315-0545

特殊領域用

pH2.5～4.5 0.2/0.3 ¥1,990（＋税）
1-315-0546 pH4.0～7.0 0.2/0.3 ¥1,990（＋税）
1-315-0547 pH6.5～10.0 0.2/0.3 ¥1,990（＋税）
1-315-0549 pH2.0～9.0 0.5 ¥1,990（＋税）
● 通常の溶液に加えて、色が付いた溶液のpH測定が可能です。
●  スティックは生分解性プラスチック製なので、溶液が手に付く心配がありま
せん。

〔仕様〕大きさ：6㎜幅×75㎜　入数：100枚

pH0～14
pH0～6.0

pH2.0～9.0

pH4.0～7.0
pH5.0～10.0

pH6.5～10.0

100枚入

 スティックpH試験紙
コード 測定範囲 測定間隔 変色切片数 価　格

1-360-0760 pH0～14
0、1、2、3、4、5、6、7、8、9、
10、11、12、13、14

4 ¥1,300（＋税）

1-360-0761 pH0～11
0、1、2、3、4、5、6、7、8、9、
10、11

1 ¥800（＋税）

● 色がにじまない切片により、正確に色を識別することができます。
● 切片は丈夫なプラスチック製ストリップに接着されています。
〔仕様〕大きさ：5㎜幅×68㎜　入数：100枚

 pH試験紙（ブックタイプ）
コード 測定範囲 大きさ 入　数 価　格

1-138-0022 全域用pH1～14 9×60㎜ 200枚（20枚綴×10冊） ¥980（＋税）
● 1枚ずつ切り離して使用するブック式のpH試験紙です。
● 各ブックにカラーチャートが付いているので便利です。
● 外部の影響を受けにくいよう、ケースに入っています。
● 学校教材に適した全域用です。
〔仕様〕測定範囲：pH1～14（測定間隔：pH1）

 高性能pH試験紙
コード 型　式 測定範囲 大きさ 入　数 価　格

1-138-0040 MN pH1～12 11×100㎜ 200枚 ¥3,900（＋税）
●  試験紙1枚ずつにpH比較用カラーチャートが付いているので、試験紙1枚で
何処ででも測定できます。

●  特に着色液、染色液、メッキ液、懸濁液の測定に最適です。
●  全カラーゾーンを約3秒間サンプル液に浸して測定して下さい。サンプル液
の色は変色する中央測定部と全カラースケールに同時に吸収・着色されるた
め、色付サンプル液も支障なく判定できます。

●  スケール最上部は疎水性になっており汚染から手を守ります。
〔仕様〕測定範囲：pH1～12（測定間隔：pH1）

200枚入

扱いやすいスティックタイプ
100枚入

pH0～14 変色切片数4

200枚入

カラーチャート付

1枚ずつ切り離して使える試薬紙
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pH試験紙

コード、価格が赤色のものは、一般によく使用されている商品です。

101-102_化学.indd   101101-102_化学.indd   101 2019/02/25   16:23:262019/02/25   16:23:26



ゴム栓
チューブ

ろ紙
試験紙

水質検査
ガス検知管

鉄製スタンド
ロート台

ピペット台
試験管立

バーナー
三脚・金網

トング・さじ
実験用ガス

電解装置
化学実験

ラベル
テープ

洗浄用具

ガラス
プラスチック

物理

生物
地学

素材
パーツ

工具
安全

計量
計測

化学

試薬

リトマス試験紙

102必要な理科実験器がすぐ検索！

 リトマス試験紙
コード 型　式 大きさ 入　数 価　格

1-138-0152 青 KB
8×60㎜

250枚
（1箱50枚入×5箱）

¥750（＋税）
1-138-0153 赤 KR ¥750（＋税）

〈先生の困った対応品：変色するので1年で使い切りたい〉
● 酸性・アルカリ性の判定に使用するリトマス試験紙です。
● 1枚ずつ切り離された状態でケースに入っています。
● 少量タイプで無駄なく使えます。

 リトマス試験紙
コード 型　式 大きさ 入　数 価　格

1-138-0050 青
8×60㎜

500枚
（1箱50枚×10箱）

¥1,300（＋税）
1-138-0051 赤 ¥1,300（＋税）
●  1枚ずつ切り離された状態でケースに入っています。

500枚入

青 赤

 リトマス試験紙（紙箱入）
コード 型　式 大きさ 入　数 価　格

1-138-0042 紙箱入 青
9×50㎜

200枚
（20枚綴×10冊）

¥700（＋税）
1-138-0043 紙箱入 赤 ¥700（＋税）
●  酸性・アルカリ性の判定に使用するリトマス試験紙です。
●  1枚ずつ切り離して使用するブック式です。
〔仕様〕イギリス製
※ リトマス試験紙の変色域は大凡、酸性側にはpH5以下、アルカリ性側には
pH8以上です。

200枚入

リトマス試験紙（紙箱入）

青 赤

 リトマス試験紙（プラ箱入）
コード 型　式 大きさ 入　数 価　格

1-138-0046 プラ箱入 青
9×60㎜

200枚
（20枚綴×10冊）

¥800（＋税）
1-138-0047 プラ箱入 赤 ¥800（＋税）
●  酸性・アルカリ性の判定に使用するリトマス試験紙です。
●  1枚ずつ切り離して使用するブック式です。
● 外部の影響を受けにくいよう、ケースに入っています。
〔仕様〕イギリス製

リトマス試験紙（プラ箱入り）

200枚入

青 赤

250枚入

酸性の溶液 アルカリ性の溶液

青 赤

 リトマス試験紙
コード 型　式 大きさ 入　数 価　格

1-138-0077
ニュートラル
タイプ

10×60㎜
200枚

（20枚綴×10冊） ¥880（＋税）

●  酸性・アルカリ性の判定に使用するリトマス試験紙です。
●  1枚ずつ切り離して使用するブック式です。
●  紫色の試験紙が酸性溶液に触れると赤色に、アルカリ性溶液に触れると青色
に変化します。

〔仕様〕イギリス製

アルカリ性 酸性
200枚入

1枚2役
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 ビタミンC試験紙
コード 型　式 大きさ 入　数 価　格

1-315-0562 アスコルビン酸 6×95㎜ 100枚 ¥7,800（＋税）
●  約30秒でビタミンC（アスコルビン酸）が検出できる試験紙です。
●  ジュースや野菜に含まれるビタミンCを測定できます。
〔仕様〕測定範囲：0～2000㎎ /L

100枚入

ビタミンCの量が分かります

 塩化コバルト紙
コード 型　式 大きさ 入　数 価　格

1-138-0070 ACC 7×70㎜ 200枚（20枚綴×10冊） ¥1,350（＋税）
●  水分の検出に使用します。
● 乾燥状態で濃青色、水分の存在によって淡紅色に変化します。
●  乾燥すると、再び濃青色に戻ります。
※ドライヤー等で乾燥状態（濃青色）に戻してからご使用下さい。

200枚入

ACC

 塩化コバルト紙
コード 型　式 大きさ 入　数 価　格

1-138-0073 CC 10×70㎜ 200枚（20枚綴×10冊） ¥1,100（＋税）
● 水分の検出に使用します。
● 乾燥状態で濃青色、水分の存在によって淡紅色に変化します。
● 乾燥すると、再び濃青色に戻ります。
〔仕様〕イギリス製
※ドライヤー等で乾燥状態（濃青色）に戻してからご使用下さい。

200枚入

CC

 よう化カリウムでんぷん紙
コード 型　式 大きさ 入　数 価　格

1-138-0061 PI 10×70㎜ 200枚（20枚綴×10冊） ¥980（＋税）
●  よう化カリウムでんぷん紙は塩素・オゾン・過酸化水素・臭素・亜硝酸・硫酸
などといった酸化力の強い物質と作用して青色を呈します。

〔仕様〕イギリス製
※ドライヤー等で乾燥状態（濃青色）に戻してからご使用下さい。

200枚入

PI

 BTB試験紙
コード 型　式 大きさ 入　数 価　格

1-138-0055 BTB 7×70㎜ 200枚（20枚綴×10冊） ¥2,800（＋税）
●  pH6.2～7.8の水素イオン濃度が測定できます。
●  pH0.2間隔の比色表が添付されていますので高精度な測定が可能です。
〔仕様〕測定範囲：pH6.2～7.8 pH0.2間隔

200枚入

BTB
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塩化コバルト紙

コード、価格が赤色のものは、一般によく使用されている商品です。
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水質検査試験紙

104必要な理科実験器がすぐ検索！

 ホルムアルデヒド試験紙
コード 型　式 入　数 価　格

1-165-0204 ドクターシックハウス® 5枚 ¥1,800（＋税）
●  誰でも簡単にホルムアルデヒドの有無をチェックできるキットです。
●  試験紙を5～10時間程度室内に置くだけで判定できます。室内のホルムアル
デヒドの有無の確認に適しています。

〔仕様〕 検知感度：0.05ppm付近（白→黄色に呈色）不可逆性
 比色カード付
※本試験紙の検出法は簡易的で、国の定める方法には準拠していません。

ドクター
シックハウス®

5枚入

アクアチェックエコ

25枚入 簡易水質検査試験紙（25枚入）
コード 型　式 測　定　範　囲 価　格

1-164-0850
アクアチェック

エコ

硝酸性窒素（0～50㎎ /L　7段階）
亜硝酸性窒素（0～3.0㎎ /L　6段階）
総硬度（0～425㎎ /L　6段階）
総アルカリ度（0～240㎎/L　6段階）
pH（pH5.8～8.6　6段階）

¥3,800（＋税）

●  1枚の試験紙に5種類の試験片が貼り付けられており、1度にpH、総アルカリ
度、総硬度、亜硝酸性窒素、硝酸性窒素の5項目を調べることができます。

〔仕様〕 入数：25枚

 簡易水質検査試験紙（50枚入）
コード 型　式 測　定　範　囲 価　格

1-164-0859
アクアチェック

5

総残留塩素（0～10㎎ /L　6段階）
遊離残留塩素（0～10㎎ /L　6段階）
総硬度（0～425㎎ /L　6段階）
総アルカリ度（0～240㎎ /L　6段階）
pH（pH5.8～8.6　6段階）

¥4,000（＋税）

1-164-0880
アクアチェック

N
亜硝酸性窒素（0、0.15、0.3、1、1.5、3.0㎎ /L）
硝酸性窒素（0、1、2、5、10、20、50㎎ /L） ¥3,200（＋税）

1-164-0881
アクアチェック

A
アンモニア性窒素
（0、0.25、0.5、1、3、6、10㎎ /L） ¥3,200（＋税）

1-318-0426
亜硝酸テスター
50枚入（水質用）

NO2-N　0、0.15、0.3、1.0、1.5、3
NO2－　0、0.5、1、3、5、10㎎ /L

¥5,500（＋税）

●  簡便性の高い信頼性をもつ水質検査試験紙です。
●  試験紙を水に浸し一定時間反応させた後、比色表で判定します。
〔仕様〕 入数：50枚

N A

簡単・迅速に信頼性の高い測定を
50枚入

 簡易残留塩素試験紙（100枚入）
コード 型　式 測　定　範　囲 価　格

1-164-0860
アクアチェック

3

プール用遊離残留塩素
（0、0.2、0.4、0.7、1.0、2.0、3.0㎎ /L）
総アルカリ（0、20、40、80、120、180㎎ /L）
pH（pH5.8、6.5、7.0、7.5、8.0、8.6）

¥3,500（＋税）

1-164-0861
アクアチェック

LC
低濃度遊離残留塩素
（0、0.1、0.3、0.5、0.7、1.0㎎ /L） ¥3,500（＋税）

1-164-0863
アクアチェック

HC
高濃度遊離残留塩素
（0、25、50、100、200、400、600㎎ /L） ¥3,500（＋税）

●  試験紙を水に浸し一定時間反応させた後、比色表で判定します。
●  プールや、浴場の遊離残留塩素測定などに活用できます。
〔仕様〕 入数：100枚

3 LC

100枚入
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①ラインを抜く ②空気を追い
　出す

③検水を吸い
　込む

④比色表で確認

パックテストの使い方

注意：検水に指が触れないようにご注意下さい。正しい測定がで
きません。

● ポリエチレンチューブの中に、調合された1回分ずつの試
薬が封入された準備の手間がかからない水質検査器です。

● 吸い込んだ検水の発色状況と付属の比色表と見比べるこ
とで濃度を測定できます。

〔前処理剤〕
1-165-0049 硝酸測定用前処理剤 NO₃-RA（50回分） ････ ¥3,500 （＋税）
  硝酸を測定する場合、検水に亜硝酸が含まれてい

る時には前処理剤が必要です。

パックテスト® WAK 

 簡易水質検査器（パックテスト®） WAK
コード 型　式 測定項目 測定範囲 入数 価　格

1-381-0010 WAK-COD-2 化学的酸素要求量 0～100mg/L 50 ¥4,600（＋税）
1-380-0993 WAK-COD（D）-2 　〃　（低濃度）0～8mg/L以上 50 ¥4,600（＋税）
1-165-0050 WAK-pH 水素イオン濃度 pH5.0～9.5 50 ¥4,600（＋税）
1-165-0051 WAK-BCG 　〃　（酸性雨） pH3.6～6.2 50 ¥4,600（＋税）
1-165-0064 WAK-CℓO・DP 残留塩素（DPD法） 0.1～5mg/L 50 ¥4,600（＋税）
1-165-0047 WAK-T・CℓO 総残留塩素 0.1～5mg/L 50 ¥4,600（＋税）

1-165-0055 WAK-NO₂
亜硝酸

亜硝酸態窒素
0.02～1mg/L
0.005～0.5mg/L

50 ¥4,600（＋税）

1-165-0057 WAK-NO₃
硝酸

硝酸態窒素
1～45mg/L
0.2～10mg/L

50 ¥4,600（＋税）

1-165-0060 WAK-PO₄
りん酸

りん酸態りん
0.2～10mg/L
0.1～5mg/L

40 ¥4,600（＋税）

1-165-0065 WAK-PO₄（D）
りん酸（低濃度）

りん酸態りん（低濃度）
0.05～2mg/L
0.02～1mg/L

40 ¥4,600（＋税）

1-380-0992 WAK-NH₄-2
アンモニウム

アンモニウム態窒素
0.2～10mg/L 50 ¥4,600（＋税）

1-380-0997 WAK-NH₄（C）-2
アンモニウム（排水）

アンモニウム態窒素（排水）
0～20mg/L以上
0～20mg/L以上

50 ¥4,600（＋税）

1-380-0936 WAK-Fe（D） 鉄（低濃度） 0.05～2mg/L 50 ¥4,600（＋税）
1-165-0061 WAK-Zn 亜鉛 0～5mg/L以上 50 ¥4,600（＋税）

1-380-0995 WAK-Mg-2
マグネシウム
マグネシウム硬度

0～20mg/L
0～82mg/L

50 ¥4,600（＋税）

1-165-0066 WAK-TH 全硬度 0～200mg/L 50 ¥4,600（＋税）
1-380-0924 WAK-B ほう素 0～10mg/L 50 ¥4,600（＋税）

〔仕様〕標準比色表1枚付
※ WAK-NH₄-2、WAK-NH₄（C)-2はチューブに検水を吸い込む前に、同梱さ
れているK-1試薬を用いた操作が必要です。
※価格は2019年9月1日からの価格です。旧価格はお問い合わせください。

（参考）単位換算：㎎ /L＝ppm

引き抜くだけ

パックテスト®ZAK

 パックテスト®  ZAK（10本入）
コード 型　式 測定項目 測定範囲 価　格

1-381-0005 ZAK-COD-2 化学的酸素要求量 0～100mg/L ¥1,600（＋税）
1-381-0006 ZAK-COD（D）-2 　〃　（低濃度） 0～8mg/L以上 ¥1,600（＋税）
1-165-0080 ZAK-pH 水素イオン濃度 pH5.0～9.5 ¥1,600（＋税）
1-165-0081 ZAK-BCG 　〃　（酸性雨） pH3.6～6.2 ¥1,600（＋税）
1-165-0082 ZAK-CℓO・DP 残留塩素（DPD法） 0.1～5mg/L ¥1,600（＋税）

1-165-0083 ZAK-NO₂
亜硝酸

亜硝酸態窒素
0.02～1mg/L
0.005～0.5mg/L ¥1,600（＋税）

1-165-0084 ZAK-NO₃
硝酸

硝酸態窒素
1～45mg/L
0.2～10mg/L ¥1,600（＋税）

1-165-0087 ZAK-PO₄（D）
りん酸（低濃度）

りん酸態りん（低濃度）
0.05～2mg/L
0.02～1mg/L ¥1,850（＋税）

1-381-0007 ZAK-NH₄-3
アンモニウム

アンモニウム態窒素
0.2～10mg/L ¥1,600（＋税）

1-165-0088 ZAK-Fe（D） 鉄 0.05～2mg/L ¥1,600（＋税）
1-165-0077 ZAK-TH 全硬度 0～200mg/L ¥1,600（＋税）

〔仕様〕標準比色表1枚付
※ ZAK-NH₄-3はデジタルパックテストにはお使いいただけません。
※価格は2019年9月1日からの価格です。旧価格はお問い合わせください。

（参考）単位換算：㎎ /L＝ppm手軽な10本セットです
10本入
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106必要な理科実験器がすぐ検索！

 パックテスト®徳用セット
コード 型　式 測　定　項　目 入数 価　格

1-380-0987 KR-COD-2 化学的酸素要求量 150 ¥11,000（＋税）
1-380-0988 KR-COD（D）-2 化学的酸素要求量（低濃度） 150 ¥11,000（＋税）
1-380-0978 KR-pH 水素イオン濃度 150 ¥11,000（＋税）
1-380-0979 KR-BCG 水素イオン濃度（酸性雨） 150 ￥9,600（＋税）
1-380-0970 KR-CℓO・DP 残留塩素（遊離）（DPD法） 150 ¥11,000（＋税）
1-380-0976 KR-NO₂ 亜硝酸・亜硝酸態窒素 150 ¥11,000（＋税）
1-380-0977 KR-NO₃ 硝酸・硝酸態窒素 150 ¥11,000（＋税）
1-380-0980 KR-PO₄ りん酸・りん酸態りん 120 ¥11,000（＋税）
1-380-0989 KR-NH₄-2 アンモニウム・アンモニウム態窒素 150 ¥11,000（＋税）
● パックテストのお得なセットです。
〔仕様〕標準比色表1枚付
※ KR-NH₄-2はチューブに検水を吸い込む前に、同梱されているK-1試薬を用い
た操作が必要です。

※価格は2019年9月1日からの価格です。旧価格はお問い合わせください。

標準タイプ3個分の徳用セット

 パックテスト®用比色表
コード 型　式 測　定　項　目 入数 価　格

1-164-0970 H-COD 化学的酸素要求量 10 ￥850（＋税）
1-164-0969 H-COD（D）化学的酸素要求量（低濃度） 10 ￥850（＋税）
1-164-0973 H-pH 水素イオン濃度 10 ￥850（＋税）
1-164-0974 H-BCG 水素イオン濃度（酸性雨） 10 ￥850（＋税）
1-164-0976 H-CℓO・DP 残留塩素（遊離）（DPD法） 10 ￥850（＋税）
1-164-0971 H-NO₂ 亜硝酸・亜硝酸態窒素 10 ￥850（＋税）
1-164-0972 H-NO₃ 硝酸・硝酸態窒素 10 ￥850（＋税）
1-164-0975 H-PO₄ りん酸・りん酸態りん 10 ￥850（＋税）
1-164-0968 H-PO₄（D） りん酸・りん酸態りん（低濃度） 10 ￥850（＋税）
1-164-0977 H-NH₄ アンモニウム・アンモニウム態窒素 10 ￥850（＋税）
● 使用頻度の高いパックテストの標準比色表10枚組です。

標準比色表の10枚セット
10枚組

 界面活性剤測定セット
コード 型　式 測　定　範　囲 価　格

1-165-0078 WA-DET 0.05～2㎎ /L ￥4,300（＋税）
 ●環境汚染の原因の一つに、生活排水中の合成洗剤に含まれる界面活性剤の問
題があります。
 ●水道水、河川水等の陰イオン界面活性剤をわずか3分程度で測ることができ
ます。

〔仕様〕測定原理：メチレンブルー壁面付着法
測定目盛：0.05以下　0.1　0.2　0.5　1　2㎎ /L
測定時間：2～3分
内容： 試薬（50回分）2種　キャップ付チューブ5本

スポイト　チューブ立　標準色1枚

生活排水の汚れを調べてみよう

WA-DET

お酢で石けんと合成洗剤を見分けてみよう 

(1)  きれいに洗ったコップに水と洗剤少量を入れて泡が立つまでかき混ぜて下さい。 
(2)  そこにお酢を2、3滴落として下さい。 
(3)  洗剤が石けんの場合は泡が消え白くにごりますが、合成洗剤の場合は泡が消えません。 

白くにごる

石けん

変化なし

合成洗剤

徳用セット
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水道水 酸性雨

シンプルパック ® 

用途別の少量パック  簡易水質検査キット（シンプルパック®）
コード 型　式 測定範囲 入数 価　格

1-164-0747
水のチェック隊
水道水

pH　亜硝酸
遊離残留塩素
鉄　全硬度

各項目
2本入 ￥1,800（＋税）

1-164-0748
水のチェック隊
酸性雨

pH 5本入 ￥1,000（＋税）

● 水道水等の水質検査、酸性雨調査に対応したシンプルパック®をセットにし
ました。

● 分かりやすいストーリー形式の解説書が付属しています。
〔仕様〕標準カラーチャート　解説書付

 井戸水検査セット
コード 型　式 セット内容 価　格

1-381-0000 AZ-2W-2
パックテスト（pH、鉄（低濃度）

COD　亜硝酸　全硬度（総硬度））　各1本
　標準比色表　解説書

¥1,500（＋税）

● パックテストを利用して井戸水の安全性を簡易的に確認できるセットで、約
10分で調べることができます。

● 地上からの汚水の流入や汚水管破裂による漏れなど、井戸水への汚水混入を
早期に発見できます。

〔仕様〕測定項目：pH鉄（低濃度）　COD　亜硝酸　全硬度（総硬度）
　　　パックテスト5項目×1本　標準比色表各1枚　解説書
※価格は2019年9月1日からの価格です。旧価格はお問い合わせください。

AZ-2W-2

採 水 バ ケ ツ 205頁

 川の水調査セット
コード 型　式 セット内容 価　格

1-381-0001 AZ-RW-2（2回分）パックテスト（COD（低濃度）
アンモニウム　亜硝酸　硝酸
りん酸）　標準比色表　解説書

¥1,950（＋税）

1-381-0002 TZ-RW-2（10回分） ¥6,950（＋税）

● 河川・湖沼などの水質検査項目の内、5項目（COD、アンモニウム、亜硝酸、
硝酸、りん酸）のパックテストをセットにしました。

● 測定計画や結果のまとめ方などをわかりやすく解説した説明書が付属してい
ます。

〔仕様〕測定項目： 化学的酸素要求量（低濃度）　アンモニウム態窒素　亜硝酸態
窒素　硝酸態窒素　りん酸態りん（低濃度）

　　　AZ-RW：各2本　TZ-RW：各10本
　　　標準比色表各1枚　解説書
※価格は2019年9月1日からの価格です。旧価格はお問い合わせください。

身近な川の水質を調べよう

AZ-RW-2 TZ-RW-2

 おいしい水検査セット
コード 型　式 セット内容 価　格

1-165-0015 AZ-DK
パックテスト（全硬度（総硬度）

残留塩素）各5本　標準比色表　解説書 ¥1,850（＋税）

● 「おいしい水」の大きな要素になっている残留塩素と硬度をパックテストで測
定します。

● 全硬度が高い水を「硬水」と言い、低い水を「軟水」と言います。
● 残留塩素は水道水を消毒するために加えられているもので、特有のカルキ臭
があり、味を落とす原因になります。

〔仕様〕測定項目：残留塩素　全硬度（総硬度）
　　　パックテスト2項目×5本　標準比色表各1枚　解説書
※価格は2019年9月1日からの価格です。旧価格はお問い合わせください。

AZ-DK
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 ポケットpH計
コード 型　式 規　格 価　格

1-137-0390 SK-630PH
測定範囲：2.0～12.0pH　（分解能：0.1pH）
電源：ボタン電池LR44×4（付属）　精度±0.6pH ¥6,500（＋税）

 ● pHを手軽にチェックできるポケットタイプのpH計です。
 ●防水規格JIS保護等級4に準拠し、濡れた手でも操作可能です。
 ●ホールド機能、オートパワーオフ機能付です。
〔仕様〕校正：手動3点　大きさ：36×150×25㎜　約65ｇ

SK-630PH

センサキャップ付

 残留塩素測定用ラピッドDPD試薬
コード 型式 包　装 入数 規　格 価　格

1-164-0660 36540-33 瓶入 25g 公定法準拠 ¥4,800（＋税）
1-164-0661 36542-97 100㎎分包 100包 公定法準拠 ¥2,100（＋税）
1-164-0662 36541-96 タブレット 100錠 簡易比色計用 ¥2,400（＋税）
1-164-0663 36545-96 タブレット-ES 100錠 迅速測定タイプ ¥2,200（＋税）
● 検水10mLあたり各々一定量溶解させるだけで、最適な発色効果が得られ、市
販の各種測定器で簡便に測定できます。

● 36540-33、36542-97は比色計・光度計に使用できます。
● 36541-96、36545-96は簡易比色計（比色板タイプ）に使用できます。

ラピッドDPD試薬タブレット
分包

瓶入

 PH標準液
コード 型　式 仕　様 容量 価　格

1-312-0048 HI-7004L pH4.01　※1 500mL ¥2,200（＋税）
1-312-0049 HI-7007L pH7.01　※2 500mL ¥2,200（＋税）
1-312-0054 HI-7010L pH10.01　※3 500mL ¥2,200（＋税）
1-137-0351 HI-77400P pH7.01/pH4.01 20mL　各5袋入 ¥3,000（＋税）
1-137-0352 HI-77700P pH7.01 20mL　10袋入 ¥3,000（＋税）
1-137-0354 HI-770710P pH7.01/pH10.01 20mL　各5袋入 ¥3,000（＋税）
● どのpH計にも使えます。用途に合わせてお選び下さい。
※1はpH4、※2はpH7、※3はpH10用の校正液です。

 教育用pH計
コード 型　式 規　格 価　格

1-137-0928 エコPH1
測定範囲：0.0～14.0pH（精度±0.1pH）
電源：ボタン電池LR44×4（付属） ¥11,000（＋税）

● 電極の寿命が長く、コストパフォーマンスに優れています。
● 防水タイプ（IP67）で、濡れた手でも安心して使用できます。
〔仕様〕校正：自動1点　大きさ：45×163×30㎜　90ｇ

長寿命で
安心測定

エコPH1

使用例

 pH計
コード 型　式 規　格 価　格

1-137-0946 HI98103S
測定範囲：0.0～14.0pH（分解能0.1pH）
電源：CR2032ボタン電池×1（付属） ¥6,000（＋税）

● 電極の先が細い形状なので、フラスコなど口の狭い容器での測定に最適です。
● 電極はソケット式で簡単に交換できます。
〔仕様〕校正：自動2点　大きさ：50×174×21㎜　50ｇ
〔別売部品〕
1-137-0821 交換用電極 HI-1271 ･･･････････････････････¥5,000 （＋税） HI98103S

ゴム栓
チューブ

ろ紙
試験紙

水質検査
ガス検知管

鉄製スタンド
ロート台

ピペット台
試験管立

バーナー
三脚・金網

トング・さじ
実験用ガス

電解装置
化学実験

ラベル
テープ

洗浄用具

ガラス
プラスチック

物理

生物
地学

素材
パーツ

工具
安全

計量
計測

化学

試薬

pH計

108必要な理科実験器がすぐ検索！

107-108_化学.indd   108107-108_化学.indd   108 2019/02/21   9:08:162019/02/21   9:08:16



109

水質測定器

コード、価格が赤色のものは、一般によく使用されている商品です。

 導電率計
コード 型　式 測定範囲 価　格

1-137-0425 EC11 0～20.00mS/cm　2レンジ ¥15,000（＋税）
1-137-0426 EC11プラス 0～20.00mS/cm　3レンジ ¥19,800（＋税）
●  防水タイプ（IP67）で、濡れた手でも安心して使用できます。
●  便利な自動3点校正機能付です。
〔仕様〕分解能：10μS/㎝・0.10mS/㎝（EC11）
 0.1μS/㎝・1μS/㎝・0.01mS/㎝（EC11プラス）
 大きさ：38φ×165㎜　約100g

EC11 EC11プラス

 透視度計
コード 型　式 規　格 比色管 価　格

1-165-0070 TO-30 30㎝ ガラス製
直径35㎜φ
5㎜目盛

¥7,000（＋税）
1-165-0071 TO-50 50㎝ ¥13,000（＋税）
1-165-0072 TO-100 100㎝ ¥25,000（＋税）
●  透視度管に検水を入れ、底部の十字標準が明らかに識別できるまで排水し、
その時の水位を読み取ります。

〔仕様〕架台：プラスチック製　黒色　白色円板付
〔別売部品〕
1-165-0073 白色円板（十字線入　直径29㎜） ･･････････････ ¥480 （＋税）TO-30 TO-50

湖
沼
の
清
濁
の
目
安
に

 NO₂測定キット
コード 型　式 試薬付ろ紙 価　格

1-165-0183 二酸化チッソをはかろう 20枚 ¥3,800（＋税）
●  捕集管にろ紙をセットし、遮光状態で測定場所に1日置きます。ザルツマン試
薬で発色させ、比色表と比べることで大気汚染の原因となる大気中のNO₂濃
度を測定できます。

〔仕様〕測定範囲：0.01～0.2ppm
〔セット内容20回分〕
捕集管2本　ろ紙押え2本　試薬付ろ紙20枚　比色セル2個
ザルツマン試薬100mL　ピペット　比色表　遮光袋2枚
ピンセット　綿棒3本　中和用重曹8g
 ザルツマン試薬とろ紙は冷蔵保存で有効期間約3ヶ月です。

比色セル ろ紙押え 捕集管

遮光袋

ろ紙
ザルツマン試薬

比色表

重曹

 水質浄化体験セット
コード 型　式 セット内容 価　格

1-164-0743 GYS-T 凝集剤10mL　凝集補助剤50mL
カオリン30g　粉末活性炭10g　スポイト ¥3,800（＋税）

● 水質浄化技術（汚水処理）のうち土（コロイド）の凝集を体験・学習できるセッ
トです。

● 汚水や河川水などに含まれる土はどのように処理や浄化されているのかなど
環境教育の一環として活用できます。

処理前処理前

処理後処理後

GYS-T

 溶存酸素キット
コード 型　式 測定範囲 入　数 価　格

1-164-0898 AZ-DO-10 0～9以上㎎ /L 10回分 ¥3,400（＋税）
● 溶存酸素の測定が手軽にできる10回分のセットです。
● 海水・淡水の両方に使用することができ、長期保存も可能です。
● アンプルの中は真空ですので、検水中で先端を折ると自動的に水を吸い込み、
2分で発色します。

10回分

AZ-DO-10
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気体採取器

110必要な理科実験器がすぐ検索！

 気体採取器
コード 型　式 採取量 付　属 価　格

1-165-0270 GV-50-2S 10・50mL ― ¥13,000（＋税）
1-165-0277 GV-50-2S-F 10・50mL 実験用袋30枚 ¥13,800（＋税）
 ●ハンドル部分を回転させることで、50mL⇔10mLの吸引量を切り替えること
ができる新型の気体採取器です。
 ●新型の酸素検知管31E-2の吸引（10mL）に対応しています。吸引量を50mLに
設定して、旧型の酸素検知管31Eを使用することも可能です。
 ●GV-50-2S-Fには実験用袋3種（植木鉢・植物・呼吸用）各10枚付属しています。
〔仕様〕採取器：1ストローク　10・50mL切替式　プラスチック製
 付　属： 携帯ケース　カバーゴムセット10組　チップホルダー　シールオイル

チップ
ホルダー シールオイル

採取器携帯ケース
GV-50-2S

カバーゴム
セット

 気体検知管（ガス検知管）
コード 品名 型　式 測定範囲 入　数 価　格

1-165-0272
酸素

31E-2
7～23％

5本入 ¥1,380（＋税）
1-165-0278 31E-2-10K 5本入×10箱 ¥13,600（＋税）
 ●吸引量が10mLの新型タイプです。

酸素
31E-2

 気体検知管   お得セット
コード 品　名 型　式 測定項目 入数 価　格

1-165-0180 酸素 31E-10K 6～24％ 5本入×10箱 ¥22,800（＋税）
1-165-0181

二酸化炭素
2EL-10K 0.03～1.0％ 10本入×10箱 ¥16,800（＋税）

1-165-0182 2EH-10K 0.5～8％ 10本入×10箱 ¥16,800（＋税）

 気体検知管（ガス検知管）
コード 品　名 型式 測定範囲 入数 価　格

1-165-0117 酸素 31E 6～24％ 5本入 ¥2,300（＋税）
1-165-0115

二酸化炭素
2EL 0.03～1.0％ 10本入 ¥1,700（＋税）

1-165-0116 2EH 0.5～8％ 10本入 ¥1,700（＋税）
1-165-0118 一酸化炭素 1EL 25～400ppm 10本入 ¥1,700（＋税）
1-165-0119 窒素酸化物 11EL 1～20ppm 10本入 ¥1,700（＋税）
1-165-0122 アンモニア 3EL 2.5～60ppm 10本入 ¥1,700（＋税）
1-165-0123 硫化水素 4EL 10～120ppm 10本入 ¥1,700（＋税）
1-165-0126 二酸化イオウ 5EC 2～40ppm 10本入 ¥1,700（＋税）
1-165-0127 塩素 8EL 1～16ppm 10本入 ¥1,700（＋税）

〔仕様〕1ストローク採取量　50mLタイプ

酸素
31E

二酸化炭素
2EL

二酸化炭素
2EH

■検知管と気体採取器の対応表

探知管 吸引量
気体採取器 

新型 GV-50-2 旧型 GV-50
酸素（新型）31E-2 10mL ○ ×
酸素（旧型）31E 50mL ○ ○

二酸化炭素 2EL（低濃度） 50mL ○ ○
二酸化炭素 2EH 50mL ○ ○
  新型酸素検知器（31E-2）を使用するには、10mL吸引に
対応した気体採取器（GV-50-2）が必要です。

 気体採取器用部品（GV-50，GV-50-2用）
コード 品　名 規　格 価　格

1-165-0132 フロントキャップ（5個） 先端の検知管挿入部ゴム ¥1,900（＋税）
1-165-0133 ストッパーピン（10個） ストッパーとスプリングのセット ¥1,800（＋税）
1-165-0141 Yリング（5個） ピストン先端のOリング ¥1,500（＋税）
1-165-0142 リングバルブ（5個） ピストン用帯状のゴムリング ¥1,900（＋税）

①

②

③

④

① フロント
キャップ

③Yリング
④リングバルブ

②ストッパーピン
（GV-50のみ）

 気体採取器用ハンドル部一式
コード 型　式 入　数 価　格

1-165-0271 50P-9 1本 ¥3,000（＋税）
 ●旧型の気体採取器GV-50のハンドルの部品交換のみで、新型採取器に切り替
えることができます。
 ●工具は一切不要。誰でも簡単に交換できます。

② 新型のハンドル部に交換

① 旧型のハンドル部を取り外す

シリンダ部分（共通）
50P-9

旧型採取器がハンドル交換で新型に！
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気体採取器

コード、価格が赤色のものは、一般によく使用されている商品です。

 気体検知管（GV-100S専用）
コード 品　名 型式 測定範囲 入数 価　格

1-165-0170 酸素 31B 3～24％ 5回分 ¥2,700（＋税）
1-165-0171

二酸化炭素

2H 0.5～20％ 10回分 ¥2,000（＋税）
1-165-0172 2L 0.13～6％ 10回分 ¥2,000（＋税）
1-165-0173 2LL 300～5000ppm 10回分 ¥2,000（＋税）
1-165-0174

一酸化炭素
1LL 5～50ppm 10回分 ¥2,000（＋税）

1-380-0709 1LC 1～30ppm 10回分 ¥2,000（＋税）
1-165-0175

アンモニア
3La 2.5～200ppm 10回分 ¥2,000（＋税）

1-165-0176 3L 0.5～78ppm 10回分 ¥2,000（＋税）
1-165-0177 窒素酸化物 11L 0.04～16.5ppm 10回分 ¥2,700（＋税）
1-165-0178 硫化水素 4LL 0.25～120ppm 10回分 ¥2,000（＋税）
1-380-0799 ホルムアルデヒド 91LL 0.05～1.0ppm 10回分 ¥2,000（＋税）

気体検知管（GV-100S専用）

● 気体採取器GV-100S用の検知管です。
※その他の検知管については別途お問い合わせ下さい。

 カバーゴムセット
コード 型　式 規　格 価　格

1-165-0125 ピンク・ブルー（各10個）先端保護用ゴムカバー ¥690（＋税）
1-165-0128 ピンク（20個） 標準サイズ ¥760（＋税）
1-165-0129 ブルー（20個） 太管（酸素管）専用 ¥760（＋税）
● 検知管の先端に取り付け万一のケガを防止します。

 チップホルダー
コード 型　式 価　格

1-165-0114 722（検知管カット容器）（1個） ¥2,800（＋税）

ブルー
ピンク

チップホルダー

 気体採取器（ガス検知器）
コード 型　式 規　格 価　格

1-165-0131 GV-100S 1ストローク採取量：50mL・100mL ¥20,000（＋税）
● 1ストローク採取量　50・100mL両用タイプ。
● 大型の教師用気体採取器です。
● 測定前に検知管を切るチップブレーカーが本体に内蔵しています。ダイヤモンド
カッターを採用しており、なめらかにカットできます。

〔仕様〕付属：インレットゴム　グリス　解説書　収納ケース
※気体検知管はGV-100S専用をご使用下さい。

教
師
用
の
大
型
で
す

GV-100S
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 簡易デジタル酸素センサ
コード 型　式 測定範囲 価　格

1-164-0870 TDO 0～50.0％（分解能：0.1％） ¥15,800（＋税）

東京都工業高等専門学校　高橋三男先生ご考案
●  酸素濃度の連続測定が可能な、空気電池方式の教材用酸素濃度表示器です。
●  1つの空気電池で、連続約30時間の測定が可能です。
酸素センサ： 検知部：空気電池（PR44）　連続使用約30時間※

※使用環境によって使用時間が短くなる場合があります
校正方式： 手動式大気校正（校正待ち時間なし）
機能： 2表示切換え（小数点表示/非表示）　セットアップタイマー　ホールド
電源：単３電池×２（付属）　大きさ：75×43×134mm
付属： 空気電池（PR44） 6個　センサソケット（80cmケーブル付）
〔別売部品〕
1-164-0871 交換用センサソケット（80㎝ ケーブル付） ･････¥1,300 （＋税）
1-123-0172 空気電池PR44A（6個入） ････････････････････ ¥580 （＋税）
1-123-0173 高性能空気電池（中・高向け）PR44B ･････････¥1,260 （＋税）

センサソケット
（ケーブル付）

TDO

111-112_化学.indd   111111-112_化学.indd   111 2019/02/25   16:28:302019/02/25   16:28:30



鉄製スタンド用部品

112必要な理科実験器がすぐ検索！

クリップ式
自在はさみ
DK

支持環

自在はさみ
TL吊り棒

直角クランプ
NS型

HST ST-60

支持環

自在はさみ
TL

ST-80 BN

クリップ式
自在はさみ
DK

直角クランプ
1型

直角クランプ
3型

 鉄製スタンドHST用部品
コード 品　名 規　格 価　格

1-135-0724 クリップ式自在はさみ  DK はさみ間隔0～50㎜ ¥4,500（＋税）
1-135-0034 支持環 内径80㎜φ　ステンレス製 ¥2,100（＋税）
1-135-0037 吊り棒 5φ×150㎜　ステンレス製 ¥350（＋税）
1-135-0673 直角クランプNS型 締付範囲12㎜以下 ¥1,600（＋税）
1-135-0032 支柱 12φ×660㎜　ステンレス製 ¥3,600（＋税）

 鉄製スタンドBN用部品
コード 品　名 規　格 価　格

1-135-0722 自在はさみ  TL はさみ間隔0～45㎜ ¥3,900（＋税）
1-135-0724 クリップ式自在はさみ  DK はさみ間隔0～50㎜ ¥4,500（＋税）
1-135-0034 支持環 内径80㎜φ　ステンレス製 ¥2,100（＋税）
1-135-0037 吊り棒 5φ×150㎜　ステンレス製 ¥350（＋税）
1-135-0672 直角クランプ3型 締付範囲13㎜以下 ¥550（＋税）
1-135-0033 支柱 12φ×660㎜　ステンレス製 ¥3,500（＋税）

 鉄製スタンドZD用部品
コード 品　名 規　格 価　格

1-135-0724 クリップ式自在はさみ  DK はさみ間隔0～50㎜ ¥4,500（＋税）
1-135-0034 支持環 内径80㎜φ　ステンレス製 ¥2,100（＋税）
1-135-0037 吊り棒 5φ×150㎜　ステンレス製 ¥350（＋税）
1-135-0674 直角クランプWE型 締付範囲12㎜以下 ¥1,600（＋税）
1-135-0032 支柱 12φ×660㎜　ステンレス製 ¥3,600（＋税）

ZD

直角クランプ
WE型

ZD-DR

吊り棒

クリップ式
自在はさみ
DK

支持環

 鉄製スタンドST-60用部品
コード 品　名 規　格 価　格

1-135-0722 自在はさみ  TL はさみ間隔0～45㎜ ¥3,900（＋税）
1-135-0724 クリップ式自在はさみ  DK はさみ間隔0～50㎜ ¥4,500（＋税）
1-135-0034 支持環 内径80㎜φ　ステンレス製 ¥2,100（＋税）
1-135-0037 吊り棒 5φ×150㎜　ステンレス製 ¥350（＋税）
1-135-0673 直角クランプNS型 締付範囲12㎜以下 ¥1,600（＋税）
1-346-0110 ステンレススタンドST-IN 支柱・ベースのセット ¥16,000（＋税）
1-135-0031 支柱 12φ×660㎜　ステンレス製 ¥3,500（＋税）

 鉄製スタンドST-80用部品
コード 品　名 規　格 価　格

1-135-0722 自在はさみ  TL はさみ間隔0～45㎜ ¥3,900（＋税）
1-135-0724 クリップ式自在はさみ  DK はさみ間隔0～50㎜ ¥4,500（＋税）
1-135-0034 支持環 内径80㎜φ　ステンレス製 ¥2,100（＋税）
1-135-0037 吊り棒 5φ×150㎜　ステンレス製 ¥350（＋税）
1-135-0670 直角クランプ1型 締付範囲20㎜以下 ¥2,800（＋税）
1-346-0111 ステンレススタンド800S ST-80の支柱・ベースのセット ¥24,800（＋税）
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鉄製スタンド用部品

コード、価格が赤色のものは、一般によく使用されている商品です。

A型台平型台

 平型台
コード 型　式 支　柱 台 価　格

1-346-0170 R-1
9φ×500㎜

205×135㎜　1.5㎏ ￥5,200（＋税）
1-346-0171 R-2 160×110㎜　1㎏ ￥4,300（＋税）

〔仕様〕支柱：ステンレスSUS304製　台：鋳鉄製

 A型台
コード 型　式 台 価　格

1-135-0652 3型 長さ：1辺140㎜　0.5㎏ ¥3,900（＋税）
● 自在はさみや直角クランプと組み合わせて使用します。
〔仕様〕支柱：ステンレスSUS304製　9φ×400㎜

台：亜鉛合金ダイカスト製

WHCRFS

 フレキシブルスタンド
コード 型　式 はさみ間隔 アーム 台 価　格

1-135-0050 FS 0～40㎜

300㎜
140φ×14㎜
約1.6㎏
金属製

¥7,200（＋税）
1-135-0055 CR 0～50㎜ ¥8,600（＋税）
1-135-0057 WH 0～60㎜ ¥11,800（＋税）
● 試験管やフラスコなどを手軽に保持できる万能スタンドです。
● フレキシブルアームを使用していますので、クリップの位置を自由に変えら
れ、各種実験の補助スタンドとして最適です。

● CRのクリップにはすべり止めラバーが付いていますので、支持しにくい物も
しっかり固定できます。

● WHはクリップ部を自在に動かせる雲台付です。

SR R

小型で便利
実験をサポート！

両開クランプ付

 小型スタンド
コード 型式 支　柱 台 付　属 価　格

1-135-0043 SR
9φ×350㎜

160×110㎜
1㎏

両開クランプ×1 ¥5,600（＋税）
1-135-0046 R ー ¥3,800（＋税）
● 簡単な化学実験などに便利な小型スタンドです。
● SR型は試験管やフラスコなどの保持に便利な両開クランプ付です。
〔仕様〕支柱：ステンレスSUS304製

台：鋳鉄製

 レトルト台
コード 型　式 台 価　格

1-135-0040 RL 200×135㎜　1.5㎏ ￥8,500（＋税）
1-135-0041 RS 160×110㎜　1㎏ ￥7,500（＋税）

〔仕様〕支柱：ステンレスSUS304製　9φ×500㎜　台：鋳鉄製
レトルトクランプ：1個　はさみ間隔：0～45㎜
ムッフ付リング：2個　ステンレスSUS304製（内径65㎜φ・55㎜φ）

〔別売部品〕
1-135-0721 レトルトクランプ　RN　使用径0～45㎜ ･････¥1,300 （＋税）
1-135-0048 ムッフ付リング　MM　内径55㎜　ステンレス製 ････¥1,200 （＋税）
1-135-0047 ムッフ付リング　ML　内径65㎜　ステンレス製 ･････¥1,200 （＋税）
1-135-0672 直角クランプ　3型　締付範囲13㎜以下 ･･･････ ¥550 （＋税）

RSRL

直角クランプ
3型

ムッフ付
リング
MM

ムッフ付
リング
ML

レトルトクランプ
RN
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 自在はさみ
コード 型　式 締付範囲 材　質 価　格

1-135-0722 TL 0～45㎜ 挟み/ダイカスト　柄/ステンレス ¥3,900（＋税）
● 挟み部分にすべり止めが付いています。

 自在はさみ
コード 型　式 締付範囲 材　質 価　格

1-135-0724 DK 0～50㎜ 挟み/ダイカスト　柄/ステンレス ¥4,500（＋税）
● 挟み部分にすべり止めが付いています。

 クリップ式はさみ
コード 型　式 締付範囲 材　質 価　格

1-135-0723 CN 0～40㎜ 挟み/スチール　柄/ステンレス ¥2,800（＋税）
● 挟み部分にすべり止めが付いています。

125㎜

10㎜φ

150㎜

9㎜φ

 両開クランプ
コード 型　式 締付範囲 材　質 価　格

1-135-0715 RLZ 5～100㎜
亜鉛ダイカスト
耐熱塩ビ被覆

¥1,650（＋税）
1-135-0716 RMZ 5～80㎜ ¥1,580（＋税）
1-135-0717 RSZ 3～55㎜ ¥1,300（＋税）

 レトルトクランプ 
コード 型　式 締付範囲 材　質 価　格

1-135-0721 RN 0～45㎜ アルミ合金　耐熱ビニール被覆 ¥1,300（＋税）

 方向自在クランプ
コード 型　式 締付範囲 材　質 価　格

1-135-0720 HN 5～35㎜ 真ちゅう　360°回転 ¥3,500（＋税）

110㎜

10㎜φ

RN

360°回転
180㎜

HN

125㎜

10㎜φ

TL

DK

CN

 吊り棒
コード 用　途 大きさ 材　質 価　格

1-135-0690 釣針型（ムッフ付） 全長140㎜ アルミ ¥2,100（＋税）

〔仕様〕取付可能な支柱：12～16㎜φ

 直角クランプ（角型ムッフ）
コード 型式 締付範囲 材　質 カラーネジ 価　格

1-135-0670 1型 20㎜以下 鋳物 赤・青 ¥2,800（＋税）
1-135-0672 3型 13㎜以下 アルミ合金ダイカスト － ¥550（＋税）
1-135-0673 NS型 支柱12㎜以下 ダイカスト 赤・青 ¥1,600（＋税）
1-135-0674 WE型 支柱12㎜以下 ダイカスト 黄・緑 ¥1,600（＋税）

 支持環
コード 内　径 材　質 価　格

1-135-0034 80㎜φ ステンレス ¥2,100（＋税）

（直角クランプは付属しません）

3型1型 NS型 WE型

支持環

吊り棒

RLZ/RMZ：13㎜φ

RSZ：11㎜φR
RLZ ：200㎜
RMZ ：175㎜
RSZ ：153㎜
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ロート台・ビュレット台

コード、価格が赤色のものは、一般によく使用されている商品です。

 ロートホルダー
コード 型式 適合ビーカー ロート受 材　質 価　格

1-135-0095 RH-1 200mL～1L 45㎜φ アクリル ¥1,650（＋税）
● ビーカーにのせるだけでロートをしっかり固定できます。
〔仕様〕適合ビーカー：200～1000mL

大きさ：140×70㎜　穴径45㎜φ

ビュレット
はさみ

C-2 D-2

 ビュレット台
コード 型式 台 支　柱 はさみ 価　格

1-135-0111 C-2 磁製
30×19㎝

ステンレス製
9φ×600㎜

ステンレス製　馬蹄型 ¥7,500（＋税）
1-135-0112 D-2 鋼板製　米式 ¥8,900（＋税）
● 磁製台で耐薬品性・安定性に優れたビュレット台です。
● 支柱は耐薬品性に優れたステンレス製です。
● ビュレットを上下2ヶ所で固定する金属製のはさみを採用しています。
〔別売部品〕
1-135-0114 ビュレットはさみのみ C-2用 ･･･････････････¥2,500 （＋税）
1-135-0115 ビュレットはさみのみ D-2用 ･･･････････････¥4,000 （＋税）

ビュレット 66頁

 ロートスタンド
コード 適合ビーカー ロート受 伸縮高さ 材　質 価　格

1-135-0093 50mL～2L 55㎜φ 15～26㎝ ステンレス ¥2,800（＋税）
● 50mL～2Lまでのビーカーに使用できます。
● 省スペースで使用できる便利なロートスタンドです。
● ビーカーの大きさに合わせて支柱を上下させて使用します。

支柱の高さ
自由自在

 ロートホルダー
コード 型式 適合ビーカー ロート受 材　質 価　格

1-336-0651 RH-2 200mL～1L 34㎜φ アクリル ¥940（＋税）
● ビーカーの大きさに合わせたノッチがついており、安定した固定ができます。
〔仕様〕適合ビーカー：200～1000mL

大きさ：外径130㎜φ　穴径34㎜φ

 ロート台
コード 型式 高　さ 穴　径 台 価　格

1-135-0070 RW 410㎜ 33㎜φ×2 260×90×22㎜ ¥2,800（＋税）
1-135-0081 SR 404㎜ 40・50㎜φ 300×98×20㎜ ¥5,800（＋税）
1-135-0090 RP 400㎜ 40㎜φ×2 250×86×10㎜ ¥2,800（＋税）
● RWは一般的な木製のロート台です。
● SRは耐薬品性に優れたステンレス製で、すべり止めマットも付いています。
● RPは耐薬品性・耐水性に優れた塩ビ製ロート台です。

ロート 70頁

RW SR RP

RH-1

RH-2
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 ピペットスタンド
コード 型式 大　き　さ 架数 材　質 価　格

1-336-0740 PS-2D 110×100×110㎜ 2 ステンレス ¥1,300（＋税）
1-135-0137 KP 200×120×50㎜ 6 ステンレス ¥2,600（＋税）
●  シンプルなデザインのピペットスタンドです。
●  ピペット・ガラス棒・温度計などを置くのに便利です。
●  耐久性に優れたステンレス製です。

PS-2D KP

 ピペットスタンド
コード 型　式 大　き　さ 架　数 価　格

1-135-0129 PSBOX 150×130×50㎜ 5 ¥3,500（＋税）
● ピペットやガラス棒を置けるスタンドで、中に小物も収納できます。
〔仕様〕材質：PVC PSBOX

 ピンセットスタンド
コード 型式 大　き　さ 材　質 価　格

1-135-0142 7G 約103×24×20㎜　7ｇ SUS304 ¥2,600（＋税）
● 波形ホルダーにより、ピンセットの先端の開き度合いに関係なく置くことが
できます。

● ステンレス製で火炎滅菌が手軽に行えます。
7G

 ピンセットスタンド
コード 型式 大　き　さ 材　質 価　格

1-135-0140 PS 200×125×150㎜ ステンレス ¥1,980（＋税）
● 机上で煩雑になりがちなピンセットの整理に便利なスタンドです。
● 吊り掛けタイプで、大切なピンセットの先端が曲がることがありません。
● 材質は耐久性に優れたステンレス製です。 PS

 ビュレット台
コード 型式 台 全高 材　質 価　格

1-135-0116 E-2 300×190㎜ 620㎜ 塩ビ ¥6,900（＋税）
● 耐薬品性・耐水性に優れた塩化ビニル製です。
● 滴定時にコニカルビーカーでの撹拌がし易い大型ベースです。
● クランプ部の前面が透明アクリル板なのでビュレットの目盛が見易く設計さ
れています。

 ピペット台
コード 型式 大きさ 架　数 価　格

1-135-0123 PP 228φ×520㎜ 94 ¥4,600（＋税）
●  ホルダーには径の違う穴があいており、様々な大きさのピペットを保持する
ことができます。

〔仕様〕材質：ポリプロピレン

透明で目盛が読める

E-2 PP
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SPS

 ピペット台
コード 型式 大　き　さ 架数 材　質 価　格

1-135-0125 S 108×108×150㎜ 25 スチロール ¥2,200（＋税）
1-135-0128 SP 150×150×150㎜ 99 ステンレス ¥5,000（＋税）
● 4面から自由に使える、ピペット台とピペット立ての兼用タイプです。
● 二段にピペットを置けます（10本掛）。

ピペット 67頁
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 メスシリンダーラック
コード 型式 適合容量 収納本数 大きさ（㎜） 価　格

1-135-0160 MR 50～250mL 6～10本 190×280×330 ¥5,300（＋税）
●  メスシリンダー等のガラス器具の乾燥や保管に便利な水受バット付ステンレ
ス製ラックです。

● ステンレス製の格子にメスシリンダーを倒立させて差し込み保持できます。
〔仕様〕ステンレスSUS304製　水受付

メスシリンダー 63頁

メ
ス
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コ
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 シャーレラック
コード 型式 適合サイズ 収納枚数 大きさ（㎜） 価　格

1-135-0151 S
直径90㎜

20枚 225×115×260 ¥6,000（＋税）
1-135-0152 KS 10枚 75×75×160 ¥2,100（＋税）
● 煩雑になりがちなシャーレを収納保管できるラックです。
● 直径90㎜のガラスシャーレ用で整理、保管、持ち運びに便利です。
〔仕様〕ステンレスSUS304製

シャーレ 57頁KSS

 フラスコ立
コード 型式 上内径（大） 下内径（小） 適合フラスコ 価　格

1-135-0605 CF 130㎜φ 85㎜φ 200mL～2L ¥800（＋税）
● スチールコーティング仕上のフラスコ立です。
● フラスコの大きさに合せて両面使えます。

 ゴムフラスコ台
コード 材　質 上内径（大） 下内径（小） 適合フラスコ 価　格

1-135-0610 合成ゴム 100㎜φ 74㎜φ 100mL～1L ¥700（＋税）
1-135-0611 シリコンゴム 100㎜φ 75㎜φ 100mL～1L ¥1,200（＋税）
● 節目（スベリ止）付のゴム製のフラスコ台です。
● 逆さまにすることで大小各種のフラスコを安定よく立てられます。
〔仕様〕耐熱温度：合成ゴム/約75℃　シリコンゴム/約150℃

合成ゴムシリコンゴム

フラスコ 55頁

両面使えます

CF
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フラスコ立

コード、価格が赤色のものは、一般によく使用されている商品です。

MR

試験管 58頁

 試験管ホルダー
コード 型式 大　き　さ 入数 価　格

1-135-0245 ON-2 109×36×115㎜（試験管立部：70×25㎜）2個組 ¥2,900（＋税）

〈先生の困った対応品：試験管の湯煎に便利〉
● 500mLビーカーにセットする事で、湯煎等を行うのに便利な試験管立です。
● ビーカー内に取り付けますので、実験用ガスコンロなどの加熱器具と併用で
きます。

● デンプン液と唾液を入れた試験管の湯煎や沸点・融点の測定に便利です。
〔仕様〕対象：適合ビーカー：500mL　18㎜φ試験管　3本架
 材質：ステンレス

ON-2

◀ 試験管の
  斜め掛けも
  できます

湯煎に便利▶2個組
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118必要な理科実験器がすぐ検索！

TP-12

 透明プラスチック試験管立
コード 型式 大きさ（㎜） 付属 価　格

1-135-0191 TP-12 203×103×58 乾燥棒5本 ¥1,380（＋税）
● 底面が広く作られているため、倒れにくく安定性があります。
● 透明プラスチック製で、試験管の内部の様子も分かります。
〔仕様〕対　象：18・21㎜φ×8本　24・25㎜φ×4本

材　質：ポリカーボネート
※対象は試験管サイズです。

HP-6 HP-6B

色の変化が一目瞭然！ 比色板付試験管立
コード 型式 対象※ 架数 付属 大きさ（㎜） 比色板 価　格

1-135-0185 HP-6
18㎜φ 6 乾燥棒 170×57×92

白 ¥980（＋税）
1-135-0186 HP-6B 黒 ¥980（＋税）

〈先生の困った対応品：色の変化を分かりやすく〉
● HP-6は比色に適した白色板が、HP-6Bは濁度比較に適した黒板が付いています。
● 比色板は取り外し式で簡単に洗浄できます。
〔仕様〕本体：ポリスチレン製　比色板：アクリル製
※対象は試験管サイズです。

P-12

P-6

 プラスチック試験管立
コード 型式 対象※ 架数 配列 大きさ（㎜） 価　格

1-135-0195 P-6
18㎜φ

6 1×6 170×57×92 ¥500（＋税）
1-135-0196 P-12 12 1×12 325×57×92 ¥700（＋税）
● 水はけ・乾燥を良くするように独自の工夫がされています。
〔仕様〕材質：乳白色ポリスチレン製　乾燥棒付
※対象は試験管サイズです。

 木製試験管立
コード 型式 対象※ 架数 付属 価　格

1-135-0225 Y18-6 18㎜φ 6 乾燥棒6本 ¥680（＋税）
1-135-0226 Y18-12 18㎜φ 12 乾燥棒12本 ¥830（＋税）
1-135-0229 Y24-6 24㎜φ 6 乾燥棒6本 ¥1,700（＋税）
1-135-0228 Y30-6 30㎜φ 6 乾燥棒6本 ¥1,900（＋税）
● 乾燥棒付の試験管立です。
● 木製で低価格です。
※対象は試験管サイズです。 試験管 58頁

Y18-12

Y18-6
人気の

木製試験管立

 木製試験管立
コード 型式 対象※ 架数 価　格

1-135-0235 WF 30㎜φ 6 ¥1,600（＋税）
1-135-0236 WG 30㎜φ 10 ¥1,800（＋税）

※対象は試験管サイズです。
WF
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試験管立

コード、価格が赤色のものは、一般によく使用されている商品です。

 金属試験管立
コード 型　式 対　 象※ 架数 大きさ（㎜） 価　格

1-336-0936 S16.5-12 16.5㎜φ
12

148×52×118 ￥1,800（＋税）
1-135-0219 S18-12 18㎜φ 160×57×120 ￥1,900（＋税）
● 使いやすい12本立タイプのステンレス製試験管立です。
● 一般的な16.5㎜φと18㎜φ試験管用です。
〔仕様〕材質：ステンレスSUS304　配列：2×6
※対象は試験管サイズです。

S16.5-12

S18-12

 ステンレス打抜式試験管立
コード 型　式 対象※ 架数 大きさ（㎜） 価　格

1-135-0202 SU16.5-20 16.5㎜ 20 223×54×70 ¥1,600（＋税）
1-135-0203 SU16.5-24 16.5㎜ 24 265×54×70 ¥1,900（＋税）
1-135-0204 SU18-20 18㎜ 20 253×62×70 ¥1,800（＋税）
1-135-0205 SU18-24 18㎜ 24 307×62×70 ¥2,000（＋税）
● 2段丸穴打抜式試験管立で、安定性がよく耐薬品性・耐熱性も優れています。
〔仕様〕材質：ステンレスSUS304
※対象は試験管サイズです。

SU18-24

試験管立

SU18-20

ステンレス製で丈夫！

 金属試験管立
■ステンレス（SUS304）
コード 型　式 対　象※ 架数 大きさ（㎜） 価　格

1-135-0211 S15-50 15㎜φ 50 208×104×  86 ￥2,350（＋税）
1-135-0212 S16.5-50 16.5㎜φ 50 222×112×106 ￥2,350（＋税）
1-135-0213 S18-24

18㎜φ

24 307×  58×118 ￥2,200（＋税）
1-135-0214 S18-50 50 237×120×106 ￥2,350（＋税）
1-135-0215 S18-100 100 237×231×106 ￥3,850（＋税）
1-135-0216 S21-50 21㎜φ 50 268×135×106 ￥2,750（＋税）
1-135-0217 S24-50 24㎜φ 50 298×150×106 ￥3,100（＋税）
1-135-0218 S30-10 30㎜φ 10 188×  78×105 ￥2,200（＋税）

■コーティング（金属表面を白色樹脂コーティング仕上）
コード 型　式 対　象※ 架数 大きさ（㎜） 価　格

1-135-0222 C18-12
18㎜φ

12 167×  57×120 ￥670（＋税）
1-135-0223 C18-24 24 307×  57×120 ￥770（＋税）

※対象は試験管サイズです。

S30-10

S18-50

C18-12

 試験管収納箱
コード メッシュボックス 試験管立 価　格

1-135-0255 407×257×156㎜ 18㎜φ用　12本掛　6個 ￥5,500（＋税）
● メッシュボックスと試験管立（12本掛　6個）のセットです。
● 試験管を72本立てたまま収納・移動できます。
● 箱はメッシュになっていますので、洗った試験管の乾燥に使用して、乾燥後
はそのまま収納することができます。

〔仕様〕メッシュボックス：407×257×156㎜　ポリプロピレン製
試験管立：6個　18㎜φ試験管用　12本掛　コーティング仕上

メッシュボックス
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ガスバーナー

120必要な理科実験器がすぐ検索！

 ガス用ホース
コード 型　式 長さ 価　格

1-137-0045 都市ガス用（天然ガス・旧都市ガス） 3m ¥1,750（＋税）
1-137-0047 都市ガス用（天然ガス・旧都市ガス） 80㎝ ¥580（＋税）
1-137-0046 プロパンガス用 3m ¥1,850（＋税）
1-137-0048 プロパンガス用 80㎝ ¥600（＋税）

〔仕様〕外径15.5㎜φ　内径9.5㎜φ

 ガスバーナー（カラー調節ねじ付）
コード 型　式 適合ガス 調節ねじ 価　格

1-137-0015 NBKC
天然ガス（都市ガス）
11A/12A/13A ガス：赤色

¥4,100（＋税）

1-137-0014 LBC プロパンガス　LPG ¥3,800（＋税）

小池義之先生ご考案
〈先生の困った対応品：使い方の指導に便利〉
● ガス調節ねじが赤色のカラーねじとなっており、操作方法を指導する際に便
利で、操作ミスも減らすことができます。

● 直径90㎜φの大型ベース（亜鉛ダイカスト製）で倒れにくい設計です。
● ガスの開閉が確認できるコック付です。
※ガスの開閉は針弁調節式です。

指導しやすいカラーねじ

NBKC（天然ガス用） LBC（プロパンガス用）

カラー調節ねじ

ガス調節ねじ
が赤色です

K-NBK-B

K-LB-B

 ガスバーナー（カチット付）
コード 型　式 適合ガス 調節ねじ ホースの色 価　格

1-137-0007 K-NBKC-B 天然ガス
（都市ガス）

ガス：赤色 ピンク
80㎝

¥5,900（＋税）
1-137-0004 K-NBK-B ― ¥5,800（＋税）
1-137-0006 K-LBC-B

プロパンガス
ガス：赤色 オレンジ

80㎝
¥5,700（＋税）

1-137-0002 K-LB-B ― ¥5,600（＋税）
● ホースにカチットが付属しており、ワンタッチでガス栓と接続できます。
●  K-NBKC、K-LBC-Bのガス調整ねじは赤色のカラーねじとなっており、操作
方法を指導する際に便利です。
※ ガスコンセントB型及びガス用ゴム管80㎝が付属しています。
※ ガス栓がホースコックの場合はガスコンセントC型が必要となります。
〔仕様〕ホース長：80㎝　ガス用ホースバンド付
〔別売部品〕
1-136-0375 ガス用ホースバンド ･･････････････････････････￥80 （＋税）

便利なカチット付

 ガスバーナー
コード 型　式 適合ガス 口　径 価　格

1-137-0013 NBK
天然ガス（都市ガス）
11A/12A/13A

18㎜φ ￥3,700（＋税）

1-137-0012 LB プロパンガス　LPG 12.8㎜φ ￥3,500（＋税）
● 直径90㎜φの大型ベース（亜鉛ダイカスト製）で倒れにくい設計です。
● ガスの開閉が確認できるコック付です。
※ガスの開閉は針弁調節式です。

NBK（天然ガス用） LB（プロパンガス用）

 ガスコンセント（カチット）
コード 型　式 用　途 価　格

1-137-0041 A（JG300） ゴム管用プラグ ¥630（＋税）
1-137-0042 B（JG200） ゴム管用ソケット ¥730（＋税）
1-137-0043 C（JG100） ガス栓用プラグ ¥830（＋税）
1-137-0044 D（JG400） 器具用ソケット ¥980（＋税） C B A D

ガス器具の脱着がワンタッチ
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ガスコンロ・アルコールランプ

コード、価格が赤色のものは、一般によく使用されている商品です。

AMAG

AS AA

 アルコールランプ
コード 型式 容量 付　属 価　格

1-137-0085 AG 120mL ガラス摺りキャップ ¥1,450（＋税）
1-137-0086 AM 120mL プラスチックキャップ ¥1,400（＋税）
1-137-0087 AS 70mL プラスチックキャップ

取手　保護ベース
¥640（＋税）

1-137-0090 AA 70mL ¥640（＋税）
●  AS、AA型は取手付の保護ベース付です。
●  AA型はベースが透明のため、アルコール残量が確認しやすく便利です。
〔別売部品〕
1-137-0088 アルコールランプ用替芯 22芯1m（4種共通） ･････￥130 （＋税）
1-137-0089 アルコールランプ用火口（4種共通） ････････････ ¥90 （＋税）
1-137-0098 アルコールランプ用プラスチックキャップ（AM用）････ ¥190 （＋税）
1-137-0099 アルコールランプ用プラスチックキャップ（AS用） ････ ¥170 （＋税）

実験動画071

 カセットボンベ
コード 型式 タイプ 規　格 入数 価　格

1-136-0982 3本組 標準サイズ 液化ブタン　250g 3本 ¥1,100（＋税）
1-136-0986 2本組 小型サイズ 液化ブタン　120g 2本 ¥750（＋税）
● 理科実験用ガスコンロやガストーチ用のカセットボンベです。

 ガストーチ　専用ボンベ付
コード 型　式 火炎温度 連続使用 価　格

1-137-0110 CB 1400℃ 約1時間50分 ¥3,500（＋税）
● ワンタッチ電子着火で取扱いも簡単なガストーチです。
● 2～3分のプレヒートで逆さの使用も可能です。
〔仕様〕大きさ：173×39×77㎜　付属：ボンベ250g×1本

250gCB 120g

 理科実験用ガスコンロ
コード 型　式 規　格 価　格

1-136-0980 GS-2000 ボンベなし ¥7,400（＋税）
1-136-0981 GS-2000B ボンベ3本付 ¥8,500（＋税）
● ツマミを回すだけのワンタッチ点火。面倒なマッチでの点火や難しい操作は
全くありません。

● 従来のアルコールランプやガスバーナーに比べ安定感があり、実験中に倒れ
る心配がありません。

〔仕様〕点火方式：圧電点火式　ガス圧力感知安定装置付
最大発熱量：約600kcal／h　ガス消費量：約5時間／缶（250g）
大きさ（ツマミを含む）：224×190×122㎜　約900g

一点加熱

パワフル！安全！簡単操作！

GS-2000

 電熱器
コード 型　式 消費電力 価　格

1-137-0141 HP 600W（内300W，外300W） ¥5,800（＋税）
● 内300W、外300W、同時600Wの3段階切替が可能です。
● あぶり出しの実験や電流による発熱など加熱用具として使用します。
〔仕様〕電源：AC100V　50/60Hz　コード長：1.7m
 大きさ：289×208×93㎜HP

 断熱ボード
コード 型　式 大　き　さ 価　格

1-137-0102 IF-300 300×300×13㎜ ¥2,800（＋税）
● バーナーの敷台として使用し、実験台を輻射熱から保護します。またゴム足
付で実験台を傷つけません。　※バーナーで直接加熱しないで下さい。

〔仕様〕材質：せっ器質タイル（ゴム足付）IF-300
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 三角架
コード 大　き　さ 材　質 価　格

1-137-0077 一辺約55㎜（セラミック部） 陶器製 ¥280（＋税）
● るつぼやステンレス皿などを直接加熱する際に、三脚の上に置いて使用しま
す。針金は三脚に引っ掛けずにそのまま置きます。
※ビーカーやフラスコなど重いものを載せて使用しないで下さい。

るつぼ 89頁

るつぼ三角架
〔使用例〕

55㎜

 鉄製三脚（頑丈タイプ）
コード 型　式 用　途 大きさ 価　格

1-135-0170 GJ120 ガスバーナー用 120φ×200㎜ ¥1,400（＋税）

〈先生の困った対応品：曲がり防止の頑丈タイプ〉
● 直径9㎜の鉄棒溶接で製作したガスバーナー用の三脚で、頑丈です。
〔仕様〕材質：9㎜φ鉄棒溶接
 加熱実験を行う際は、やけどに十分注意して下さい。

 鉄製三脚
コード 型式 用　途 大きさ 価　格

1-135-0180 TG ガスバーナー用 120φ×205㎜ ¥900（＋税）
1-135-0181 TA アルコールランプ用 95φ×110㎜ ¥800（＋税）

〔仕様〕材質：鋼製　脚はねじ式で取り外し可能です。
 加熱実験を行う際は、やけどに十分注意して下さい。 TG TA

 熔接鉄製三脚
コード 型式 用　途 大きさ 価　格

1-135-0182 YG ガスバーナー用 120φ×205㎜ ¥510（＋税）
1-135-0183 YA アルコールランプ用 105φ×110㎜ ¥460（＋税）

〔仕様〕材質：鋼線熔接
 加熱実験を行う際は、やけどに十分注意して下さい。

YG YA

※色の指定はできません。

※色の指定はできません。

 ガスライター（ガス充填式）
コード 型　式 タイプ 全　長 価　格

1-137-0093 着火の鉄人 ガス充填式 280㎜ ¥630（＋税）
● ガス充填式の経済的なガスライターです。
〔仕様〕CR（チャイルドレジスタンス対応）　安全ロック　炎調節ツマミ　ガス量確認窓
〔別売部品〕
1-137-0094 ガスライター用ボンベ　LPG 130g ･･･････････ ¥580 （＋税）

ミニⅢ プチMM

 たね火ライター
コード 品　名 型　式 全　長 価　格

1-137-0101 マイティマッチ MM 290㎜ ¥430（＋税）
1-137-0092 ガスマッチ ミニⅢ 188㎜ ¥380（＋税）
1-137-0091 チャッカマン プチ 175㎜ ¥350（＋税）
● 使い捨てタイプです。
〔仕様〕CR（チャイルドレジスタンス対応）　安全ロック　炎調節ツマミ　ガス量確認窓

マ ッ チ 267頁

GJ120
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鉄製三脚

122必要な理科実験器がすぐ検索！
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先端部は滑り止加工

 トング（るつぼはさみ）
コード 型　式 全　長 材質（ステンレス） 最大はさみ幅 価　格

1-136-0446 CT-18 180㎜
SUS430

55㎜ ¥980（＋税）
1-136-0450 CT-21 210㎜ 70㎜ ¥1,050（＋税）
1-136-0447 CT-30 300㎜ SUS304 120㎜ ¥3,600（＋税）
● 先端部には滑り止用の切込みが入っています。

 ステンレストング（るつぼはさみ）
コード 型　式 全　長 タ　イ　プ 価　格

1-136-0443 ST-20 200㎜ 直型 ¥750（＋税）
● 直型のステンレストングです。
〔仕様〕材質：ステンレス るつぼ 89頁

ST-20

CT
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金網・トング

コード、価格が赤色のものは、一般によく使用されている商品です。

 ステンレス金網
コード 型　式 大　き　さ 入　数 価　格

1-137-0074 SK-15 150×150㎜ 10枚 ¥4,100（＋税）
● 中央部はメッシュサイズの異なる2種類の金網を合わせた構造で、局部加熱
を防ぎ均一な加熱が行えます。

〔仕様〕材質：ステンレスSUS304
 大きさ：150×150㎜（中央加熱部：100㎜φ）
  初めてお使いの際は加熱時に加工油の臭いがする場合があります。その際は
臭いがなくなるまであぶってお使い下さい。

 セラミック付金網
コード 大　き　さ 入　数 価　格

1-137-0060 150×150㎜ 10枚 ¥2,500（＋税）
1-137-0061 180×180㎜ 10枚 ¥2,800（＋税）
● アスベストを一切使用していないセラミック付金網です。

10枚組

ステンレス金網

10枚組

セラミック付金網

 金網付スタンド
コード 大　き　さ 材　質 価　格

1-137-0073 160×130×203㎜ ステンレス ¥2,000（＋税）
●  ステンレス製のスタンドにステンレス金網が溶接されたガスバーナー用スタ
ンドです。

●  スタンドから金網がずれることがないため、実験中の安全対策に効果的です。

 万能バーナースタンド
コード 型　式 大　き　さ 材　質 価　格

1-135-0175 AS 120×120×200㎜ ステンレス ¥980（＋税）
● ステンレス製バーナースタンドです。
●  置き方を変えることにより、アルコールランプ・ガスバーナーどちらにでも
使用することができます。

2通りの使い方

AS
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※蒸発皿は付属しません

 蒸発皿はさみ
コード 全　長 規　格 価　格

1-136-0422 120㎜ はさみ幅0～30㎜ ¥1,100（＋税）
● 加熱後の熱くなった蒸発皿を、しっかりつかみます。
〔仕様〕材質：真ちゅう 蒸発皿 89頁

木製

金属製GK

木柄付

 試験管はさみ
コード 型　式 全　長 最大はさみ幅 価　格

1-136-0424 金属製GK 145㎜ 30㎜ ¥280（＋税）
1-136-0441 木製 180㎜ 20㎜ ¥280（＋税）
1-136-0430 木柄付 200㎜ 20㎜ ¥2,100（＋税）
● 金属製はバネ力が強く、試験管をしっかりつかめます。
● 木製ははさみのずれを防ぐガイド付です。
● 木柄付は強力バネでしっかり固定でき、断熱性にも優れています。

試験管 58頁

 計量スプーン（3種組）
コード 容　量 価　格

1-103-0231 2.5mL・5mL・15mL　各1本 ¥430（＋税）

〔仕様〕スプーン小：143㎜　スプーン中：150㎜　スプーン大：165㎜
 材質：ステンレス

 計量スプーン（小学校用・3種組）
コード 型　式 容　量 価　格

1-103-0232 小学校用 食塩・ミョウバン・ホウ酸の重さ表示 ¥580（＋税）

〈先生の困った対応品：実験がスムーズにできます〉
●  小学校5年生「ものの溶け方」用で、食塩・ミョウバン・ホウ酸のスプーン1杯
分の重さ表記をしたスプーンです。

●  スプーンだけで重さがわかりますので、てんびん等で重さを計測する必要が
有りません。

〔仕様〕スプーン大：容量：15mL　スプーン中：容量：5mL　スプーン小：容量：2.5mL
 材質：ステンレス

スプーン1杯分の
重さを表記

 水溶液加熱用スプーン
コード 型　式 容量 大　き　さ 価　格

1-136-0406 木柄付スプーン 約8mL 38×190㎜ ¥250（＋税）
●  食塩水などの水溶液を加熱して水を蒸発させていくと、スプーンに何が残る
かを観察できます。

●  木柄付ですので熱くならず安全に実験ができます。
〔仕様〕材質：ステンレス　木柄付

加熱に便利な
木柄付

 フッ素コーティングスパチュラー
コード 型　式 全　長 価　格

1-136-0475 さじ付 230㎜ ¥750（＋税）
1-136-0476 テーパー型 200㎜ ¥750（＋税）
1-136-0477 先曲型 200㎜ ¥620（＋税）
● 耐薬品性に優れています。
〔仕様〕材質：ステンレス　フッ素樹脂コーティング
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試験管はさみ・計量スプーン

124必要な理科実験器がすぐ検索！

123-124_化学.indd   124123-124_化学.indd   124 2019/02/21   9:23:342019/02/21   9:23:34



固まった試薬を粉砕

〈使用例〉  細口瓶用薬さじ
コード 全　長 さ　じ　部 価　格

1-345-0804 150㎜ 12㎜幅×40㎜　8㎜幅×13㎜ ¥180（＋税）
1-345-0803 180㎜ 12㎜幅×40㎜　8㎜幅×13㎜ ¥200（＋税）

〔仕様〕材質：ステンレスSUS430

 ヘラ付さじ
コード 全　長 価　格

1-136-0413 150㎜ ¥250（＋税）
1-136-0415 165㎜ ¥270（＋税）
1-136-0414 180㎜ ¥300（＋税）
1-345-0826 210㎜ ¥550（＋税）

〔仕様〕材質：ステンレス SUS410

 ステンレスさじ（薬さじ）
コード 型　式 全　長 価　格

1-136-0400 3種組 大中小各1 ¥390（＋税）
1-136-0402 大 180㎜ ¥150（＋税）
1-136-0403 中 165㎜ ¥140（＋税）
1-136-0404 小 150㎜ ¥130（＋税）

〔仕様〕材質：ステンレス SUS410

 プラスチックさじ（白）
コード 型　式 全　長 価　格

1-136-0438 3種組 大中小各1 ¥300（＋税）
1-136-0437 大 180㎜ ¥120（＋税）
1-136-0436 中 165㎜ ¥110（＋税）
1-136-0435 小 150㎜ ¥90（＋税）

〔仕様〕材質：ABS樹脂

 プラスチックさじ（黒）
コード 型　式 全　長 価　格

1-136-0401 3種組 大中小各1 ¥580（＋税）
1-136-0405 大 178㎜ ¥230（＋税）
1-136-0408 中 160㎜ ¥200（＋税）
1-136-0407 小 150㎜ ¥180（＋税）

〔仕様〕材質：ABS樹脂
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薬さじ

コード、価格が赤色のものは、一般によく使用されている商品です。

 ミクロスパーテル
コード 軸 全長 価　格

1-136-0410
丸細

（柄径：2㎜）

150㎜ ¥130（＋税）
1-136-0411 180㎜ ¥220（＋税）
1-345-0822 210㎜ ¥270（＋税）
1-345-0832 平

（柄幅：2.3㎜）
150㎜ ¥180（＋税）

1-345-0833 180㎜ ¥270（＋税）

コード 軸 全長 価　格

1-136-0427
丸太

（柄径：3㎜）

150㎜ ¥360（＋税）
1-136-0428 180㎜ ¥380（＋税）
1-345-0823 240㎜ ¥630（＋税）
1-136-0429 300㎜ ¥760（＋税）

丸細

平

微量な試薬に

〔仕様〕 材質：ステンレス
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CB-24B 〔使用例〕

 缶のガス抜き
コード 型　式 大きさ 価　格

1-126-0187 CB-24B 60㎜φ ¥450（＋税）
● てこの原理で簡単に穴が開けられ、本体カバーでガスの飛散も防止します。

スケールが
飛出します

残量チェックに
 ガス圧力ゲージ
コード 規　格 大きさ 価　格

1-126-0184 ガス残量チェック可 14φ×105㎜ ¥2,000（＋税）

〈先生の困った対応品：ガスの残量チェックが簡単〉
● ガスの残量チェックに便利なスケール飛出し式の圧力ゲージです。

 実験用ガス スプレー式で実験が手軽にできる
■単品（1本） 
コード 品　名 缶の容量 封入量 純度 入数 価　格

1-126-0490 酸素 650mL 5L 95％ 1 ¥600（＋税）
1-126-0491 窒素 650mL 5L 95％ 1 ¥640（＋税）
1-126-0492 二酸化炭素 650mL 5L 95％ 1 ¥640（＋税）
1-126-0493 水素 650mL 5L 95％ 1 ¥900（＋税）

■20本組（箱入）お得パック

コード 品　名 缶の容量 封入量 純度 入数 価　格

1-126-0495 酸素 650mL 5L 95％ 20 ¥11,500（＋税）
1-126-0496 窒素 650mL 5L 95％ 20 ¥12,000（＋税）
1-126-0497 二酸化炭素 650mL 5L 95％ 20 ¥12,000（＋税）
1-126-0498 水素 650mL 5L 95％ 20 ¥17,800（＋税）
● 便利なチューブが2種付属しています。フレキシブルチューブを用いれば、水
上置換によるガス採集が簡単に行えます。

〔仕様〕 純度95％　フレキシブルチューブ　ストレートチューブ　各1本付

実験動画092

 ガス量調節器
コード 型　式 規　格 価　格

1-126-0188 GC 金属製　ネジ調節式 ¥930（＋税） 

〈先生の困った対応品：ガス流量を一定に設定〉
● 上部のネジを回すと一定のガス流量を連続して噴出できます。
● 実験用ガス缶に装着して、使用できます。

簡単にガス量を
コントロール

 ヘリウムガス
コード 型　式 容　量 価　格

1-126-0175 ヘリカンくん（メタリックバルーン用） 9.5L ¥950（＋税）
※圧力が低く、ゴム風船は膨らみません。
  バルーン充填用で、声変わりの実験には使用できません。

 二連球（ゴムふいご）
コード 型式 規　格 価　格

1-136-0460 No.6 二連球：22㎝　チューブ：38㎝ ¥1,300（＋税）
● 空気を連続的に送り込むことができます。
● 燃焼には常に新しい空気が必要であることを確める実験に使用します。
〔仕様〕チューブ：長さ：380㎜（内径5㎜φ　外径8㎜φ）
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電解装置用部品

コード、価格が赤色のものは、一般によく使用されている商品です。

⑨H管用
　はさみ

⑦ロート ⑧ロート
　受金具

⑥H管

炭素極

⑩バット

②ロート
③ロート
　受金具

①H管

④ H管用
はさみ

⑤バット

炭素極

電解装置　HN-1 電解装置　H-3

⑫ロート
⑬ロート
　受金具

⑪H管

⑭H管用
　はさみ

スタンド用
支柱

⑮水受
　バット

スタンド用
支柱

⑱水受
　バット

⑯H管

⑰H管用
　はさみ

電解装置　H-4 電気分解装置　VN-M

 電気分解装置YE用部品
コード 品　名 規　格 価　格

1-126-0042 電極 YE用　チタン電極　電極板付　2個組 ¥3,000（＋税）
1-136-0158 ゴム栓 赤ゴム栓　No.03　10個 ¥380（＋税）
1-126-0028 ロート 専用小型ロート ¥110（＋税）

 電気分解・燃料電池実験器FY用部品
コード 品　名 規　格 価　格

1-126-0565 電極
燃料電池用白金めっき付チタン電極　FY-P 2個組
上部に取付けている電極です。5φ×55㎜　ゴム栓付 ¥3,000（＋税）

1-126-0042 電極
FY用白金めっき付チタン電極　2個組

下部に取付けている電極です。5φ×55㎜　電極板付 ¥3,000（＋税）

電極板

赤ゴム栓

白金めっき付
チタン電極

燃料電池用
チタン電極

（白金めっき付）

電源接続部
（電極板）

電気分解装置　YE 電気分解・燃料電池実験器　FY

実験動画040 実験動画039

電解装置用電極 128頁

ゴム栓
チューブ

ろ紙
試験紙

水質検査
ガス検知管

鉄製スタンド
ロート台

ピペット台
試験管立

バーナー
三脚・金網

トング・さじ
実験用ガス

電解装置
化学実験

ラベル
テープ

洗浄用具

ガラス
プラスチック

物理

生物
地学

素材
パーツ

工具
安全

計量
計測

化学

試薬

 電解装置HN-1用部品
コード 品　名 規　格 価　格

1-126-0001 HN-1用　H管 150mL　活栓付　目盛50mL入 ¥15,000（＋税）
1-126-0002 ロート ガラス製 ¥3,300（＋税）
1-126-0003 ロート受金具 ロート受62㎜φ　全長300㎜ ¥850（＋税）
1-126-0017 H管用はさみ すべり止め付　ロート受差込穴付 ¥2,300（＋税）
1-136-0061 水受バット 390×300×45㎜　PP製 ¥1,100（＋税）

※ HN-1用の電極は次頁の白金めっき付チタン極（1-126-0096）、ニッケル極
（1-126-0031）、炭素極（1-126-0033）です。

①

②

③

④

⑤

 電解装置H-3用部品
コード 品　名 規　格 価　格

1-126-0005 H-3用　H管 70mL　活栓付　目盛12mL入 ¥9,800（＋税）
1-126-0006 ロート ガラス製 ¥800（＋税）
1-126-0009 ロート受金具 ロート受37㎜φ　全長195㎜ ¥680（＋税）
1-126-0018 H管用はさみ すべり止め付　ロート受差込穴付 ¥2,500（＋税）
1-126-0004 水受バット 249×165×34㎜　スチロール製 ¥220（＋税）

※ H-3用の電極は次頁の白金めっき付チタン極（1-126-0096）、ニッケル極（1-
126-0031）、炭素極（1-126-0032）です。

⑥

⑦

⑧

⑨

⑩

 電解装置H-4用部品
コード 品　名 規　格 価　格

1-126-0010 H-4用　H管 60mL　両側開口　目盛12mL入 ¥3,600（＋税）
1-126-0006 ロート ガラス製 ¥800（＋税）
1-126-0009 ロート受金具 ロート受37㎜φ　全長195㎜ ¥680（＋税）
1-126-0018 H管用はさみ すべり止め付　ロート受差込穴付 ¥2,500（＋税）
1-126-0004 水受バット 249×165×34㎜　スチロール製 ¥220（＋税）

※ H-4用の電極は次頁のニッケル極（1-126-0031）、炭素極（1-126-0032）です。

⑪

⑫

⑬

⑭

⑮

 電気分解装置VN-M用部品
コード 品　名 規　格 価　格

1-126-0010 目盛付H管 60mL　両側開口　目盛12mL入 ¥3,600（＋税）
1-126-0036 H管（目盛なし） 60mL　上記の目盛なしタイプ ¥2,300（＋税）
1-126-0019 H管用はさみ すべり止め付　穴なし ¥2,300（＋税）
1-126-0004 水受バット 249×165×34㎜　スチロール製 ¥220（＋税）

※ NV-M用の電極は次頁のニッケル極（1-126-0031）、炭素極（1-126-0032）です。

⑯

⑰

⑱
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電極

128必要な理科実験器がすぐ検索！

 電解装置用電極（2個組）
コード 品　名 大　き　さ 入数 価　格

1-126-0096 白金めっき付チタン電極 5φ×95㎜ 2個組 ¥3,100（＋税）
1-126-0031 ニッケル極 10×70㎜ 2個組 ¥900（＋税）
1-126-0032

炭素極
5φ×75㎜ 2個組 ¥980（＋税）

1-126-0033 5φ×100㎜ 2個組 ¥1,280（＋税）
1-126-0062 銅電極（銅の電解精錬用） 10×70㎜ 2個組 ¥850（＋税）
● 電極はゴム栓付で、電解装置へ簡単にセットすることができます。
● 白金めっき付チタン電極は硫酸や水酸化ナトリウム水溶液から塩酸や塩化銅
などの塩類の電気分解まで幅広く使えます。

〔仕様〕ゴム栓（No.2）付 ニッケル極銅電極 炭素極（75㎜）

炭素極（100㎜）白金めっき付
チタン電極

便利な
ゴム栓付

2個組

 透析チューブホルダー
コード 型　式 大　き　さ 材質 入数 価　格

1-138-0228 DBH 28×55×20㎜ PP 2個組 ¥2,800（＋税）
● 透析の際、手軽に透析チューブをビーカーに固定できます。

 透析用セルローズチューブ
コード 型式 大　き　さ 筒状の時 孔径 価　格

1-138-0225 M-5 23.8㎜φ×5m
23.8㎜φ 50Å

¥3,400（＋税）
1-138-0220 M-25 23.8㎜φ×25m ¥9,800（＋税）
1-138-0226 L-5 28.6㎜φ×5m

28.6㎜φ 50Å
¥3,400（＋税）

1-138-0221 L-25 28.6㎜φ×25m ¥9,800（＋税）
1-138-0227 シーリングバー（全長90㎜）2本組 ¥780（＋税）
● 筒状のチューブ（半透膜）で継目が無く任意の長さに切断して使用できます。

シーリングバー

イ
オ
ン
溶
液
の

透
析
に

透析用セルローズチューブ

透析チューブホルダー

2個組 使用例

 ダニエル電池（半透膜タイプ）
コード 型　式 実験容器 価　格

1-123-0007 JFD 85×80×90㎜ （アクリル製） ¥11,700（＋税）
● 透析用セルローズチューブを使用したダニエル電池です。
● 本体並びに半透膜が透明で金属板の観察に適しています。
〔仕様〕 電極：銅板（15×45㎜ ）　亜鉛板（15×45㎜ ）各２枚

付属： 台付モーター（微電流型）　透析用セルローズチューブ
みの虫リード線（赤・黒）　各１個

〔別売部品〕
1-126-0201 銅板（15×45mm）　30枚 ･･････････････････¥1,280 （＋税）
1-126-0204 亜鉛板（15×45mm）　30枚 ････････････････¥2,500 （＋税）
1-138-0225 透析用セルローズチューブ　M-5 ････････････¥3,400 （＋税）

JFD

 ダニエル電池実験器（素焼タイプ）
コード 型　式 素焼半円筒 価　格

1-123-0061 DSM 60φ×35㎜ （半円型）×1個 ¥3,800（＋税）
● 小型の素焼半円筒を使ったダニエル電池実験器です。
〔仕様〕 電極：銅板（40×65㎜ ）　亜鉛版（40×65㎜ ）各１枚

実験容器：ガラス製　84φ×61㎜ 　電極差込穴付き蓋
付属：みの虫リード線（赤・黒）　各１個

〔別売部品〕
1-123-0062 素焼半円筒ミニ 60φ×35mm（半円型） ･････¥1,800 （＋税）
1-123-0063 銅板40×65mm（5枚入） ････････････････････ ¥720 （＋税）
1-123-0064 亜鉛板40×65mm（5枚入） ･･････････････････ ¥650 （＋税）
1-120-0304 台付モーターHI（微電流型） ･････････････････¥1,980 （＋税） DSM
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分子構造模型

コード、価格が赤色のものは、一般によく使用されている商品です。

 化学記号プレート用部品
コード 品　名 価　格

1-138-0681 H（水素） ¥320（＋税）
1-138-0682 O（酸素） ¥350（＋税）
1-138-0683 N（窒素） ¥350（＋税）
1-138-0684 C（炭素） ¥350（＋税）
1-138-0685 Na（ナトリウム） ¥350（＋税）
1-138-0686 Cl（塩素） ¥350（＋税）

コード 品　名 価　格

1-138-0687 S（硫黄） ¥350（＋税）
1-138-0688 Cu（銅） ¥350（＋税）
1-138-0689 無地 ¥300（＋税）
1-138-0690 +イオン ¥150（＋税）
1-138-0691 -イオン ¥150（＋税）

化
学
反
応
を
分
か
り
易
く

〔仕様〕マグネットシート　大きさ：100㎜φ（水素は70㎜φ・+－イオンは30㎜φ）

有機化学入門のスタンダード 部品が豊富な研究用セット 高専・大学向けの学生実習用セット

A型セット B型セット C型セット

学生用セット

 HGS分子構造模型（有機化学）
コード 型　式 モ デ ル 例 価　格

1-138-0610 A型セット（学習用） メタン（CH₄）　・エタン（C₂H₆）　・メタノール（CH₃OH）など ¥1,600（＋税）
1-138-0620 B型セット（研究用） シクロプロパン（C₃H₆）　・プロパン（C₃H₆）へのハロゲン化水素の付加反応など ¥7,000（＋税）
1-138-0612 C型セット（実習用） メタン（CH₄）　・エタノール（C₂H₅OH）　・ベンゼン（C₆H₆）　・オクタンなど ¥4,000（＋税）
1-138-0615 学生用セット ベンゼン（C₆H₆）　・シクロヘキサン（C₆H₁₂）　・エタノール（C₂H₅OH）　・トルエン（C₇H₈）など ¥2,400（＋税）

■HGS分子構造模型A型 /B型 /C型 /学生用セットの部品構成数

部品 H C⁴ N⁴ O⁴ Si⁴ P⁴ S⁴ Cℓ ⁴ C⁵₂₀ N⁵₂₀ B⁵₂₀ m¹⁴ O-H
96

（pm）

C-H
110

C＝C
133

C＝C
140

C-O
C-N
145

C-C
154

C-Cℓ
C-S
180

C-Br
190

C-I
210

C＝C
133

P軌道板 π軌道板

穴　数/
原子価角

2/180° 4/109°28′ 5/90°120°
14/90°
108°28′
125°16′

青 緑 青 緑

A型セット 24 12 2 2 25 20 6
B型セット 60 38 4 6 2 2 2 4 14 2 2 2 10 60 10 20 10 60 10 10 10 30 6 6 3 3
C型セット 30 30 4 4 4 14 2 2 30 16 40 6 16 6 6
学生用セット 30 9 2 4 1 2 6 30 7 20 12 2 2

タマ ボンド 軌道板

■HGS分子構造模型補充部品（A型 /B型 /C型セット/学生用セット）
コード 品　名 穴数 入数 価　格

1-138-0506 水素ATOM-01 2 50 ¥1,800（＋税）
1-138-0507 炭素ATOM-02 4 ¥3,600（＋税）
1-138-0508 窒素ATOM-03 4 20 ¥1,800（＋税）
1-138-0509 酸素ATOM-04 4 ¥1,800（＋税）
1-138-0510 ケイ素ATOM-05 4 10 ¥2,400（＋税）
1-138-0511 リンATOM-06 4 ¥2,400（＋税）

コード 品　名 穴数 入数 価　格

1-138-0512 硫黄ATOM-07 4 10 ¥1,800（＋税）
1-138-0513 塩素ATOM-08 4 10 ¥1,800（＋税）
1-138-0516 炭素ATOM-09 5 10 ¥1,800（＋税）
1-138-0517 窒素ATOM-10 5 10 ¥1,800（＋税）
1-138-0518 ホウ素ATOM-11 5 10 ¥1,800（＋税）
1-138-0514 金属ATOM-17 14 10 ¥1,800（＋税）

コード 品　名 色 入数 価　格

1-138-0519 ボンドBOND-02 ピンク 20 ¥1,200（＋税）
1-138-0526 ボンドBOND-04 緑 20 ¥1,800（＋税）
1-138-0527 ボンドBOND-06 白 20 ¥1,200（＋税）
1-138-0528 ボンドBOND-07 黄 20 ¥1,800（＋税）
1-138-0529 ボンドBOND-10 青ベント 20 ¥1,800（＋税）
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炎色反応・白金線

130必要な理科実験器がすぐ検索！

炎
の
観
察
用

 コバルトガラス
コード 大きさ 厚　さ 仕　様 価　格

1-154-0972 50×50㎜ 2.5～3.0㎜ 切放 ¥980（＋税）
1-154-0971 100×100㎜ 2.5～3.0㎜ 切放 ¥2,800（＋税）
1-154-0973 120×120㎜ 2.5～3.0㎜ 切放 ¥3,800（＋税）
● 炎色反応の際、コバルトガラスを通して見るとナトリウムの黄色の影響を取
り除くことができます。

うずまき銅線の実験

塩
素

①銅と硫黄が化合する
　と硫化銅ができます。

②銅と塩素が化合すると
　塩化銅ができます。

硫黄

 うず巻き銅線（10本組）
コード 規　格 入数 価　格

1-126-0435 銅線1㎜φ うずまき径8㎜φ 全長約230㎜ 10本組 ¥2,000（＋税）
● 銅の酸化、銅と硫黄の化合などの実験に便利な、先端をうず巻き状にした銅
線です。

● 銅が加熱や還元反応により変化する様子がよくわかります。
● ダイオキシンを発生する恐れのあるプラスチック（塩素系プラスチック）の判
別に使えます。

● 少量のプラスチックを銅の針金に巻き付けて炎の中に入れ、炎の色・匂い等
からプラスチックの種類を判別できます。

10本組

 炎色反応用ステンレス金網（10枚入）
コード 大きさ 入数 材　質 価　格

1-126-0390 10×60㎜ 10枚 ステンレス製 ¥750（＋税）
● ステンレス金網を炎色反応用試薬に浸けてガスバーナーの炎の中に入れる
と、炎色反応が長時間観察できます。

10枚組

 炎色反応実験器
コード 型式 炎　色 大きさ 価　格

1-126-0400 AF-6 赤・黄・紫・橙・緑・青緑 160×160×33㎜ ¥600（＋税）
● ①リチウム②ナトリウム③バリウム④カルシウム⑤カリウム⑥銅の6色の炎
色反応の実験ができます。

● 固形燃料に金属塩を含有させてあり、点火するだけで手軽に6種類の炎色反応が
観察できます。

● 燃焼時間が約2分と長く、しかも炎の色のちがいを同時に比較することができま
すので、生徒の興味を深めた学習が行えます。

〔仕様〕固形燃料：メタアルデヒド　直径15㎜　約1ｇ　皿：金属元素名表示　紙製
  実験中にメタアルデヒドのにおいが発生しますので、換気のよい場所でご
使用下さい。

①

②

③ ④

⑤

⑥

炎色反応を
すぐに観察

①リチウム ②ナトリウム
③バリウム ④カルシウム
⑤カリウム ⑥銅

AF-6

炎色反応に
使います

 白金線（ホルダー付）
コード 型　式 白金線 ホルダー 価　格

1-136-0470 PT 0.3㎜φ×5㎝ 全長260㎜ ¥2,600（＋税）
● 試薬の炎色反応を実験するのに用います。
〔別売部品〕
1-136-0472 白金線ホルダー長さ：210㎜　エボナイト柄付 ･････￥520 （＋税）
1-136-0473 白金線のみ0.3㎜φ×10㎝ ･････････････････ ￥4,500 （＋税）
1-136-0474 白金線のみ0.5㎜φ×10㎝ ･････････････････ ￥7,800 （＋税） PT
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 毒劇物ラベル
コード 内　容 価　格

1-124-0555 劇物ラベル：80枚　毒物ラベル：20枚 ¥2,000（＋税）
● 医薬用外劇物・医薬用外毒物が表示されたラベルです。
● 購入年月日の記入欄とメモ欄付で毒劇物の管理に便利です。
〔仕様〕大きさ：30×37㎜
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薬用ラベル

コード、価格が赤色のものは、一般によく使用されている商品です。

薬品の管理に

 薬用ラベル
コード 型式 色 大　き　さ 枚　数 価　格

1-124-0510 LR 赤
48×68㎜ 136枚

¥780（＋税）
1-124-0511 LB 青 ¥780（＋税）
1-124-0512 MR 赤

41×60㎜ 180枚
¥740（＋税）

1-124-0513 MB 青 ¥740（＋税）
1-124-0514 SR 赤

25×40㎜ 324枚
¥680（＋税）

1-124-0515 SB 青 ¥680（＋税）
● 特殊のりを使用していますので、ガラス、ポリ瓶いずれにも強力に接着でき
ます。

 ケミラベル
コード 型式 色 大　き　さ 枚　数 価　格

1-124-0530 RB-1 赤
25×40㎜ 180枚

¥980（＋税）
1-124-0531 BB-1 青 ¥980（＋税）
1-124-0532 RB-2 赤

40×60㎜ 116枚
¥1,180（＋税）

1-124-0533 BB-2 青 ¥1,180（＋税）
1-124-0534 RB-3 赤

50×70㎜ 96枚
¥1,300（＋税）

1-124-0535 BB-3 青 ¥1,300（＋税）

〔仕様〕5mロール巻

 理振ラベル
コード 規　格 入　数 価　格

1-125-0235 正三角形　一辺34㎜のり付 10枚／1シート ¥130（＋税）

理振ラベルへの記載
理振法により整備した備品を他の補助金等で整備したものと区別できるよう
に理振ラベルを貼付して管理します。

10枚で1シート

色とサイズよりお選び下さい

水濡れしません

 プロテクト・ラミラベル
コード 型式 色 大　き　さ 枚　数 価　格

1-124-0560 PR-1R 赤
24×45㎜ 100枚

¥1,200（＋税）
1-124-0561 PR-1B 青 ¥1,200（＋税）
1-124-0562 PR-2R 赤

20×50㎜ 100枚
¥1,200（＋税）

1-124-0563 PR-2B 青 ¥1,200（＋税）
1-124-0564 PR-3R 赤

38×60㎜ 60枚
¥1,200（＋税）

1-124-0565 PR-3B 青 ¥1,200（＋税）
● 透明保護フィルムが付いており、ラベル表面を水濡れや汚れから防止します。
〔仕様〕使用温度範囲：－30～80℃

保護フィルム付で安心

使用温度範囲が広い
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5m巻 カラーテープ
コード 型式 下記の10色組 価　格

1-124-0610 K-10 大きさ：15㎜×5m　カッター付 ¥9,400（＋税）

コード 色 幅 長さ 価　格

1-124-0617 橙

15㎜ 5m

¥680（＋税）
1-124-0618 青 ¥680（＋税）
1-124-0619 茶 ¥680（＋税）
1-124-0620 紫 ¥680（＋税）
1-124-0621 黄緑 ¥680（＋税）

■補充用テープ
コード 色 幅 長さ 価　格

1-124-0612 白

15㎜ 5m

¥680（＋税）
1-124-0613 黄 ¥680（＋税）
1-124-0614 緑 ¥680（＋税）
1-124-0615 ピンク ¥680（＋税）
1-124-0616 赤 ¥680（＋税）

L

M

S

 ポイントラベル
コード 型式 直　径 セット内容 枚　数 価　格

1-124-0640 L 20㎜φ
5色組

各2シート

各色40個×5色 ¥580（＋税）
1-124-0641 M 15㎜φ 各色70個×5色 ¥580（＋税）
1-124-0642 S 8㎜φ 各色192個×5色 ¥580（＋税）
● 白、黄、赤、緑、青の5色組で分類や識別に最適です。
● 5色×各2シートの計10シート入です。

 アルミシート
コード 型　式 大きさ 厚　さ 入　数 価　格

1-317-0980 AS-10 100×100㎜
15μm 500枚

¥1,200（＋税）
1-317-0981 AS-20 200×200㎜ ¥3,900（＋税）
● 正方形で使いやすいアルミシートです。
● 粉体の秤量に適しており、薬包紙の代わりに使用できます。

500枚入

AS-20AS-10

330枚 カラーラベル

〔仕様〕大きさ：15×30㎜　330枚/1巻

コード 型式 色 価　格

1-124-0660 KL-WH 白 ¥2,200（＋税）
1-124-0661 KL-YE 黄 ¥2,200（＋税）
1-124-0662 KL-GR 緑 ¥2,200（＋税）
1-124-0663 KL-PI ピンク ¥2,200（＋税）

コード 型式 色 価　格

1-124-0664 KL-RE 赤 ¥2,200（＋税）
1-124-0666 KL-BL 青 ¥2,200（＋税）
1-124-0669 KL-YG 黄緑 ¥2,200（＋税）

 アルミテープ
コード 大きさ 厚　さ 備　考 価　格

1-343-0190 50㎜×1.5m 0.15㎜ ツヤあり ¥700（＋税）

 ラボホイル（研究実験用アルミホイル）
コード 型　式 大きさ 厚　さ 価　格

1-343-0325 LABO 155㎜×100m 0.03㎜（30μm） ¥5,800（＋税）
● 厚さ30㎛と家庭用アルミホイルの倍以上の厚さで、破れにくく丈夫です。
● ビーカー・フラスコの蓋や蒸発皿として使用できます。 アルミテープ ラボホイル

1.5m巻 100m巻
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カラーテープ・アルミテープ
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133

アルミホイル

コード、価格が赤色のものは、一般によく使用されている商品です。

 アルミホイル
コード 型　式 大きさ 厚　さ 価　格

1-125-0165 AH-15 25㎝×15m 11μm ¥330（＋税）
1-125-0166 AH-25 30㎝×25m 12μm ¥800（＋税）
1-125-0167 AH-50 30㎝×50m 12μm ¥1,600（＋税）
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 ラップ
コード 大きさ 規　格 価　格

1-125-0172 30㎝×20m －60～110℃可 ¥220（＋税）
● ダイオキシンの原因になる塩素系ガスが発生しない無添加のラップです。
● 天然素材のノコ歯を使用しており、燃えるゴミとして捨てることができます。
〔仕様〕ポリエチレン製

20m巻

 ラボピタ®
（高性能ラボ用被膜フィルム）

コード 型　式 大きさ ミシン間隔 価　格

1-343-0254 W20
20㎜×30m

なし ￥720（＋税）
1-343-0256 W20 ミシン目あり 100㎜ ￥720（＋税）
1-343-0255 W50

50㎜×30m
なし ￥1,650（＋税）

1-343-0257 W50 ミシン目あり 50㎜ ￥1,650（＋税）
● 耐薬品性・防湿性・気密性に優れた、伸縮性の良い自己粘着フィルムです。約
6倍に伸びますので、器具の密閉用として最適です。

● 手でカットできます。ミシン目ありは、さらに簡単にカットできます。
● 離形紙がないので、不要なゴミを出しません。ラボピタ®

 パラフィルム
コード 大きさ 規　格 価　格

1-124-0720 10㎝×38m 約3倍の伸縮性と防水性の
特殊フィルム

¥3,400（＋税）
1-124-0721 5㎝×76m ¥3,600（＋税）
● 約3倍に引き伸ばすことのできる特殊なフィルムで容器を密封できます。
●  防水性に優れていますので、培養瓶などの密封に最適です。

パラフィルム

 シールテープ
コード 型　式 大きさ 厚　さ 価　格

1-343-0250 T-5 13㎜×5m
0.1㎜

￥120（＋税）
1-343-0251 T-15 13㎜×15m ￥280（＋税）
1-343-0252 T-10-1 20㎜×10m 0.15㎜ ￥1,380（＋税）
● 柔軟性に富んでおり、複雑形状部のシールが簡単にできます。
〔仕様〕耐熱温度：260℃

T-5 T-15 T-10-1

 アルミホイル （三菱アルミ） 
コード 型　式 大きさ 厚　さ 価　格

1-761-0010 業務用 30㎝×50m 12㎛ ¥1,300（＋税）
1-761-0011 業務用タフ 30㎝×25m 17㎛ ¥1,000（＋税）

業務用 業務用タフ
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洗浄ブラシ

134必要な理科実験器がすぐ検索！

 ブラシ（ナイロン）
コード 型　式 毛　質 全長×ブラシ径×ブラシ長 価　格

1-328-0824 瓶洗 10号 ナイロン 515×100φ×165㎜ ¥910（＋税）
1-328-0825 瓶洗 5号 ナイロン 460×90φ×150㎜ ¥860（＋税）
1-328-0826 瓶洗 2号 ナイロン 340×75φ×125㎜ ¥770（＋税）
1-328-0827 試験管洗 ナイロン 250×40φ×80㎜ ¥570（＋税）
● スタンダードな形状のナイロン毛ブラシです。
● ガラス器具を傷めにくいビニール巻柄です。
● オートクレーブ滅菌できますので衛生的です。
〔仕様〕耐熱温度：140℃　オートクレーブ滅菌可能

5号

10号

2号

試験管洗

ブラシ径

ブラシ長

全長

 ブラシ
コード 型　式 毛質 全長×直径×ブラシ長 価　格

1-767-0811 瓶洗 両毛10号 馬毛 515×100φ×165㎜ ¥730（＋税）
1-767-0810 瓶洗 両毛5号 馬毛 460×90φ×150㎜ ¥630（＋税）
1-767-0809 瓶洗 両毛3号 馬毛 390×75φ×125㎜ ¥560（＋税）
1-767-0808 瓶洗 両毛2号 馬毛 340×75φ×125㎜ ¥500（＋税）
1-767-0807 瓶洗 両毛1号 ブタ毛 310×50φ×100㎜ ¥250（＋税）
● ガラス器具を傷めにくいビニール巻柄です。

10号

5号

2号

くたびれにくい馬毛ブラシ

 ブラシ3点セット
コード 全長×直径×ブラシ長 毛　質 価　格

1-135-0865
大：280×40φ～50×90㎜
中：215×20φ～25×90㎜
小：250×10φ×60㎜

ナイロン ¥980（＋税）

● 一般的なガラス器具の洗浄に便利な大きさの異なる3種類のブラシがセット
になっています。

小

中

大

試験管から
フラスコまで

 注射器用ブラシ
コード 型　式 毛質 全長×直径×ブラシ長 価　格

1-767-0828 ビニール巻柄 大 馬毛 290×30φ×115㎜ ¥360（＋税）
1-767-0829 ビニール巻柄 中 馬毛 245×25φ×95㎜ ¥310（＋税）
1-767-0830 ビニール巻柄 小 馬毛 195×21φ×70㎜ ¥230（＋税）
● 汎用的な注射器洗いブラシです。
● ガラス器具を傷めにくいビニールコーティング柄です。

汎用的な注射器洗いブラシです

ビニール巻柄 大

ビニール巻柄 中

ビニール巻柄 小

 試験管用ブラシ
コード 型　式 毛質 全長×直径×ブラシ長 価　格

1-135-0790 ビニール巻柄 白毛 ブタ毛 250×40φ×80㎜ ¥180（＋税）
1-767-0817 ビニール巻柄 黒毛 馬毛 250×40φ×80㎜ ¥200（＋税）
1-767-0818 村田式先毛付 ヤギ毛 155×17φ×105㎜ ¥210（＋税）
● 汎用的な試験管洗いブラシです。
● 村田式はブラシ径が小さい白毛タイプです。

白毛

黒毛

村田式
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135

洗浄ブラシ

コード、価格が赤色のものは、一般によく使用されている商品です。

細長いガラス器具の洗浄に
細管洗　黒毛

細管洗　白毛

ピペット洗

ビュレット洗

 ブラシ
コード 型　式 毛質 全長×直径×ブラシ長 価　格

1-135-0818 細管洗　黒毛 人毛 450×15φ×80㎜ ¥130（＋税）
1-135-0819 細管洗　白毛 馬毛 670×20φ×100㎜ ¥240（＋税）
1-135-0820 ピペット洗 馬毛 670×30φ×95㎜ ¥280（＋税）
1-135-0821 ビュレット洗 馬毛 800×35φ×150㎜ ¥280（＋税）
● 実験室で使用する細長いガラス器具の洗浄に便利なブラシです。

L M S

 洗浄ブラシ
コード 型式 仕　様 全長×直径×ブラシ長 価　格

1-135-0843 L 1800mL用 550×120φ×100㎜ ¥1,630（＋税）
1-135-0844 M 900mL用 450×100φ×90㎜ ¥1,380（＋税）
1-135-0845 S 500mL用 400×70φ×70㎜ ¥820（＋税）
● 先毛を多くして、フラスコやビーカーなどを隅々まで洗えるようにした柄付
先曲タイプのブラシです。

〔仕様〕毛質：馬毛

 スポンジブラシ
コード 型式 用　途 全長×直径×ブラシ長 価　格

1-135-0840 L フラスコ用 440×90φ×95㎜ ¥580（＋税）
1-135-0841 M ビーカー用 310×80φ×95㎜ ¥530（＋税）
1-135-0842 S 試験管用 245×20φ×60㎜ ¥200（＋税）
● 試験管、ビーカー、メスシリンダーなどのガラス器具の洗浄に使いやすいス
ポンジブラシです。

● 泡立ちの良いスポンジを使用しており、容器をすみずみまで洗浄できます。
L M S

傷付きにくい

 柄付スポンジブラシ
コード 型式 毛　質 全長×直径×ブラシ長 価　格

1-135-0871 PP-M ポリプロピレン
ポリエステル

290×50φ×110㎜ ￥380（＋税）
1-135-0872 PP-L 400×60φ×120㎜ ￥480（＋税）
● ビーカーをすみずみまできれいに洗える柄付ブラシです。
● 先端に泡立ちの良いスポンジ付で、力を入れずに洗浄できます。

PP-L

PP-M

ガラス管の汚れ落としに

ストローブラシ

 ストローブラシ
コード 材　質 全長×直径×ブラシ長 価　格

1-135-0866 ナイロン 270×5～10φ×60㎜ ¥460（＋税）
● 細い管など、細かな部分の汚れを落とすのに適しています。
〔仕様〕材質：ブラシ：ナイロン　柄：ステンレスSUS304
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500mL
詰替用
480mL

環
境
に
や
さ
し
い

 ガラス器具用洗剤
コード 型　式 タイプ 容　量 価　格

1-135-0970 ヤシノミ洗剤 中性 500mL ¥480（＋税）
● ビーカーや試験管などのガラス器具の洗浄に最適です。
● 手肌にやさしく、自然環境にもやさしい洗剤です。
〔別売部品〕
1-135-0971 詰替用480mL ･･････････････････････････････ ¥310 （＋税）

ヒカリエース ヒカリエースS

実
験
器
具
を
強
力
洗
浄

 試験器具用特殊洗浄液
コード 品　名 タイプ 容　量 価　格

1-135-0950 ヒカリエース アルカリ性
1㎏

¥2,000（＋税）
1-135-0951 ヒカリエース　S 中性無リン ¥2,400（＋税）
● 大変優れた洗浄力を持った試験器具専用の強力特殊洗浄液です。
●  洗浄液は汚れの程度に応じて、10～50倍に希釈して使用し、超音波や温水
を用いると更に効果が高められます。
 アルカリ性のタイプは、ガラス器具を劣化させますのでご注意ください。

 水切りセット
コード 型　式 大　き　さ 価　格

1-136-0053 PR-L 420×330×140㎜ ¥2,800（＋税）
1-136-0054 PR-M 370×285×130㎜ ¥2,500（＋税）

〔仕様〕ポリプロピレン製　水受け付

 シンクマット
コード 型　式 大　き　さ 材　質 価　格

1-135-0982 SKM 325×450×9㎜ EVA ¥1,400（＋税）
● 実験用シンクに敷くことで、ガラス器具を落としても割れにくくなります。
● お使いのシンクの形状に合わせてカットできます。

 ブラシスタンド
コード 型　式 上径×下径×高さ 架　数 価　格

1-135-0857 Tour 約117φ×125φ×380㎜ 6本 ¥2,900（＋税）
● 煩雑になりがちなブラシ用の便利なステンレス製のミニスタンドです。
● スマートなデザインで水道回りでも邪魔になりません。

シンクマット

※ブラシは
　付属していません

ブラシスタンド

理科室の
便利グッズです

 空き缶つぶし機
コード 型式 適合空缶 適合ペットボトル 大きさ 価　格

1-111-0235 踏み踏み 容量190mL～1L 容量500mL～2L 140×320㎜ ¥3,200（＋税）
● 「てこの原理」を使った空き缶つぶし機です。
●  踏みつぶした缶がスチール缶の場合は磁石にくっつき、アルミとスチールの
識別ができます。
※実験用ガスのスチール缶は、頑丈でつぶす事ができません。

ゆたか

ミニ

C-31S

SS-72K

 スポンジたわし
コード 型　式 大　き　さ 価　格

1-328-0880 泡立ちゆたか 73×135×26㎜ ¥200（＋税）
1-328-0881 ハイブリッドミニ 65×68×26㎜（2個） ¥350（＋税）
1-135-0849 C-31S 70×115×20㎜（抗菌剤入） ¥350（＋税）
1-135-0851 SS-72K 70×115×35㎜（抗菌剤入） ¥260（＋税）
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137

洗浄用バスケット・バット

コード、価格が赤色のものは、一般によく使用されている商品です。

 浅型バスケット
コード 型　式 大　き　さ（㎜） 色 価　格

1-136-0035 SH-L 485×365×85

グリーン
¥1,380（＋税）

1-136-0036 SH-M 395×295×70 ¥800（＋税）
1-136-0037 SH-S 300×225×55 ¥460（＋税）
1-338-0035 CSH-L 485×365×85

クリア
¥1,380（＋税）

1-338-0036 CSH-M 395×295×70 ¥800（＋税）
1-338-0037 CSH-S 300×225×55 ¥460（＋税）

グリーン

クリア

 プラスチックバット（角バット）
コード 型式 外寸（㎜） 内寸（㎜） 色 価　格

1-139-0590 XL 445×325×70 410×290×65

ホワイト
¥1,500（＋税）

1-139-0591 L 374×273×64 347×246×60 ¥1,000（＋税）
1-139-0592 S 324×234×52 300×210×48 ¥630（＋税）
1-139-0490 XL-B 445×325×70 410×290×65

ブルー
¥1,500（＋税）

1-139-0491 L-B 374×273×64 347×246×60 ¥1,000（＋税）
1-139-0492 S-B 324×234×52 300×210×48 ¥630（＋税）

ホワイト

ブルー

 深型バスケット
コード 型　式 大　き　さ（㎜） 色 価　格

1-136-0041 DR-L 480×360×165

グリーン
¥1,580（＋税）

1-136-0042 DR-M 390×295×130 ¥990（＋税）
1-136-0043 DR-S 300×230×105 ¥550（＋税）
1-338-0041 CDR-L 480×360×165

クリア
¥1,580（＋税）

1-338-0042 CDR-M 390×295×130 ¥990（＋税）
1-338-0043 CDR-S 300×230×105 ¥550（＋税）

グリーン

クリア

 水受けバット
コード 型式 外寸（㎜） 内寸（㎜） 色 価　格

1-136-0060 L 480×360×45 460×340×37

グリーン
¥1,530（＋税）

1-136-0061 M 390×300×45 370×278×37 ¥1,100（＋税）
1-136-0062 S 300×230×45 280×206×37 ¥780（＋税）
1-338-0060 CL 480×360×45 460×340×37

クリア
¥1,530（＋税）

1-338-0061 CM 390×300×45 370×278×37 ¥1,100（＋税）
1-338-0062 CS 300×230×45 280×206×37 ¥780（＋税）
● 浅型、深型バスケットの水受けとして使用できます。

グリーン

クリア

 水切りセット
コード 型　式 大　き　さ 価　格

1-136-0030 K168B 190×267×57㎜ ¥220（＋税）
● 小物の水切りに便利なミニタイプの水切りセットです。
※色は青、緑、黄色のいずれかになります。（色は指定できません。）
〔仕様〕材質：ポリプロピレン　水受け付

あ
れ
ば
便
利
な

ミ
ニ
サ
イ
ズ

K168B
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 アルコール温度計
コード 温度範囲 目盛 転がり防止リング 長さ 価　格

1-107-0016 －5～105℃ 1℃ ○ 30㎝ ¥280（＋税）
1-107-0017 －20～105℃ 1℃ ○ 30㎝ ¥280（＋税）
1-107-0020 －30～105℃ 1℃ － 30㎝ ¥550（＋税）
1-107-0018 －30～ 50℃ 1℃ ○ 30㎝ ¥390（＋税）
1-107-0021 0～ 50℃ 1℃ ○ 30㎝ ¥430（＋税）
1-107-0022 0～100℃ 1℃ ○ 30㎝ ¥350（＋税）
1-107-0019 0～200℃ 1℃ ○ 30㎝ ¥690（＋税）
1-107-0035 －5～105℃ 1℃ － 18㎝ ¥500（＋税）
● 転がり防止リングが付いていますので、実験台などから転がり落ちて破損す
る心配がありません（1-107-020、035は除く）。

● 18㎝タイプは、ビーカーに立てかけても倒れない、使いやすい長さです。
〔仕様〕1℃目盛　胴径：約6㎜　保管用ケース付
〔別売部品〕
1-142-0742 温度計用保護ケース（ステンレス製30㎝用） ････ ¥980 （＋税）

 温度計ホルダー（5個組）
コード 適合ビーカー 材　質 入　数 価　格

1-135-0390 200mL以上用 ステンレスSUS304 5個組 ¥1,600（＋税）
●  棒状温度計をビーカー等に保持するのに使用します。

 チューブ・温度計ホルダー
コード 適合ビーカー 材　質 入　数 価　格

1-136-0345 200mL以上用 ポリプロピレン 1個 ¥450（＋税）
●  ビーカーなどにはさんで簡単に取付けでき、一方の穴で温度計、もう一方の
穴で外径10㎜φまでのチューブを保持できます。

温度計ホルダー（5個組） チューブ・
温度計ホルダー

転がり防止リング 立てかけても
倒れない

18㎝

30㎝保管用ケース

アルコール温度計

18㎝

 アルコール温度計（保護被覆付）
コード 型式 温度範囲 目盛 長さ 価　格

1-107-0040 H-5 －5～105℃ 1℃ 30㎝ ¥780（＋税）
1-107-0041 H-20 －20～105℃ 1℃ 30㎝ ¥780（＋税）

〈先生の困った対応品：破損時のガラス片によるケガ防止〉
●  アルコール温度計に透明樹脂を被覆する事で、破損時のガラスの飛び散りを
防止できます。

●  先端部は被覆を長くしていますので試験管やビーカーに入れた時の割れを防
ぎます。

〔仕様〕 H-5：アルコール温度計－5～105℃に樹脂被覆
H-20：アルコール温度計－20～105℃に樹脂被覆
被覆材質：ポリオレフィン　転がり防止リング　保管用ケース付 アルコール温度計

（保護被覆付）

先端部

透明保護被覆で
破損しにくい

転がり防止リング

水銀温度計

 水銀温度計
コード 温度範囲 目　盛 長　さ 価　格

1-107-0010 －5～105℃ 1℃ 30㎝ ¥1,400（＋税）
1-107-0011 －20～105℃ 1℃ 30㎝ ¥1,400（＋税）
1-107-0012 0～200℃ 1℃ 30㎝ ¥1,750（＋税）
1-107-0013 0～360℃ 1℃ 33㎝ ¥2,200（＋税）
1-107-0015 0～ 50℃ 0.2℃ 30㎝ ¥6,500（＋税）

〔仕様〕付属：保管用ケース　材質：ガラス　水銀
  当製品は水銀を使用しています。廃棄時には水銀使用製品廃棄物として適
切に処理を行ってください。

温度計

天びん

メジャー
数取器

タイマー

電力計
テスター

ガラス
プラスチック

物理

生物
地学

素材
パーツ

工具
安全

試薬

化学

計量
計測

温度計

138必要な理科実験器がすぐ検索！

138-139_計量・計測.indd   138138-139_計量・計測.indd   138 2019/02/20   18:20:582019/02/20   18:20:58



 地温・気温温度計（2ヶ所測定）
コード 型式 温度範囲 目盛 全長 アルコール温度計 価　格

1-107-0050 H-9 －10～50℃ 1℃ 34㎝ 上：青色　下：赤色 ¥1,650（＋税）
● 地温と気温、水温と気温などの同時測定ができる、2段タイプの温度計です。
● 2段タイプで、上段は青色、下段は赤色で区別できます。
● 丈夫な金属保護ケース入です。
〔仕様〕精度：±1℃　金属ケース：真鍮製　大きさ：9φ×340㎜

地温
気温

地温と気温を同時に測定

H-9
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139

寒暖計

コード、価格が赤色のものは、一般によく使用されている商品です。

OHB

温度計の破損や液切れを防止する専用保管箱
 温度計保管箱
コード 型式 大　き　さ 仕　切 価　格

1-135-0395 OHB 320×148×85㎜ 5段 ¥4,800（＋税）
● 温度計の保管や整理に便利なケースです。
● 底にはスポンジが付いており、温度計の破損防止に役立ちます。
● ケースは5段区切りで分類に使用できます。
〔仕様〕棚板：5段　透明アクリル製
　　　収納本数：55本　1段11本

温度計は寝かせて保管した
り、衝撃を受けることで、液
が切断される場合（液切れ）
があります。液切れをしたま
までは、正確な温度測定がで
きません。温度計は立てて保
管することで、液切れを防止
できます。

 ■ 温度計の保管について

 温度計用日よけ（10枚組）
コード 材質 仕様 大きさ 入数 価　格

1-107-0045 厚紙 気温・地温測定用 125×125×250㎜ 10枚 ¥980（＋税）
● 小学校3年生の地温測定、小学校4年生の気温測定に使用する、
アルコール温度計用の日よけです。

● 地温測定の場合は、温度計を下の穴に差し、斜めにして測定
します。

● 気温を調べる場合は、温度計を真ん中の穴に差し込み、垂直
にした状態で測定します。

● 組立、分解が簡単で保管時も場所を取りません。
※温度計は付属していません。

地温測定
気温測定

10枚組

気温 地温

直射日光が
当たらない

シルバー S-25 S-45

 室内用温度計
コード 型　式 測定範囲 大　き　さ 価　格

1-142-0588 S-25 －30～50℃（1℃目盛）43×18×252㎜ ¥550（＋税）
1-142-0589 S-45 －40～50℃（1℃目盛）85×12×600㎜ ¥2,300（＋税）

 温湿度計
コード 型　式 温　度 湿　度 大　き　さ 価　格

1-142-0530 シルバー －30～50℃ 0～100％ 53×15×232㎜ ¥1,500（＋税）
● スタンダードの壁掛けタイプの温湿度計です。

最高最低温度計 236頁
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デジタル温度計

140必要な理科実験器がすぐ検索！

 デジタル温度計
コード 型　式 価　格

1-107-0110 チェックテンプ ¥7,600（＋税）
●  測定精度が確認できる自走校正チェック機
能を内蔵した高精度な温度計です。

〔仕様〕測定範囲：－50～150℃（分解能：0.1℃）
センサ：3.5φ×170㎜　コード長1m
電源：単4電池×3（付属）
大きさ：59×17×107㎜　125g

 デジタル温度計
コード 型　式 価　格

1-107-0130 CT-220 ¥4,400（＋税）
●  上下限アラーム設定機能、便利なデータ
ホールド機能も付いています。

〔仕様〕測定範囲：－50～150℃（分解能：0.1℃）
センサ：3.5φ×100㎜　コード長80㎝
電源：単4電池×1（付属）
大きさ：65×18×100㎜　約94g

 デジタル温度計
コード 型　式 価　格

1-107-0133 PC-9400 ¥4,300（＋税）
●  使用頻度の高い温度範囲をカバーした温度計です。
●  上下限アラーム設定機能付です。
〔仕様〕測定範囲：－10～110℃（分解能：0.1℃）

センサ：3.5φ×98㎜　コード長1m
電源：単4電池×1（付属）
大きさ：66×20×106.5㎜　約130g

チェックテンプCT-220

啓林 

大日本 
PC-9400

 防水型デジタル温度計
コード 型　式 価　格

1-107-0098 73080 ¥4,800（＋税）

〔仕様〕測定範囲：－30～250℃（分解能：0.1℃）
機能： 防水（IPX7）　アラーム等
センサ：3.5φ×100㎜　コード長1m
電源：単4電池×1（モニタ電池付属）
大きさ：66×25×103㎜　105g

 防水ペン型温度計
コード 型　式 価　格

1-107-0135 AD-5625 ¥3,000（＋税）

〔仕様〕測定範囲：－40～260℃（分解能：0.1℃）
センサ：2.8φ×120㎜（先端2㎜φ）
機能：防水（IPX7）　最大・最小値表示
電源：リチウム電池CR2032×1（モニタ電池付属）
大きさ：40×17×187㎜　約27g

 防滴型デジタル温度計
コード 型　式 価　格

1-107-0065 O-263WT ¥2,000（＋税）
●  設定した温度になるとアラームでお知らせします。
〔仕様〕 測定範囲：－50℃～300℃（分解能：1℃）

アラーム鳴動時間：約60秒　
電源：リチウム電池CR2032×1（モニタ電池付属）
大きさ：約34×223×15㎜　約35ｇ（電池含む）

防水

AD-5625

極細
タイプ

O-263WT

保護キャップ付

防水

73080

 理科温度計
コード 型式 温度範囲 センサ 価　格

1-107-0126 RK －10～300℃ 5φ×220㎜ ¥3,900（＋税）

〈先生の困った対応品：電源だけの簡単操作〉
●  電源スイッチのみのシンプル構造で、生徒も容易に扱えます。
●  温度センサの先には安全キャップを付けています。
●  ステンレス製クリップで容器のふちにセンサを固定できます。
〔仕様〕分解能：0.1℃（－10～100℃）　0.5℃（101～300℃）
 電　源：単4電池×1（モニタ電池付属）　コード長：80㎝
 大きさ：58×18×118㎜　約91g
 付　属：ステンレス製クリップ　安全キャップ

ス
イ
ッ
チ
ひ
と
つ
の

シ
ン
プ
ル
構
造

RK
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デジタル温度計

コード、価格が赤色のものは、一般によく使用されている商品です。

ST-9215 CT

 デジタル温度計
コード 型　式 価　格

1-310-0290 ST-9215 ¥2,900（＋税）

〔仕様〕測定範囲：－50～300℃（分解能：0.1℃）
センサ：3.5φ×120㎜
電源： ボタン電池LR44×1（モニタ電池付属）
大きさ：47×16×180㎜　約24g

 マルチ水温計  
コード 型　式 価　格

1-152-0886 CT ¥1,800（＋税）
 ●気温と水温を同時に測定できます。
〔仕様〕 測定範囲：－30～70℃（分解能：0.1℃）

電源：RH44電池×1（付属）
大きさ：57×13×38㎜　コード長1m

 デジタル温度計
コード 型　式 価　格

1-107-0415 TT-533 ¥1,500（＋税）

〔仕様〕測定範囲：－50～240℃（分解能：0.1℃）
センサ：4φ×117㎜
電源：ボタン電池LR44×1（付属）
大きさ：36×16×216㎜　約33g

TT-533

教出 

 デジタル温湿度計
コード 型　式 価　格

1-142-0653 O-295 ¥1,750（＋税）
 ●熱中症・インフルエンザの危険度の目安を3
色の警告ランプでお知らせします。

〔仕様〕 測定範囲： 温度/－9.9～50.0℃
湿度/10～99％

電源：単4電池×2（付属）
大きさ：103×18×103㎜　93ｇ

 最高最低温度計 （外部センサ付） 
コード 型　式 価　格

1-142-0096 O-285Ⅳ ¥1,500（＋税）
 ●室内温度と室外温度を同時表示します。
 ●冷蔵庫用にも使用できます。
〔仕様〕 測定範囲： 内部センサ/－10.0～50.0℃

外部センサ/－20.0～70.0℃
センサ：生活防水　コード長3m
電源：単4電池×1（モニタ電池付属）
大きさ：約73×16×84㎜　約91ｇ（電池含む）

 冷蔵庫用デジタル温度計  
コード 型　式 価　格

1-142-0632 73042 ¥2,500（＋税）
 ●ボタンひとつで冷蔵庫内外の温度と最高・
最低温度を切替え表示できます。

〔仕様〕 測定範囲： 内部センサ/－50～70℃
外部センサ/－5～50℃

機能：本体・センサとも防水（IPX4）
センサ：コード長3m
電源：ボタン電池LR44×1（付属）
大きさ：65×65×19㎜　75ｇ

O-29573042

防水防水

O-285Ⅳ

気圧計 238頁簡易真空槽 164頁

 デジタル温度モジュール
コード 型　式 測定範囲 分解能 精　度 価　格

1-310-0299 ST-2040LS 0～90℃ 0.1℃ ±1℃ ¥2,600（＋税）
● 簡易真空槽に入れて使える小型の温度モジュールです。
●  応答速度が早く、減圧実験における温度変化の計測に最適です。
〔仕様〕センサ：サーミスタ　コード長1m
 電　源：ボタン電池L1154F×1（付属）
 大きさ：48×14×28.6㎜　約20g
 減圧しすぎると壊れますので、簡易真空槽で実験して下さい。

簡易
真空槽

気圧計

温度
モジュール

実実験実験

ST-2040LS
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 放射温度計
コード 型　式 測定範囲 分解能 価　格

1-107-0250 O-603 －20～300℃ 0.1℃ ¥3,900（＋税）
● 測定対象物に触れることなく温度を測定することができます。
● 便利な最高／最低温度表示機能や、持ち運びに安心のストラップ付です。
〔仕様〕精　度：±2℃または±2％　測定距離：20～130㎜
 機　能：最高／最低値表示、オートパワーオフ
 電　源：単4電池×2個（付属）
 大きさ：75×23×61㎜　約68g（電池含む） O-603

 示温シール
コード 型式 変色温度 大きさ 入数 価　格

1-114-0265 BP40 約40℃　青→ピンク（可逆性）150×150㎜ 10枚 ¥3,900（＋税）
● 約40℃で青色からピンク色に変色するシートです。
● 裏面のり付で貼り付けられます。
● 金属板に貼付すると、熱の伝わる様子を視覚的にとらえることができます。
● 可逆性ですので、繰り返し実験できます。
※ 直接火にあてたり、火力の強い炎に近づけると可逆性を失いますので、炎か
ら適度な距離をとって実験して下さい。

10枚入 加熱すると
ピンク色に

 放射温度計
コード 型　式 測定範囲 分解能 価　格

1-107-0203 CE-107 －33～250℃ 0.1℃ ¥3,400（＋税）
● 本体は全長138㎜あり、手で握り易いペン型になっています。
● ポケットに収納しやすいペンクリップ付です。
〔仕様〕精　度：±2.0％ rdgまたは±2.0℃の大きい方
 機　能：オートパワーオフ
 電　源：ボタン電池LR1130×2（モニタ電池付属）
 大きさ：18×15×138㎜　約22g

安価な小型軽量タイプです

CE-107

 超小型放射温度計
コード 型　式 測定範囲 分解能 価　格

1-107-0218 MT-006 －33～220℃ 0.1℃ ¥3,800（＋税）
●  小型の放射温度計です。
●  携帯に便利なストラップ付きです。
〔仕様〕精　度：±2％ rdgまたは±2℃の大きい方
 測定視野：D：S＝1：1（D：測定距離　S：測定範囲）
 電　源：ボタン電池LR44×2（モニタ電池付属）
 大きさ：21×23×83㎜　約19g（電池含む）

大日本 

MT-006

東書 

啓林 
 ポケット放射温度計
コード 型　式 測定範囲 分解能 価　格

1-107-0222 PC-8400Ⅱ －60～240℃ 0.1℃（－9.9～99.9℃） ¥6,600（＋税）
●  離れたところの温度測定ができる小型の放射温度計です。
●  日なたと日かげの温度を比較する実験などにも活用できます。
●  物体の表面温度を測定できます。視野範囲を判断しやすい測定エリアガイド付。
〔仕様〕精　度：±2℃（0～100℃）
 機　能：最高・最低値表示　連続測定　オートパワーオフ　放射率設定
 電　源：リチウム電池CR2032×1（付属）
 大きさ：51×22.5×122㎜　約63g

PC-8400Ⅱ

BP40

放射温度計

142必要な理科実験器がすぐ検索！
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 デジタルサーモテープ®
コード 型　式 温度範囲 規　格 入　数 価　格

1-114-0240 D-06B 6～34℃ 10×92㎜
2℃おきに数字表示

可逆性

6枚
（1シート）

¥2,800（＋税）
1-114-0241 D-16B 16～36℃ ¥2,800（＋税）
1-114-0242 D-38B 38～58℃ ¥2,800（＋税）
● 色の変化が数字とともに現れる液晶表示のテープです。接着のり付

裏面シール

6枚/シート 温度が見える

25枚入

NR-50

NR-40

NR-60

 サーモデマンド®（示温テープ）
コード 型　式 変色温度 変　色 大　き　さ 入　数 価　格

1-114-0235 NR-40 40℃ 橙→赤 20×200㎜ 25枚 ¥4,000（＋税）
1-114-0236 NR-50 50℃ 黄→橙 20×200㎜ 25枚 ¥4,000（＋税）
1-114-0237 NR-60 60℃ 赤→茶 20×200㎜ 25枚 ¥4,000（＋税）
1-114-0238 NR-70 70℃ 赤→茶 20×200㎜ 25枚 ¥4,000（＋税）
●  特定の温度以上で変色し、温度が下がると元の色に戻り、繰り返し使用でき
ます。接着のり付
  当製品は水銀を使用しています。廃棄時には水銀使用製品廃棄物として適
切に処理を行ってください。

 サーモテープ®（示温テープ）
コード 型　式 変色温度 変　色 大　き　さ 入　数 価　格

1-114-0220 TR-40 40℃ 橙→赤 20×200㎜ 25枚 ¥4,500（＋税）
1-114-0221 TR-50 50℃ 黄→橙 20×200㎜ 25枚 ¥4,500（＋税）
1-114-0222 TR-60 60℃ 赤→茶 20×200㎜ 25枚 ¥4,500（＋税）
1-114-0223 TR-70 70℃ 赤→茶 20×200㎜ 25枚 ¥4,500（＋税）
●  特定の温度以上で変色し、温度が下がると元の色に戻り、繰り返し使用でき
ます。接着のり付
  当製品は水銀を使用しています。廃棄時には水銀使用製品廃棄物として適
切に処理を行ってください。

25枚入

TR-50

TR-40

TR-60
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 サーモインク（示温インク）
コード 型　式 規　格 価　格

1-114-0300 液体タイプ 240mL　計量カップ付　変色温度40℃（可逆性） ¥3,000（＋税）
1-114-0301 ペーストタイプ　30g 30g　変色温度40℃（可逆性） ¥1,800（＋税）
● 温まると約40℃で青色→ピンク色に変わるインクです。
● 温度が下がると青色に戻り繰り返し使用できます。
■液体タイプ（対流観察）
● 25倍に希釈して使用します。10mL軽量カップ付です。
● ビーカーや試験管で加熱すると、温まった部分が上昇する様子を観察できま
す。対流観察ガラス管（別売）を併用すると、対流の様子がハッキリ分かります。
■ペーストタイプ
● 金属板などに塗って温度変化をみます。
● 容器にスポンジキャップが付属しており、容器から直接塗ることができます。

学図

大日本 

教出 啓林 

東書 

温
度
変
化
が
色
で
わ
か
る
！

サーモインク

実験動画207実験動画152加熱中
サーモインク

ペーストタイプ

熱の伝わり方実験板 165頁

 対流観察ガラス管
コード 型　式 大　き　さ 容　量 価　格

1-114-0172 RG 175×16×250㎜ 約90mL ¥4,500（＋税）
● ガラス管の中にサーモインク（別売）を入れ、一端を加熱すると熱した部分が
上方に移動していき、全体が温まる対流現象を色の変化で確かめることがで
きます。
※サーモインクは付属していません。

対流の様子を見てみよう！

RG

サーモインクとの併用例

対流観察
  ガラス管

サーモインク

加熱点

フレキシブル
  スタンド

ガスコンロ
実験動画135

143

示温テープ・サーモインク

コード、価格が赤色のものは、一般によく使用されている商品です。
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 電子てんびんHL
コード 型　式 最大秤量 最小表示 価　格

1-105-0385 HL-200i 200g 0.1g ¥10,000（＋税）
1-105-0389 HL-2000i 2000g 1g ¥10,000（＋税）
●  風袋引き・ホールド等の便利な機能を備えたコンパクトな電子てんびんです。
●  本体を立てて保管することができるため、場所をとりません。
〔仕様〕大きさ：130×192×51㎜

電　源：ACアダプタ（別売）または単3電池×4（別売）
〔別売部品〕
1-105-0175 ACアダプタ AX-TB266 ････････････････････¥4,500 （＋税）

立てて保管可能

HL-200i

 デジタルスケール
コード 型　式 最大秤量 最小表示 価　格

1-105-0139 MS-2000 2000g 0.1g ¥2,750（＋税）
● 表示が見やすいブルーバックライト付のミニスケールです。
● 容器の重さを差し引きできる風袋引きなどの機能を備えています。
〔仕様〕大きさ：95×150×24㎜　電源：単4電池×2（モニタ電池付属）

MS-2000

 デジタルスケール
コード 型　式 最大秤量 最小表示 価　格

1-105-0242 UH-3201W（白） 100/3000g
0.1/1g

¥4,000（＋税）
1-105-0246 UH-3201Y（黄） 100/3000g ¥4,000（＋税）
● 0.1g単位で100g測定できる微量モードと1g単位で3㎏まで測定できる標準
モードを切替できる1台2役のデジタルスケールです。

〔仕様〕大きさ：190×150×35㎜（収納ケース：185×220×50㎜）
 機　能：オートパワーオフ・風袋引 UH-3201W UH-3201Y

最少表示の切換え可能

 デジタルスケール
コード 型　式 最大秤量 最小表示 価　格

1-105-0948 KS-715WT 2000g
1g

¥2,000（＋税）
1-105-0949 KS-815WT 3000g ¥2,500（＋税）
 ●大きな画面表示とボタンが使いやすい小型サイズのスケールです。
 ●計量皿が大きく、計量物を乗せやすいデザインです。
 ●立てて置けるので収納に便利です。
〔仕様〕大きさ：130×196×28㎜　電源：単4電池×2（モニタ電池付属）

KS-715WT KS-815WT

 電子てんびんHL（バリューパック）
コード 型　式 最大秤量 最小表示 価　格

1-105-0420 HL-200i-JAC 200g 0.1g ¥12,000（＋税）
1-105-0422 HL-2000i-JAC 2000g 1g ¥12,000（＋税）
● 収納ケース（185×270×82㎜）、電池、ACアダプタが付属したお得なセッ
トです。

● 必要品がすべて収納ケースに入っているため保管・管理が容易に行えます。
〔仕様〕大きさ：130×192×51㎜　皿寸法：130㎜φ
 収納ケース：185×270×82㎜
 電　源：ACアダプタまたは単3電池×4（別売）
 付　属：ステンレス皿　ACアダプタ　モニタ電池　収納ケース

ケ
ー
ス
入
の

お
得
セ
ッ
ト
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〔商品構成〕
※組分銅100ｇ用： 50ｇ×1　20ｇ×1　10ｇ×2

5ｇ×1　2ｇ×2　1ｇ×1
500㎎×1　200㎎×2　100㎎×1

※組分銅200ｇ用：組分銅100ｇ用の分銅＋100ｇ×1
※簡易組分銅 PM-100： 50g×1　20g×1

10g×2　5g×2　2g×2　1g×2

丸分銅

ピンセット

板分銅

上皿てんびん用分銅

 上皿てんびん用分銅
コード 品　名 材　質 価　格

1-104-0800 組分銅　100g用※
―

¥5,800（＋税）
1-104-0801 組分銅　200g用※ ¥7,600（＋税）
1-105-0012 簡易組分銅 PM-100※ 真ちゅう製 ¥2,000（＋税）
1-104-0802 丸分銅　100g

ステンレス製

¥1,350（＋税）
1-104-0803 丸分銅　50g ¥850（＋税）
1-104-0804 丸分銅　20g ¥540（＋税）
1-104-0805 丸分銅　10g ¥420（＋税）
1-104-0806 丸分銅　5g ¥350（＋税）
1-104-0807 丸分銅　2g ¥290（＋税）
1-104-0808 丸分銅　1g ¥280（＋税）
1-104-0809 板分銅　500㎎

真ちゅう製
¥350（＋税）

1-104-0810 板分銅　200㎎ ¥350（＋税）
1-104-0811 板分銅　100㎎ ¥350（＋税）
1-104-0819 ピンセット　上天用 ― ¥200（＋税）

 上皿てんびん AN型
コード 型　式 最大秤量 感量 台 価　格

1-105-0007 100AN 100g 0.1g
プラスチック製

¥17,800（＋税）
1-105-0008 200AN 200g 0.2g ¥19,800（＋税）
● てんびんの両面からバランスの確認ができる、グループ学習に適した上皿て
んびんです。

〔別売部品〕
1-104-0817 100g用皿（2枚組・プラスチック製） ･･･････････ ¥980 （＋税）
1-104-0818 200g用皿（2枚組・プラスチック製） ･･････････¥1,580 （＋税）

両面タイプ 秤量皿

100AN

 上皿てんびん E型
コード 型　式 最大秤量 感量 台 価　格

1-105-0430 100E 100g 0.1g
金属製

¥17,800（＋税）
1-105-0431 200E 200g 0.2g ¥19,800（＋税）
● 教科書の図解に準拠したオーソドックス型です。
〔別売部品〕
1-104-0822 100g用皿（2枚組・プラスチック製） ･･･････････ ¥850 （＋税）
1-104-0823 200g用皿（2枚組・プラスチック製） ･･････････¥1,280 （＋税）

片面タイプ 秤量皿

100E
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上皿てんびん・分銅

コード、価格が赤色のものは、一般によく使用されている商品です。

 実習用上皿てんびん
コード 型式 最大秤量 感量 付属品 価　格

1-105-0018 PM 2kg 1g 分銅・ピンセット ¥5,300（＋税）
● 皿の容量が大きく、身近な物の重さの比較などに便利です。
● 皿はグレー2枚の他、黄色1枚が付属しており、皿の色による指導も行えます。
● 感量が1gのため、少々の誤差があっても釣り合います。
〔仕様〕

材　質：プラスチック製　大きさ：290×110×140㎜
 皿：2色3枚組（白2枚、黄1枚）
 皿寸法：105×105×30㎜（皿底部90×90㎜）
 付属：ピンセット、分銅（50g・20g×各1、10g・5g・2g・1g×各2）
〔別売部品〕
1-105-0012 簡易組分銅 PM-100 ･･･････････････････････¥2,000 （＋税）

指導しやすい2色皿

啓林 

PM
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S-1

 自動上皿秤　D
コード 型　式 最大秤量 最小目盛 価　格

1-105-0205 D-05 0.5㎏ 2g ¥8,500（＋税）
1-105-0206 D-1 1㎏ 5g ¥7,500（＋税）
1-105-0207 D-2 2㎏ 10g ¥7,500（＋税）
1-105-0208 D-4 4㎏ 20g ¥7,500（＋税）

〔仕様〕盤径178㎜φ　皿寸法：170×165㎜

 自動上皿秤　S
コード 型　式 最大秤量 最小目盛 価　格

1-104-0975 S-400 400g 2g ¥8,300（＋税）
1-104-0976 S-1 1㎏ 5g ¥7,000（＋税）
1-104-0977 S-2 2㎏ 5g ¥8,000（＋税）
1-104-0978 S-4 4㎏ 10g ¥8,000（＋税）
1-104-0979 S-8 8㎏ 20g ¥8,000（＋税）

〔仕様〕S-400/1：盤径164㎜φ　皿寸法190×185㎜
 S-2/4/8：盤径196㎜φ　皿寸法220×210㎜

D-2

 薬包紙（パラフィン紙）
コード 型　式 大　き　さ 入　数 価　格

1-125-0100 大
120×120㎜

1000枚 ¥1,200（＋税）
1-125-0150 大（500枚） 500枚 ¥650（＋税）
1-125-0101 中

100×100㎜
1000枚 ¥830（＋税）

1-125-0151 中（500枚） 500枚 ¥480（＋税）
1-125-0102 小

90×90㎜
1000枚 ¥650（＋税）

1-125-0152 小（500枚） 500枚 ¥430（＋税）
アルミシート 132頁

大

中

1000枚入

500枚入

試料カップ 271頁

 秤量皿（薬包皿）
コード 型式 用　途 入数 価　格

1-105-0295 PS-S 43×43×8㎜ 500枚 ¥3,800（＋税）
1-105-0296 PS-M 89×89×25㎜ 500枚 ¥6,100（＋税）
1-104-0768 AS-DL 138×138×25㎜ 300枚 ¥8,300（＋税）
● 液体、固体、粉体に使用できるディスポーザブルの秤量皿です。
● ポリスチレン製の薄型タイプです。
● AS-DLは帯電防止タイプです。

500枚入

300枚入

PS-SPS-M AS-DL

使い易い皿タイプ

 自動上皿秤
コード 型　式 最大秤量 最小目盛 価　格

1-105-0216 S-200 200g 1g ¥8,300（＋税）
1-105-0219 A-400 400g 1g ¥17,000（＋税）

〔仕様〕S-200：盤径164㎜φ　皿寸法190×185㎜
 A-400：盤径210㎜φ　皿寸法230×230㎜

 キッチンスケール
コード 型　式 最大秤量 最小目盛 価　格

1-105-0276 KS-190 1kg 5g ¥1,800（＋税）
1-105-0277 KS-290 2kg 10g ¥1,800（＋税）

〔仕様〕皿寸法：171㎜φ

分かりやすい
1g目盛

A-400
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g
グラム

Ｎ
ニュートン

Nとgの両目盛

 ニュートンばねばかり
コード 秤　量 最小目盛 色 規　格 価　格

1-105-0269 2.5N/250g 0.05N/5g 青

0点調節
機構付

¥850（＋税）
1-105-0270 5N/500g 0.1N/10g 緑 ¥850（＋税）
1-105-0271 10N/1kg 0.2N/20g 茶 ¥850（＋税）
1-105-0273 20N/2kg 0.4N/40g 赤 ¥850（＋税）
● ニュートン（N）とグラム（g）の両方の目盛が入ったばねばかりで、平面でも使
えるように一部フラットになっています。

おもり 159頁

 ニュートンばねばかり
コード 型　式 秤　量 最小目盛 規　格 価　格

1-105-0360 B-2N 2N 0.05N

0点調節
機構付

¥3,200（＋税）
1-105-0362 B-2N-10K（10本組） 2N 0.05N ¥32,000（＋税）
1-105-0361 B-5N 5N 0.1N ¥3,200（＋税）
1-105-0363 B-5N-10K（10本組） 5N 0.1N ¥32,000（＋税）
● 10Kタイプはニュートンばねばかりの10本組で、取手付ケース入です。持ち
運び・保管に便利です。

〔仕様〕 材質：アクリル製　大きさ：30×255×20㎜
収納ケース（10本組のみ）：240×325×40㎜

Ｎ
ニュートン

10Kタイプ

10本組は保管ケース付

 押引ニュートンばねばかり
コード 型　式 秤　量 最小目盛 規　格 価　格

1-105-0350 A-2N 2N 0.05N

0点調節
機構付

¥3,500（＋税）
1-105-0354 A-2N-10K（10本組） 2N 0.05N ¥35,000（＋税）
1-105-0352 A-5N 5N 0.1N ¥3,500（＋税）
1-105-0356 A-5N-10K（10本組） 5N 0.1N ¥35,000（＋税）
● 10Kタイプは押引ニュートンばねばかりの10本組で、取手付ケース付です。
● 押し棒付で押し引き両方でご使用いただけます。
〔仕様〕 材質：アクリル製　大きさ：30×255×20㎜　押し棒付

収納ケース（10本組のみ）：240×325×40㎜

Ｎ
ニュートン

押し棒
10Kタイプ

10本組は保管ケース付
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ばねばかり

コード、価格が赤色のものは、一般によく使用されている商品です。

 精密力学用ばねばかり
コード 型　式 秤　量 最小目盛 規　格 価　格

1-105-0262 SB-2N 2N/200g 0.02N/2g 0点調節機構付 ¥3,400（＋税）

 ばねばかり
コード 秤　量 最小目盛 大きさ 価　格

1-105-0967 0.5㎏ 5g 290×30×25㎜ ¥2,400（＋税）
1-105-0968 1㎏ 10g 290×30×25㎜ ¥2,400（＋税）
1-105-0969 2㎏ 20g 290×30×25㎜ ¥2,400（＋税）
1-105-0970 5㎏ 50g 290×30×25㎜ ¥2,400（＋税）
1-105-0971 8㎏ 100g 290×30×25㎜ ¥2,400（＋税）
1-105-0972 10㎏ 100g 290×30×25㎜ ¥2,400（＋税）
1-105-0973 20㎏ 200g 45×35×410㎜ ¥6,000（＋税）

読み易い平面目盛板

目盛

SB-2Nばねばかり

g
グラム

g
グラム

Ｎ
ニュートン
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 ステンレス直尺
コード 型　式 長さ 最小目盛 価　格

1-102-0021 CSU-60 600㎜ 上段：1㎜目盛
下段：0.5㎜目盛

¥1,760（＋税）
1-102-0022 CSU-100 1000㎜ ¥3,300（＋税）
● 読み取りやすい赤文字入のステンレス製直尺です。
〔仕様〕JIS1級検定品　裏面にメートル/インチの換算表付

CSU-60

CSU-100

 巻尺（コンベックス）
■フリータイプ
コード 型　式 長　さ テープ幅 価　格

1-102-0037 H13-20 2m 13㎜ ¥680（＋税）
1-102-0038 H16-35 3.5m 16㎜ ¥1,680（＋税）
1-102-0039 H16-55 5.5m 16㎜ ¥1,850（＋税）

■ロック付タイプ
コード 型　式 長　さ テープ幅 価　格

1-102-0050 L13-20 2m 13㎜ ¥1,050（＋税）
1-102-0051 L16-35 3.5m 16㎜ ¥1,980（＋税）
1-102-0052 L16-55 5.5m 16㎜ ¥2,650（＋税）

〔仕様〕JIS1級検定品　最小目盛1㎜　自動巻込式 L16-35（ロック付タイプ）

H13-20（フリータイプ）

ODM-160

 超音波距離計（レーザー付）
コード 型　式 大　き　さ 価　格

1-102-0078 ODM-160 70×142×40㎜　110g ¥4,800（＋税）
●  距離だけでなく、面積・体積・環境温度も測定できる超音波距離計です。
●  本体を動かしてもリアルタイムに距離を表示します。
〔仕様〕測定範囲：約0.6～16m

最小表示：0.01m　精度：±（0.5％＋1digit）
レーザー：クラス2（1mW未満）　波長：670～635nm
電　　源：006P（9V）×1（モニタ電池付属）

 粘着テープ付メジャー
コード 型　式 巾×長さ 最小目盛 価　格

1-101-0300 PIT-10 13㎜×1m
1㎜目盛

¥650（＋税）
1-101-0301 PIT-20 13㎜×2m ¥930（＋税）
●  裏紙をはがすだけでどこにでも貼り付けられます。はさみで切ることができ
ますので、必要な長さだけ貼ることができます。

〔仕様〕JIS1級相当　厚み：0.3㎜（粘着テープ含む）

PIT-10

S-50

L-50

 測量用巻尺
コード 型　式 長　さ 仕　様 価　格

1-102-0069 S-10 10m 丸型プラスチック
ケース

¥2,850（＋税）
1-102-0070 S-50 50m ¥9,200（＋税）
1-102-0072 L-20 20m

オープンリール
ケース

¥4,300（＋税）
1-102-0073 L-30 30m ¥6,100（＋税）
1-102-0071 L-50 50m ¥9,200（＋税）
1-102-0080 R100 100m ¥18,500（＋税）

〔仕様〕 テープ幅：13㎜　目盛：表面/2㎜目盛　裏面/5㎜目盛　JIS1級
材　質：目盛テープ/ガラス繊維　ケース/ABS樹脂 R100
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H-102B H-102Y

H-102G H-102GL

 数取器
コード 型　式 カラー 価　格

1-101-0260 H-102B ブルー ¥1,300（＋税）
1-101-0261 H-102G グリーン ¥1,300（＋税）
1-101-0262 H-102Y イエロー ¥1,300（＋税）
1-101-0263 H-102GL グレー ¥1,300（＋税）
●  あらゆる数量カウントに利用できるカラフルで軽量なプラスチック製の数取
器です。押しボタンにはゴムを巻いていますので、押しやすく疲れません。

〔仕様〕材質：樹脂　機能：4桁表示（0～9999）　ゼロ復帰装置付

 数取器
コード 型　式 規　格 価　格

1-101-0245 AL-608（手持式） 4桁　0～9999 ¥980（＋税）
●  あらゆる数量カウントに利用できる金属製の安価な数取器です。
●  指掛け付で、片手で手軽に操作できます。
〔仕様〕材質：金属　機能：4桁表示（0～9999）　ゼロ復帰装置

AL-608

 デジタル数取器
コード 型　式 測定範囲 価　格

1-311-0911 S310 －9999～99999 ¥2,500（＋税）
●  大文字で見やすいデジタル数取器です。
●  ボタンでカウントアップやカウントダウン等を切り替えられます。
〔仕様〕 電源：ボタン電池LR44×2（モニタ電池付属）

オートパワーオフ：30秒
S310

 水準器
コード 型　式 タイプ 大　き　さ 価　格

1-102-0193 S037 丸型 45φ×11㎜ ¥1,420（＋税）
1-102-0196 S387 平型 75×25×15㎜ ¥1,750（＋税）
1-102-0195 S340 スリム型 200×40×14㎜ ¥1,400（＋税）
●  実験器具や測定機器が水平に置かれているか確認できます。
●  S046は水平・垂直・直角の確認が、S340は水平・垂直・45°の確認が行えます。
S340は3面マグネット付です。

〔仕様〕 感度：0.5㎜ /m＝0.0286°
精度：±2.5㎜ /m＝±0.1432°以内

S037 S387

S340

 ノギス
コード 型　式 測定範囲 最小読取値 材　質 価　格

1-102-0101 GVC-15 150㎜ 0.05㎜
ステンレス

¥6,800（＋税）
1-102-0129 P-100 100㎜ 0.1㎜ ¥1,200（＋税）
1-102-0104 ポッケ70 70㎜ 0.1㎜ ポリカーボ

ネート樹脂
¥800（＋税）

1-102-0105 ポッケ100 100㎜ 0.1㎜ ¥850（＋税）
● 物の厚さ、内径、外径、深さを測るのに使用します。
● デプス付です。

0.1㎜以下まで正確に測れます

GVC-15

ポッケ100
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ノギス・数取器

コード、価格が赤色のものは、一般によく使用されている商品です。
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①

②

③

④

⑤

⑥

⑦

⑧

 ストップウォッチ
コード 型　式 最大測定時間 TOTAL

（積算） SPLIT LAP TIMER
（減算） 防水 カレンダー 時計 サウンド

オフ メモリー アラーム 大きさ（㎜） 価　格

1-105-0981 8RDA04 9時間59分59秒99 ○ ○ × × × × × × ○ × 78×56×19 ¥4,000（＋税）
1-105-0996 HS45 9時間59分59秒 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ × × × 69×56×26 ¥2,800（＋税）
1-105-0993 709RN 23時間59分59秒 ○ ○ × × 防滴 ○ ○ × × ○ 65×81×19 ¥2,700（＋税）
1-105-0991 ADMD黒 100時間 ○ ○ × × ○ ○ × ○ × × 70×55×25 ¥2,800（＋税）
1-105-0995 HS44 23時間59分59秒 ○ ○ × ○ ○ ○ ○ × ○ × 71×56×28 ¥1,800（＋税）
1-106-0011 ADMF001 99時間59分59秒 ○ ○ × ○ ○ ○ ○ ○ × ○ 84.4×53×20.4 ¥4,000（＋税）
1-310-0960 アクアランナー 23時間59分59秒 ○ ○ × × ○ ○ ○ × × ○ 62×84×23 ¥1,600（＋税）
1-310-0965 SW-109 23時間59分59秒 ○ ○ × × × ○ ○ × × ○ 67×79×20 ¥1,100（＋税）

■ストップウォッチ機能
略称 内容
TOTAL
（積算）

スタートからストップまでの積算タイム

SPLIT スプリットタイム＝途中経過時間
LAP ラップタイム＝区間経過時間

略称 内容
TIMER（減算） タイマー機能＝残り時間を表示
防水 日常生活防水

カレンダー うるう年も含む、月・日自動修正カレンダー
時計 時計機能

略称 内容
サウンド
オフ

時報・操作確認音の
有無の切替え機能

メモリー メモリー機能、1・2位同時計時
アラーム アラーム機能

① ③② ④

⑦ ⑧⑤

8RDA04

HS44

HS45 709RN

アクアランナー

ADMD黒

SW-109ADMF001

⑥

温度計

天びん

メジャー
数取器

タイマー

電力計
テスター

ガラス
プラスチック

物理

生物
地学

素材
パーツ

工具
安全

試薬

化学

計量
計測

ストップウォッチ

150必要な理科実験器がすぐ検索！

 演示用ストップウォッチ
コード 型　式 測定範囲 価　格

1-106-0027 デジタイマチャレンジ 0～99分59秒 ¥20,000（＋税）
● ストップウォッチ・タイマー・プログラムタイマーとして使用できる演示用
のストップウォッチです。

● 背面には壁掛け用穴・マグネットが付属しており、スチール黒板やホワイト
ボートに貼りつけて使用することができます。

〔仕様〕機能： タイマー機能（カウントダウン/カウントアップ）
プログラムタイマー機能　予鈴機能

電源：AC100V　50/60Hz　大きさ：263×46×118㎜
デジタイマチャレンジ

26cm
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 卓上用タイマー
コード 型　式 最大セット時間 大きさ 価　格

1-105-0836 T-576 199分59秒 60×80×23㎜ ¥1,480（＋税）
●  押しやすい大きな「START/STOP」ボタンで実験時の時間計測に適しています。
●  音とランプでお知らせするアラームは、鳴動時間を15秒、1秒、無から選べ
ます。

〔仕様〕 機　能：カウントアップ　リピート　デイカウント
 時計　キーロック　LEDランプ
電　源：単4電池×2（モニタ電池付属）

 スクールタイマー
コード 型　式 測定範囲 大きさ 価　格

1-106-0028 STEX-04P
0～99分59秒

190×21×114㎜ ¥6,800（＋税）
1-106-0029 STEX-05P 235×21×145㎜ ¥8,800（＋税）
●  ストップウォッチ・アラーム・時計として使用できる演示用の薄型・大画面タ
イマーです。電池駆動でコンセント不要です。

●  背面にマグネット・スタンド・壁掛け用穴があり、黒板に貼る、置く、壁に掛
ける等、様々な場面で活用いただけます。

〔仕様〕 機　能：タイマー（カウントダウン/カウントアップ）
 時計　リピート　サウンドオフ
付　属：背面マグネット　スタンド　壁掛け用穴
電　源：単4電池×2（別売）

 デジタルタイマー
コード 型　式 最大

セット時間
最小
設定時間 大きさ

機　能 設置方法
価　格

カウントアップ リピート その他 マグネット フック スタンド ストラップ穴

1-105-0834 T-566 199分50秒 10秒 81×15×81㎜ 〇 〇 鳴動時間設定 〇 × 〇 〇 ¥1,280（＋税）
1-105-0877 TM-36 99分50秒 1秒 77×11×79㎜ 〇 〇 防滴 〇 〇 × 吊ひも付属 ¥1,600（＋税）
1-310-0990 TM-24B 99分99秒 1秒 77×79×11㎜ 〇 〇 防滴 〇 〇 × × ¥1,500（＋税）
1-105-0872 TM-19LS 99分50秒 10秒 85×69×14㎜ 〇 〇 サウンドオフ 〇 〇 〇 × ¥1,700（＋税）
1-105-0874 TM-12LS 99分99秒 1秒 77×81×16㎜ 〇 〇 防滴 〇 × × 吊ひも付属 ¥1,600（＋税）
1-311-0043 T-544WT 99分99秒 1秒 80×82×21㎜ × × － 〇 〇 〇 × ¥1,200（＋税）
1-105-0815 T-541 99分59秒 1秒 90×70×17㎜ 〇 〇 － × 〇 〇 × ¥780（＋税）
1-105-0880 TD-384-BL 99分59秒 1秒 82×23×76㎜ × 〇 － 〇 × 〇 〇 ¥780（＋税）

①

②

③

④

⑤

⑥

⑦

⑧

⑦ ⑧⑥⑤

③ ④②① T-566

TM-12LS

TM-36

T-544WT

TM-24B

T-541

TM-19LS

TD-384-BL

T-576

使用例

実験室でも使いやすい大画面タイマー

STEX-05P

STEX-04P

温度計

天びん

メジャー
数取器

タイマー

電力計
テスター

ガラス
プラスチック

物理

生物
地学

素材
パーツ

工具
安全

試薬

化学

計量
計測

151

タイマー

コード、価格が赤色のものは、一般によく使用されている商品です。

150-151_計量・計測.indd   151150-151_計量・計測.indd   151 2019/02/20   18:45:122019/02/20   18:45:12



節電・省エネ効果の「見える化」に

ET30D

 節電エコチェッカー（電力量表示器）
コード 型式 大　き　さ 価　格

1-108-0835 ET30D 66.5×66.5×32㎜　約98g ¥2,300（＋税）
●  ボタンを押すだけで、消費電力・積算使用時間・積算電気料金など6種類の項
目を簡単に測定できます。

●  測定データを1年間保存できます。
〔仕様〕表示項目： 消費電力（W）　積算電力量（kWh）　積算電気料金（円）

1時間当たりの電気料金（円）　積算時間　CO₂排出量（㎏）
測定範囲：5W～1500W
電源：AC100V　50/60Hz　15A

 デジタルタイマー（プログラムタイマー）
コード 型　式 大　き　さ 価　格

1-311-0065 PT70DW 65×68×33㎜　約96g ¥2,500（＋税）
● 1分単位、曜日毎に最大14プログラムまで設定可能なタイマーです。
● トラッキング防止プラグや登録データ保存機能、停電補償など多彩な機能が搭
載されています。

〔仕様〕設定：デジタル表示　1分単位（最大14プログラム）
制限容量：1500W（抵抗負荷のとき）　
電源：AC100V　50/60Hz PT70DW

 電力量表示器（積算電力計）
コード 型　式 大　き　さ 価　格

1-108-0840 ワットモニターTST8N 60×44×60㎜　110g ¥5,800（＋税）
● コンセントと家電製品の間に接続し、消費電力を測定します。
● 家電製品が使用する電力量が把握できるため、節電意識の向上につながります。
〔仕様〕測定項目： 消費電力（W）　積算電力量（kWh）

積算時間（Hour）　積算電気料金（21円/kWh）　CO₂排出量（㎏）
電源：AC100V  50/60Hz  15A

電
気
を
多
く
使
う

電
化
製
品
は
何
？

TST8N

 エコタイマー
コード 型　式 大　き　さ 価　格

1-311-0062 ET55D 67×62×90㎜ ¥4,500（＋税）
●  電気器具のスイッチを自動で“入/切”できるタイマー機能と、消費電力や電気
料金、CO₂排出量など6項目がわかるエコ機能を併せ持ったタイマーです。

〔仕様〕設定： デジタル表示　1秒単位（最大20プログラム）
時間/曜日を任意に指定可能

測定項目： 通電時間　節電料金（円）　電気料金（円）　消費電力（W）
CO₂排出量（㎏）　積算電力量（kWh）

制限容量：1500W（15A）
電源：AC100V　50/60Hz

タイマーで節電した料金を表示！

ET55D

 エコキーパー
コード 型　式 大　き　さ 価　格

1-123-0676 EC-03N 62×28×70㎜　約85ｇ ¥3,000（＋税）
 ●コンセントと電気製品の間に接続すると、電気料金・CO₂排出量など6項目を
測定できます。

〔仕様〕測定項目： 使用時間　積算電気料金（円）　積算電力量（kWh）
1時間当たりの電気料金（円）　瞬時電力（W）　CO₂排出量（㎏）

測定範囲：1W～1500W（設定変更可能）
電源：AC100V　50/60Hz　15A

EC-03N

省エネ・環境への意識付けに！
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 直流電流計
コード 型　式 大きさ 価　格

1-108-0132 ZAD 115×136×95㎜ ¥13,000（＋税）
●  カラー目盛りにより、接続した端子がどの目盛りに対応しているかが一目で
分かる直流電流計です。

● メーター過電流保護機構で計器を過負荷から保護します。
●  わずらわしい端子のつなぎかえが簡単に行える端子アダプタが付属しています。
●  シャント保護用ヒューズが付いているため、万一の場合もヒューズの交換だ
けで済み、修理が簡単です。

〔仕様〕測定範囲：－10～0～50mA　－100～0～500mA　－1～0～5A　3段
メーター： 目盛円弧長80㎜　カラー目盛り　JIS2.5級　可動線輪型
付属：端子アダプタ・シャント保護ヒューズ付

〔別売部品〕
1-108-0041 硝子管ヒューズ 0.2A（10個組） ･･････････････￥680 （＋税）
1-124-0038 硝子管ヒューズ 1A（10個組） ････････････････￥450 （＋税）ZAD

端子と同じ数・色の端子
  アダプタが付属します。

接続端子と連動したカラー目盛

 直流電圧計
コード 型　式 大きさ 価　格

1-108-0140 ZVD 115×136×95㎜ ¥13,000（＋税）
●  カラー目盛りにより、接続した端子がどの目盛りに対応しているかが一目で
分かる直流電圧計です。

● メーター過電流保護機構で計器を過負荷から保護します。
● わずらわしい端子のつなぎかえが簡単に行える端子アダプタが付属しています。
〔仕様〕測定範囲：－1～0～3V　－5～0～15V　－100～0～300V　3段

メーター：目盛円弧長80㎜　カラー目盛り　JIS2.5級　可動線輪型
付属：端子アダプタ・メーター過電流保護機構付

ZVD

端子アダプタ

つなぎやすい端子アダプタ採用

 簡易検流計（小学校用）
コード 型　式 大きさ 価　格

1-108-0048 MG 110×56×142㎜ ¥8,500（＋税）
●  電流の流れる向きや強さを調べるのに使用する検流計です。小学校教科書に
合わせて電流の流れる向きにメーターの針が振れます。

●  電磁石・豆電球などの実験に適したレンジが分かりやすく表示されており、
スイッチで簡単に切り替えられます。

〔仕様〕測定範囲：－0.5～0～0.5A　－5～0～5A　2段階　切替スイッチ式
メーター： 目盛円弧長83㎜　JIS2.5級　可動線輪型　

トートバンド方式　傾斜台型
付属：みの虫リード線付　メーター過電流保護機構付

電流の流れる向きに針が振れます

MG

電流の流れと同じ向きに針が
  振れます。

 検流計（ガルバノメーター）
コード 型　式 大きさ 価　格

1-108-0157 ZGD 115×136×95㎜ ¥16,000（＋税）
●  高感度型の検流計です。ホイートストンブリッジ回路や等電位線での電位差
測定、電磁誘導実験の電流測定など、微弱な直流電流の測定に用います。

● わずらわしい端子のつなぎかえが簡単に行える端子アダプタが付属しています。
〔仕様〕測定範囲：－30～0～30μA

感度：電圧：1.0×10－4V　電流：1.0×10－6A
メーター：目盛円弧長80㎜　可動線輪型　トートバンド方式　傾斜台型
付属：端子アダプタ・メーター過電流保護機構付

高感度型の新型検流計

ZGD

端子アダプタ付
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直流電流計
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 サーキットテスター
コード 型式 測定範囲 価　格

1-108-0302 YF-370A
交流電圧：10～1000V　直流電圧：0.25～1000V
直流電流：50μA～0.25A　抵抗：2K～20MΩ ¥3,800（＋税）

●  生徒に分かりやすいアナログ式のテスターです。
● 文字板が大きく、針の振れや値が読み取りやすくなっています。
〔仕様〕測定範囲： 交流電圧／10，50，250，500，1000V

直流電圧／0.25，0.5，2.5，10，50，250，1000V
直流電流／50μA，2.5mA，25mA，0.25A
抵抗／2kΩ，20kΩ，2MΩ，20MΩ

大きさ：95×34×148㎜　210ｇ
付　属：テストリード　単3電池×2 YF-370A

電流・電圧・抵抗値を測定

 スクールチェッカー（導電テスター）
コード 型式 測定範囲 価　格

1-108-0314 MT-3H 交流電圧：150/300V　直流電圧：30V ¥2,500（＋税）
●  児童に分かりやすい日本語表示のアナログテスターです。
●  小学校3年生の「電気を通すもの・通さないもの」用の導電テスターとして手
軽に使うことができ、導電しているとブザー音とアナログ表示で知らせます。

〔仕様〕大きさ：69×32×100㎜　約135g
機　能：導電チェック（ブザー音）　電池チェック
付　属：テストリード　単3電池×1

日本語表示でわかりやすい

MT-3H

 デジタルテスター
コード 型　式 直流電圧 交流電圧 直流電流 交流電流 抵抗 オートレンジ機能 価　格

1-108-0292 MT-4510 400mV～1000V 400mV～750V 40mA～10A 40mA～10A 400Ω～40MΩ ○ ¥5,500（＋税）
1-108-0340 CDM-16D 200mV～600V 2～600V 200μA～10A 200μA～10A 200Ω～20MΩ ○ ¥4,300（＋税）
1-108-0322 DM-9982B 6～600V 6～600V ― ― 600Ω～6MΩ ○ ¥3,800（＋税）
1-108-0307 YF-1000 200mV～1000V 200V,750V 200μA～10A ― 200Ω～200MΩ × ¥2,900（＋税）
1-108-0265 AD-5526 200mV～300V 200V,300V 2000μA～200mA ― 200Ω～2000KΩ × ¥1,200（＋税）

〔仕様〕付属：テスターリード線

①

②

③

④

⑤

① ③ ④② ⑤
MT-4510 CDM-16D DM-9982B YF-1000 AD-5526

 バッテリーチェッカー
コード 型式 チェック可能な電池 価　格

1-108-0242 ADC07 単1～単5　1.5Vボタン電池 ¥1,500（＋税）
●  電池残量を示すインジケーター付です。
●  家庭で使われている汎用的な電池に対応しています。
〔仕様〕大きさ：69×16×104㎜　電源：単4電池×1（モニタ電池付属）

ADC07

温度計

天びん

メジャー
数取器

タイマー

電力計
テスター
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約20㎜

約60㎜

 クランプ付定滑車
コード 型　式 滑　車 耐荷重 固定範囲 価　格

1-110-0160 CT 50㎜ 5kgf 0～35㎜ ¥3,500（＋税）
● 定滑車とクランプが一体になっており机などに固定できます。
〔仕様〕滑　車：50㎜φ　アルミ製
　　　固定範囲：0～35㎜　ネジ調節式
　　　大きさ：約95×30×90～120㎜　約160g

速度測定器 157頁

150㎜

8㎜φ

ベアリング入  棒付滑車
コード 滑　車 耐荷重 支持棒 価　格

1-110-0155 40㎜ 3kgf 8㎜φ×150㎜ ¥2,200（＋税）
● スタンドなどに取付けて各種の力学実験に使用します。
〔仕様〕滑　車：40㎜φ　ベアリング入

 定滑車
コード 型　式 入　数 金属製ベース 価　格

1-110-0157 TK 1個
50×50㎜

￥1,900（＋税）
1-110-0158 TK-2K 2個組 ￥3,800（＋税）
● 金属ベース付の滑車で机上に置いて使用したり、クランプに挟んで固定する
ことができます。

● 滑車はベアリング入りで摩擦が少なく力学実験に便利です。
〔仕様〕滑　車：40㎜φ　ベアリング入　耐荷重：3kgf
　　　ベース：金属製　50×50㎜　固定用穴付

TK-2K

ベアリング入
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滑車・定滑車

コード、価格が赤色のものは、一般によく使用されている商品です。

 単滑車・複滑車
コード 品　名 規　格 価　格

1-110-0132 単滑車 65㎜φ　フック付 ¥1,000（＋税）
1-110-0133 複滑車 大65㎜φ　小40㎜φ　フック付 ¥1,500（＋税）
● 力学実験に使う滑車です。定滑車や動滑車として実験します。

おもり（力学実験用錘） 159頁

単滑車 複滑車

実験動画009

 クランプ付滑車
コード 型　式 滑　車 耐荷重 固定範囲 価　格

1-110-0150 KP 40㎜ 3kgf 0～45㎜ ¥5,300（＋税）
● 机に固定できるクランプ付で、台車を引張る実験に役立ちます。
● 滑車をクランプで机に固定できますので、つり合い実験や等加速度直線運動
の実験など各種の力学実験に便利です。

〔仕様〕滑　車：40㎜φ　ベアリング入
支持棒：8㎜φ×150㎜

　　　クランプ：はさみ間隔0～45㎜

ベアリング入

150㎜

55㎜

KP

机に固定しやすいクランプ付

机にしっかり
固定できます

CT
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 実験用滑車セット
コード 入　数 セット内容 価　格

1-110-0130 1セット 単滑車×2　吊棒　釣合分銅　糸 ￥4,000（＋税）
● 中学校1分野「仕事とエネルギー」で学習する滑車を使った実験に最適なセッ
トです。

● 実験に便利なフック付の吊棒と釣合分銅が付属しています。
● 保管に便利な収納ケース付です。
〔仕様〕滑車：単滑車（65㎜φ）×2個
　　　吊棒：フック付　全長174㎜
　　　付属：釣合分銅　糸（両端Oリング付）

フック付吊棒と滑車のセット

便利な吊棒付

単滑車

糸
フック付吊棒

釣合分銅 1セット

表 裏

8本組 力学台車  D-1用部品
コード 規　格 入数 価　格

1-110-0566 車輪　デルリンベアリング使用 1個 ¥250（＋税）
1-110-0584 ゴム紐　1㎜角×90㎝ 8本 ¥200（＋税）

力学台車D-1 車輪 ゴム紐

 記録タイマー用部品
コード 品　名 規　格 入数 価　格

1-110-0633 放電記録紙　TH用 巾15㎜×20m 1巻 ¥680（＋税）
1-110-0634 放電記録紙　TH用 巾15㎜×20m 10巻 ¥6,500（＋税）
1-110-0632 落下実験用支持棒　TH用 10φ×134㎜ 1本 ¥580（＋税）
1-110-0651 記録テープ　AC用 巾18㎜×33m 10巻 ¥2,500（＋税）
1-110-0654 カーボン紙　AC用 50㎜φ　丸型 100枚 ¥880（＋税）

放電記録紙

10巻

記録テープ

支持棒

100枚入

カーボン紙

 マグネット付滑車
コード 規　格 価　格

1-110-0142 滑車65㎜φ　マグネット付 ¥1,600（＋税）
● スチール黒板に固定できます。 プーリー 265頁

 フック付マグネット
コード 規　格 価　格

1-110-0141 30㎜φ　フック付 ¥1,300（＋税）
● 黒板上で振り子や滑車を吊下るのに便利なマグネットです。

フック付マグネットマグネット付滑車

便利なマグネット式

 衝突実験器JS・JSN・JSH用部品
コード 品　名 規　格 価　格

1-110-0798 レール 凹型　90㎝　2本※
¥800（＋税）

1-110-0787 衝突用木片 凹型木片　約40×70×30㎜ ¥1,100（＋税）
1-110-0799 実験球セット 鉄・チタン・ガラス球（20㎜φ）各1 ¥3,200（＋税）

※JSN・JSH仕様のレール裏補強板（支持板）は付属していません。

レール

実験球

衝突用木片
実験動画016
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 ループコースター製作セット
コード 型式 規　格 価　格

1-110-0875 LOOP レール（1m）5本　鋼球3個　木片ベース2個 ¥3,800（＋税）
●  柔軟に曲折できるプラスチックのレールで、さまざまな軌道を作ることがで
きる製作セットです。

●  レールは接続できるため、連続ループを作ることもできます。
〔別売部品〕
1-110-0876 ループコースター用レール　1本 ･････････････ ¥380 （＋税）

 プーリー付発電機
コード 型式 出　力 適応豆電球 プーリー 価　格

1-123-0750 JP3V 最大直流約4V 2.5V/0.3A 50㎜φ ¥3,500（＋税）
● 吊り上げたおもりを落下させることで発電し、豆電球を点灯できます。
● おもりの重さと発電量の関係や、発電効率を求める実験に活用頂けます。
〔仕様〕 出力：最大直流約4V（500gのおもりを使用した場合）

リード線：長さ：1m　大型みの虫クリップ付　着脱不可
大きさ：104×50×115㎜
付　属：ヒモ（1.5m）×1　S字フック×1

位置エネルギーを
電気エネルギーに実験動画076

高い精度で速度を計測
 速度測定器
コード 型　式 速度測定 通過口 付　属 価　格

1-110-0620 KA-N 秒速・時速 60×40㎜ ― ¥3,800（＋税）
1-110-0623 KA-N-ST 秒速・時速 60×40㎜ 支持棒 ¥4,400（＋税）
●  速度表示は教科書に合わせた「秒速（m/s）」表示です。また測定結果を「時速
（㎞ /h）」に変換する機能も付いています。
●  速度測定の他に、便利なストップウォッチ機能や物体の通過時のクリック音
機能を備えています。

〔仕様〕 速度測定：秒速（0.00～99.99m/s）　時速（0.00～360.0㎞ /h）
積算表示：0.00～999.9秒（ストップウォッチモード）
電　源：単4電池×4（別売）　大きさ：70×80×70㎜
重　量：約150g（電池含む）

〔別売部品〕
1-110-0632 落下実験用支持棒 ･･･････････････････････････ ¥580 （＋税）
 鉄製スタンドに取り付ける場合に便利です。

速さ測定

運動の速度測定

落下運動

鉄製スタンドに支持棒で取付可能

活用例

40mm

ガ
イ
ド
マ
ー
ク 60mm

センサ位置が確認で
きるガイドマーク付

ワイドな通過口

実験動画014

 デジタル記録タイマー
コード 型　式 大きさ 価　格

1-110-0627 DTH 8×30×15㎜　約20ｇ ¥25,000（＋税）
●  速度・加速度・変位の測定値をワイヤレス通信により、パソコンでリアルタイ
ム表示させることができる測定器です。

〔仕様〕測定項目： 加速度（3軸）　速度※　変位（振り子・バネ振り子モード時）※
※速度・変位は加速度に基づき算出

通信方式：特定小電力無線通信　※USB型受信器にて受信
対応OS： Windows 7以降

※ご使用にはPCへのUSB接続（1箇所）が必要です
電　源：ボタン電池CR2032

JP3V

DTH
USB型受信器

KA-N

LOOP
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速度測定器・エネルギー教材

コード、価格が赤色のものは、一般によく使用されている商品です。
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 実験用てこ
コード 型式 目　盛 長　さ 価　格

1-110-0065 SH 1～6　0.5目盛単位 616㎜ ¥13,000（＋税）
● 小学校6年生の「てこの規則性」の学習に使用できる実験器で、算数と連携し
た授業展開ができるよう0.5目盛にも吊下げ穴が有ります。

● てこのつり合いが整数目盛でつり合う場合の規則性を見つけ、その後の発展
で少数目盛でも成り立つかを確認できます。

〔仕様〕 付属：転がり防止四角おもり10g×15個　モビール板4枚

 実験用てこ（収納式）
コード 型　式 目　盛 長　さ 価　格

1-110-0010 CA-S 1～6　左右カラー2色 410㎜ ¥16,000（＋税）
● 組み立てや片づけがワンタッチでできる実験用てこです。収納ケースに入れ
た状態で安全に持ち運びが行えます。積み重ねて収納することができ、収納
スペースを取りません。

● てこの左右が識別しやすいように色分けをしています。
● 支持軸にはてこが回転しないように、金属製の丈夫なストッパーを採用して
います。吊り合わずバランスが崩れた時も、てこの傾きを最小限に抑えます。

〔仕様〕 支点：金属製　傾斜ストッパー付
支柱：10φ×400㎜　ベース：165×85×5㎜
付属：転がり防止四角おもり10g×10個　専用収納ケース

〔別売部品〕
1-110-0375 力学実験用錘　B-10 ･･･････････････････････¥2,700 （＋税）

収納できる
ケース付

 実験用てこ
コード 型式 目　盛 長　さ 価　格

1-110-0040 CA 1～6　左右カラー2色 410㎜ ¥15,000（＋税）

〈先生の困った対応品：左右を色分けして指導しやすく〉
●  てこの左右が識別しやすいように、左と右のカラーを2色で色分けしています。
また「みぎ」「ひだり」の表記もしています。

● いろいろなてこのつり合いバランス状態を、付属のモビール板を使って楽しく体
感できます。

〔仕様〕 付属：転がり防止四角おもり10g×10個　モビール板4枚
〔別売部品〕
1-110-0086 支持軸（ストッパー付） ･･････････････････････¥1,300 （＋税）

 実験用てこ
コード 型式 目　盛 長　さ 価　格

1-110-0085 BL 1～6　1目盛単位 410㎜ ¥12,000（＋税）
●  てこのつり合いで、支点・力点・作用点（てこの3要素）を変えた実験が行えます。
● いろいろなてこのつり合いバランス状態を、付属のモビール板を使って楽し
く体感できます。

〔仕様〕 付属：転がり防止四角おもり10g×10個　モビール板4枚
〔別売部品〕
1-110-0089 てこ用さし　BL用（アルミ製　410㎜） ･･･････¥2,500 （＋税）
1-110-0076 てこ用支柱　BL用（ステンレス製　9φ×400㎜） ･････¥1,500 （＋税）
1-110-0087 支持軸の支点用ねじ ･････････････････････････ ¥230 （＋税）

ストッパー付支持軸

ストッパー付支持軸

実験動画008

算数との連携
0.5目盛仕様

BL

指導しやすい
左右色分け仕様

ストッパー付支持軸

モビール板
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おもり

コード、価格が赤色のものは、一般によく使用されている商品です。

 力学実験用錘
コード 型式 おもり 材　質 大きさ 入数 価　格

1-110-0375 B-10 10g プラスチック 22×22×17㎜ 10個 ¥2,700（＋税）
1-110-0376 B-20 20g プラスチック 25×25×30㎜ 5個 ¥2,300（＋税）
1-110-0372 S-50 50g 金属 24φ×14㎜ 5個 ¥3,800（＋税）
1-110-0373 S-100 100g 金属 30φ×19㎜ 5個 ¥4,800（＋税）
1-110-0374 S-500 500g 金属 40φ×52㎜ 5個 ¥6,800（＋税）

※大きさは上下フックを除いた大きさです。

 大型おもり
コード 重　さ 規　格 価　格

1-110-0341 500g ゴム製　上下フック付 ¥2,800（＋税）
● 大型のゴム製おもりです。上下のフックは金属製です。

10g 20g 50g 100g 500g

大型おもり

165㎜

10個組 5個組

5㎏1㎏500g

 安全おもり
コード 重　さ 主　な　用　途 価　格

1-110-0335 500ｇ 重力加速度測定時の落下用おもり ¥1,600（＋税）
1-110-0336 1㎏ 力学台車の衝突防止や車止め ¥1,800（＋税）
1-110-0337 5㎏ 大型演示用てこ等のおもり ¥3,800（＋税）
●  各種物理実験用のおもりとして最適な柔らかい砂袋タイプです。
●  丈夫なマット用布に砂を詰めたおもりで、落としてもあたりが柔らかく安全
に使用できます。

●  移動に便利な取手付です。

取手付

 振り子用おもりセット
コード 重　さ 大　き　さ 入数 価　格

1-110-0380 20g 12φ×45㎜（片側フック付） 10個 ¥3,000（＋税）

〈先生の困った対応品：おもりの中心線入りです〉
● 小学校5年生「振り子の運動」の実験で使用できる中心位置が分かるライン入
りおもりです。

● 複数個吊り下げた場合もかさばらない形状です。
● 「振り子の運動」の実験に最適な鉛フリータイプのおもりです。
〔仕様〕材質：鉄（サビ防止用メッキ処理済） フック付金属球 250頁中心

ライン入

3個の場合

10個組

実験動画049

 物の重さ比較素材セット　QB
コード 型　式 構　成 価　格

1-110-0290 QB 銅30個・鉄30個・アルミ60個 ¥13,000（＋税）
1-112-0171 銅 10×10×10㎜　銅1個 ¥280（＋税）
1-112-0172 鉄 10×10×10㎜　鉄1個 ¥220（＋税）
1-112-0173 アルミ 10×10×10㎜　アルミ1個 ¥200（＋税）
● QBは収納ケースが付属しています。

銅

鉄

アルミ
立方体
材質：３種

 物の重さ比較素材セット
コード 型式 規　格 価　格

1-110-0293 TQ 鉄・アルミ・ポリエチレン・木の4種 ¥3,800（＋税）
●  大きさが3㎝角の立方体は、児童の手の平にもフィットし、また天秤での計量
時にも明確な計量差が得られます。
大きさ：30×30×30㎜
収納ケース：100×79×40㎜木 鉄 ポリエチレン アルミ

大日本 

立方体
材質：４種
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物の重さ素材

160必要な理科実験器がすぐ検索！

 物の重さ比較素材セット　6S
コード 型　式 規　格 価　格

1-110-0265 6S アルミ・鉄・塩ビ・ポリエチレン・木・ゴムの6種類 ¥6,000（＋税）
1-110-0300 アルミ 40×20×50㎜　約108g ¥850（＋税）
1-110-0308 鉄 40×20×50㎜　約312g　メッキ加工済 ¥1,250（＋税）
1-110-0302 塩ビ 40×20×50㎜　約55g　面仕上げ ¥850（＋税）
1-110-0304 ポリエチレン 40×20×50㎜　約38g　面仕上げ ¥850（＋税）
1-110-0306 木 40×20×50㎜　約18g　塗装仕上げ ¥780（＋税）
1-110-0309 ゴム 40×20×50㎜　約65g　黒天然ゴム ¥550（＋税）

塩ビ

鉄

ゴム

アルミ

木

ポリエチレン

直方体
材質：6種

実験動画003

 水に浮く・沈むプラスチックセット
コード 型　式 材　質 大きさ 入数 価　格

1-126-0213 6個組 塩ビ・PE 20×20×50㎜ 塩ビ×6　PE×6 ¥3,200（＋税）
● プラスチックの分別ができる、水に浮くプラスチック（ポリエチレン）と沈む
プラスチック（塩ビ）のセットです。

● 大きさが同じで、微妙に重さが違います。
● 密度比較の実験にも活用できます。
〔仕様〕大きさ：20×20×50㎜

塩ビ PE

6個組

6S

 物の重さ比較素材セット　KC
コード 型　式 規　格 価　格

1-110-0270 KC アルミ・塩ビ・ポリエチレン・木の計8種類 ¥5,000（＋税）
1-110-0300 アルミ（大） 40×20×50㎜　約108g ¥850（＋税）
1-110-0301 アルミ（小） 20×20×50㎜　約54g ¥650（＋税）
1-110-0302 塩ビ（大） 40×20×50㎜　約55g　面仕上げ ¥850（＋税）
1-110-0303 塩ビ（小） 20×20×50㎜　約27g　面仕上げ ¥650（＋税）
1-110-0304 ポリエチレン（大） 40×20×50㎜　約38g　面仕上げ ¥850（＋税）
1-110-0305 ポリエチレン（小） 20×20×50㎜　約19g　面仕上げ ¥650（＋税）
1-110-0306 木（大） 40×20×50㎜　約18g　塗装仕上げ ¥780（＋税）
1-110-0307 木（小） 20×20×50㎜　約9g　面仕上げ ¥450（＋税） 粘 土 266頁

材質：4種

塩ビ アルミ

木

ポリエチレン

実験動画003

KC

 物の重さ比較用円柱　EN
コード 型　式 セット内容 価　格

1-110-0285 6EN 銅・鉄・アルミ・木・塩ビ・ポリエチレンの6種類　各5個 ¥12,000（＋税）
1-112-0165 銅 円柱20φ×30㎜　約83g ¥930（＋税）
1-112-0166 鉄 円柱20φ×30㎜　約74g ¥650（＋税）
1-112-0167 アルミ 円柱20φ×30㎜　約26g ¥580（＋税）
1-112-0164 木 円柱20φ×30㎜　約5g ¥450（＋税）
1-112-0168 塩ビ 円柱20φ×30㎜　約12g ¥130（＋税）
1-112-0169 ポリエチレン 円柱20φ×30㎜　約9g ¥150（＋税）

円柱形
材質：6種

塩ビ
鉄

銅 アルミ

木

ポリエチレン

実験動画004

6EN

 物の重さ比較用実験球
コード 型　式 セット内容 価　格

1-110-0228 4種（8個） 鉄・木・ガラス・プラ（30㎜φ）4種類　各2 ¥3,800（＋税）
1-110-0249 鉄球 30㎜φ　約112g　10個入 ¥5,200（＋税）
1-110-0255 木球 30㎜φ　約10g　10個入 ¥1,800（＋税）
1-110-0226 ガラス球 30㎜φ　約35g　10個入 ¥880（＋税） 鉄 プラスチック

木 ガラス

4種（8個）

球形
材質：4種
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〔別売部品〕
コード 材質 形　状 価　格

1-112-0171

銅

立方体　Ⓐ ¥280（＋税）

1-112-0174 角　柱　Ⓑ ¥700（＋税）

1-112-0177 円柱1　Ⓒ ¥980（＋税）

1-112-0180 円柱2　Ⓓ ¥750（＋税）

コード 材質 形　状 価　格

1-112-0172

鉄

立方体　Ⓐ ¥220（＋税）

1-112-0175 角　柱　Ⓑ ¥480（＋税）

1-112-0178 円柱1　Ⓒ ¥490（＋税）

1-112-0181 円柱2　Ⓓ ¥450（＋税）

コード 材質 形　状 価　格

1-112-0173

アルミ

立方体　Ⓐ ¥200（＋税）

1-112-0176 角　柱　Ⓑ ¥500（＋税）

1-112-0179 円柱1　Ⓒ ¥580（＋税）

1-112-0182 円柱2　Ⓓ ¥480（＋税）

フック

 波動実験用つるまきばね
コード 型　式 仕　様 価　格

1-111-0045 YSC（縦波用） 両端フック付 ¥3,900（＋税）
●  平板ばねを使用した大型のばねで、比較的ゆっくりとした縦波の動きを観察
することができます。

〔仕様〕 大きさ：80φ×160㎜（両手の持ち手含む）
材　質：平板まきばね（手持ちフック付）　金属製

Ⓒ
Ⓓ Ⓑ Ⓐ ED

形状（塗装） 大　き　さ 材　質 入　数
Ⓐ 立方体（地金肌色） 10×10×10㎜ 銅・鉄・アルミ 各1個　合計3個
Ⓑ 角柱（同色塗装） 10×10×40㎜ 銅・鉄・アルミ 各1個　合計3個
Ⓒ 円柱1（同色塗装） 15φ×40㎜ 銅・鉄・アルミ 各1個　合計3個
Ⓓ 円柱2（同色塗装） 15φ×20㎜ 銅・鉄・アルミ 各1個　合計3個

 密度測定用体
コード 型　式 形　状 大きさ 材　質 数　量 価　格

1-112-0170 ED 4種類 4種類 3種類 12個組 ¥6,500（＋税）
●  材質の見本となる銅・鉄・アルミ製の基準立方体と、同色塗装した銅・鉄・ア
ルミ製の角柱・円柱2種で構成しています。

 波動実験用つるまきばね（2本組）
コード 型　式 長　さ 入　数 価　格

1-111-0040 横波用 1m 2本 ¥2,800（＋税）
●  横波の伝わり方の学習に適したつるまきばねです。
●  プラスチックファイバー製でやわらかく、スチールコイルのように錆びる心
配がありません。

〔仕様〕 大きさ：10φ×1000㎜　材　質：プラスチックファイバー製

2本組

 力の合成実験器
コード 型　式 構　成 大きさ 価　格

1-110-0827 FKN 実験板　滑車　ばね 330×330㎜ ￥5,800（＋税）
● 2つの力でばねを基点まで引っ張り、その時の力の角度と大きさから力の合
力を測定する実験器です。

● 実験板にはばねの伸びを示すスケールと力の角度を表示しています。

 浮力実験器
コード 型　式 大きさ 価　格

1-112-0235 FJA 40φ×123㎜ ￥6,800（＋税）

〈岡山大学　荒尾真一先生ご指導〉
● 浮力の大きさは、物体の体積または、質量に関係しているのかを明らかにす
る実験装置です。（圧力からとは別のアプローチ）

● 独立変数（体積、質量）と従属変数（浮力の大きさ）を扱う能力を育成する教材。
● 中間容器と錘1個は同じ質量なので、重さを変えずに体積を変えることが可能。
● 複数の展開例とパフォーマンス課題を例示した「指導用手引書」が付属。
〔仕様〕 容器：樹脂製（底容器1個　連結可能な中間容器5個　吊り糸付フタ1個）

おもり：ステンレス製13個　付属：指導者用手引書　吊り下げ用糸

重さを変えずに比較実験

YSC

FKN

FJA
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 実験用ばねセット（3種×各4個組）
コード 型　式 セット内容 入　数 価　格

1-110-0410 SN
最大荷重100g用・
200g用・500g用

各4個 ¥3,000（＋税）

● 強中弱3種のばね各4個の12個組です。収納ケース入

 ばね実験用指標
コード 型　式 規　格 価　格

1-110-0417 5個組 フック付　大きさ10φ×10㎜　約4g ¥1,950（＋税）
● ばねの初張力による実験誤差を補正する指標おもりです。
● 指標にはラインが入っており、ばねの伸びを測定する際に便利です。
※ばね初張力4g以下の実験用ばねの使用に適しています。 ばねばかり 147頁

5個組

 実験用ばね
■Sタイプ（ばね径10㎜φ　ばね長30㎜） ■10個組

コード 型式 最大荷重 定数※ ばね初張力 線径 色分け 数量 価　格

1-110-0401 S50 50g 118㎜ 1g 0.3㎜ 青

1個

¥120（＋税）
1-110-0402 S100 100g 50㎜ 2g 0.35㎜ 黒 ¥120（＋税）
1-110-0412 S150 150g 25㎜ 4g 0.40㎜ 緑 ¥120（＋税）
1-110-0403 S200 200g 15㎜ 5g 0.45㎜ 赤 ¥120（＋税）
1-110-0404 S300 300g 9㎜ 8g 0.50㎜ 黄 ¥120（＋税）
1-110-0405 S500 500g 5㎜ 17g 0.55㎜ 白 ¥120（＋税）

コード 型　式 数量 価　格

1-110-0311 S50-10K

10個

¥1,200（＋税）
1-110-0312 S100-10K ¥1,200（＋税）
1-110-0413 S150-10K ¥1,200（＋税）
1-110-0313 S200-10K ¥1,200（＋税）
1-110-0314 S300-10K ¥1,200（＋税）
1-110-0315 S500-10K ¥1,200（＋税）

※定数は10gのおもりを吊るした時のばねの伸びのおよその長さ（誤差：±10％）を表しています。

■Lタイプ（ばね径15㎜φ　ばね長50㎜） ■10個組

コード 型式 最大荷重 定数※ ばね初張力 線径 色分け 数量 価　格

1-110-0406 L100 100g 50㎜ 6g 0.5㎜ 黄

1個

¥230（＋税）
1-110-0414 L150 150g 30㎜ 8g 0.55㎜ 白 ¥230（＋税）
1-110-0407 L200 200g 19㎜ 12g 0.6㎜ 青 ¥230（＋税）
1-110-0408 L500 500g 9㎜ 16g 0.7㎜ 赤 ¥230（＋税）
1-110-0409 L1000 1000g 5㎜ 20g 0.8㎜ 黒 ¥230（＋税）

コード 型　式 数量 価　格

1-110-0316 L100-10K

10個

¥2,300（＋税）
1-110-0415 L150-10K ¥2,300（＋税）
1-110-0317 L200-10K ¥2,300（＋税）
1-110-0318 L500-10K ¥2,300（＋税）
1-110-0319 L1000-10K ¥2,300（＋税）

※定数は10gのおもりを吊るした時のばねの伸びのおよその長さ（誤差：±10％）を表しています。

L タイプ

L200
L500

L1000

50㎜

Sタイプ

S50 S100
S200

S500

30㎜

小型で使い易いSタイプ 線径の太いLタイプ

実験動画011

 実験用ばねセット
コード 型　式 実験用ばね おもり 価　格

1-110-0345 DN（大日本） 500g用　4個 20g×10個 ¥4,800（＋税）
1-110-0346 KR（啓林館） 100g用　4個　200g用　4個 10g×10個 ¥4,800（＋税）
● 教科書に合わせたばねとおもり、指標、吊棒のセットです。
● ばねの初張力による実験誤差を補正する指標おもり2個付です。
● 実験に便利なばね用吊棒が2本付属しています。

KR

おもり

吊棒

指標

ばね

東書 
教出 

強中弱の3種組

SN
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100mの飛行に挑戦

※ペットボトルは付属していません。

45
分

組立時間組立時間

A400

噴射口
トップ

尾翼

ロケット機体セット A401

コード 品名・型式 規　格 価　格

1-113-0296 ロケット機体セット  A401 トップ　尾翼　噴射口のセット ¥1,800（＋税）
1-113-0293 空気ポンプ プラスチック製 ¥2,900（＋税）
1-132-0010 プラスチックボトル 炭酸用　容量1L　6本組 ¥1,100（＋税）

 ペットボトルロケット
コード 品名・型式 セット内容 価　格

1-113-0295 A400 ロケットトップ　尾翼　噴射口　発射台等一式 ¥6,800（＋税）
● 日本ペットボトルクラフト協会（P.C.A.J）認定品。
● お手持の炭酸飲料用ペットボトルと本キットで飛距離が約100mも出る高性
能ペットボトルロケットが製作できます。

● 空気ポンプのポンピング回数と水量を調節することでペットボトルロケット
の飛距離が変わります。
  ロケットに使用するペットボトルは付属していません。必ず炭酸飲料用（丸
型）のものをご使用ください。

※上記掲載のポップロケットT-1と互換性があります。
〔別売部品〕

コード 品名・型式 規　格 価　格

1-113-0281 ロケットセット　T-4 トップ　尾翼　噴射口のセット ￥1,300（＋税）
1-113-0285 ロケットトップのみ ロケットの先端に取付 ￥450（＋税）
1-113-0282 2段ジョイント 2つのペットボトルの連結用 ￥2,200（＋税）
1-113-0283 噴射口のみ ペットボトルの口に取付 ￥450（＋税）

1-113-0284
ランチャーセット

T0126
ランチャー、傾斜台

リモコン（レバー・グリップ・ワイヤー付） ￥3,100（＋税）

1-113-0293 空気ポンプ プラスチック製 ￥2,900（＋税）
1-132-0010 プラスチックボトル 炭酸用　容量1L　6本 ￥1,100（＋税）

〔別売部品〕

 水ロケット製作キット
コード 品名・型式 セット内容 価　格

1-113-0280 ポップロケットT-1 ロケットトップ　尾翼　噴射口　発射台等一式 ¥3,800（＋税）
●  尾翼や発射台の完成品付で水ロケットの工作時間が短縮できます。
●  空気の圧縮、雲の発生、作用反作用などの現象を効果的に実験できます。
  ロケットに使用するペットボトルは付属していません。必ず炭酸飲料用（丸
型）のものをご使用ください。

※下記掲載のペットボトルロケットA400と互換性があります。

※空気ポンプとペットボトルは
付属していません。

30
分

組立時間組立時間

T-1

2段ジョイント
  （別売）

ロケットセット T-4

トップ

噴射口

尾翼

 空気鉄砲
コード 型　式 大　き　さ 入　数 価　格

1-113-0516 5本組 15.8φ×220㎜ 5本 ¥1,100（＋税）
●  空気鉄砲でスポンジ玉を飛ばしたり、的当てをしたりして空気を物質として
とらえることができます。

●  玉に当たっても安全なスポンジ仕様です。
〔仕様〕 空気鉄砲（筒15.8φ×220㎜　玉5個）×5組

筒：目盛入　押し棒：取手付

5本組

 圧縮発火器
コード 型　式 シリンダー 価　格

1-113-0270 OT 外径13φ×内径7φ×長さ120㎜ ¥8,800（＋税）

〈大谷中学・高等学校　豊田將章先生ご考案〉
●  シリンダー内に綿を入れ、上からピストンで力強く押すと断熱圧縮により内
部温度が上昇し、綿が発火する現象を実験できます。

〔仕様〕 ピストン：長さ120㎜　交換用Oリング付
支持台：100×100×15㎜　点火用綿付

圧縮率が
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ペットボトルロケット

コード、価格が赤色のものは、一般によく使用されている商品です。
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40㎜

100㎜

200㎜

 大気圧体験実験セット
コード 型　式 小 中 大 価　格

1-113-0136 GM（3種組） 40×40㎜ 100×100㎜ 200×200㎜ ¥3,200（＋税）
●  机に置いたゴム板を引っ張ることで、大気圧の大きさを体感する実験セット
です。

●  3種類の面積の大きさと大気圧の大きさの関係を楽しく学習できます。
●  200㎜角の大型ゴム板には理論上、最大で400㎏の大気圧がかかっているこ
とになります。

 大気圧体験シート
コード 型　式 大　き　さ 材　質 入数 価　格

1-113-0102 3色組 直径90㎜φ　ツマミ部14㎜φ シリコン 3枚 ¥780（＋税）
●  机などの平面に置いた状態では、大気圧に押されているため引っ張っても外
れません。

●  手軽に大気圧の存在と大きさを体感できます。

3色組

実験動画110
減圧沸騰

実験動画111
大気圧

 簡易真空槽（活栓付）
コード 型式 容量 大きさ 付属 価　格

1-113-0256 KVM 1L 122φ×144㎜ 活栓 ¥5,500（＋税）

①空気の重さ： 真空前と真空後の重量の差から空気
に重さがあることを調べます。

②減 圧 沸 騰： お湯の入ったビーカーを入れて空気
を抜いていくとお湯が沸騰します。

③雲のでき方： 少量のぬるま湯と線香の煙を入れて
空気を抜くと雲が発生します。

④大  気  圧： 減圧した簡易真空槽にペットボトル
を接続し、活栓を開くと勢いよくペッ
トボトルがへこみます。

ペットボトルがへこむ

 水中の圧力観察器
コード 型　式 規　格 価　格

1-112-0500 SA 透明アクリル製　両端ゴム膜付 ¥4,200（＋税）
●  水の深さによる圧力の大きさをゴム膜のへこみ具合で観察します。
●  円筒を縦に入れると底面は大きく、上面は小さくへこみ、円筒を横に入れる
と両面とも同様にへこむことを観察します。

●  スケール目盛板が付属しており、水深の確認ができます。
〔別売部品〕
1-112-0226 水中の圧力観察器用ゴム膜（2枚）100㎜φ ･････ ¥580 （＋税）
1-112-0227 Oリング　SA用のOリング2個 ･･･････････････ ¥200 （＋税）
1-112-0505 水中の圧力実験用水槽 JK ･･･････････････････¥5,800 （＋税）
 アクリル製　内寸：120×120×395㎜　容量：約5L

目盛付

水圧の大きさを手軽に観察

 簡易真空槽（エアー・フレッシュ）
コード 型　式 容　量 大　き　さ 価　格

1-113-0254 VL-2 1.8L 160φ×144㎜ ¥4,000（＋税）
1-113-0255 VM-2 1L 122φ×144㎜ ¥3,300（＋税）
●  ポリカーボネート製で透明容器内の空気を、付属のエア抜きポンプを使って
抜くことができる簡易型真空槽です。

●  プッシュボタン式の吸気弁で大気圧に戻す場合も簡単です。
〔別売部品〕
1-113-0257 交換用通気弁 ･･･････････････････････････････ ¥800 （＋税） VL-2

手軽に
減圧
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熱の伝わり方

コード、価格が赤色のものは、一般によく使用されている商品です。

BRS

IV

 生徒 球膨張試験器
コード 型　式 商　品　構　成 価　格

1-114-0160 BRS 金属球：真鍮22㎜ φ（全長295㎜ ）金属環1個（全長222㎜ ） ￥3,500（＋税）
1-114-0165 IV 金属球：真鍮22㎜ φ（全長295㎜ ）金属環2個（全長200㎜ ） ¥4,200（＋税）
● 小型の球膨張試験器で、環を通っていた金属球を熱すると膨張し、環を通ら
なくなることを実験します。

● IV型には大きさの異なる金属環が付属しており、金属球を熱すると今まで
通っていた環を通らなくなり、環を熱すると今まで通らなかった球が通る様
になることが確認できます。

実験動画026

にぎりやすい木柄付

A型長方形 B型変形

 熱の伝わり方実験板
コード 型　式 大　き　さ 材質 入数 価　格

1-114-0062 A型長方形 67×110㎜
鉄板

5枚組 ¥280（＋税）
1-114-0063 B型変形 67×105㎜ 5枚組 ¥280（＋税）
●  鉄板にろう引きしたものです。
●  ろうの溶ける様子で、熱の伝わり方が観察できます。

5枚組

 熱の伝わり方実験板
コード 型　式 セット内容 価　格

1-114-0069 NT 実験板　熱伝導棒　示温テープ　ろうそく ¥4,500（＋税）
●  金属板の一部を熱すると熱はどのように伝わっていくかをいろいろな形状の
銅板や銅棒で実験します。

〔仕様〕 実験板：2種組　銅製（1スリット　スリットなし）　150×150㎜
熱伝導棒：銅製　5φ×300㎜
付　属：示温テープ（20×200㎜　変色温度60℃）5枚　ろうそく5本
※ 示温テープは水銀を使用しています。廃棄時には水銀使用製品廃棄物
として適切に処理を行って下さい。

スリットなし 1スリット
 熱の伝わり方実験板用部品
コード 型　式 大　き　さ 材質 価　格

1-114-0076 実験板 2種組

150×150㎜ 銅板
¥2,360（＋税）

1-114-0077 実験板 1スリット ¥1,380（＋税）
1-114-0078 実験板 スリットなし ¥980（＋税）

示温テープ 143頁

実験動画025

実験板

熱伝導棒 ろうそく

示温テープ

 熱の伝わり方実験セット
コード 型　式 商品構成 価　格

1-114-0030 TJN 銅板10枚　中央加熱器具　示温インク ￥6,800（＋税）
●  小学校4年生「温まり方の違い」の単元に適した金属板と示温インク、加熱器
具のセットで、火を使わず安全に実験ができます。

● 加熱操作は50℃のお湯でできます。また、付属の試験管（ホルダー付）を用い
ると銅板の中央部分の加熱も可能です。

〔仕様〕 実験板：銅製　50×50㎜　10枚
中央加熱器具： 試験管（16.5φ×105㎜）×2

試験管ホルダー（ビーカー付）
示温インク： サーモインクペーストタイプ　50mL

※変色温度40℃（青色→赤色）　可逆性
液晶シート：大きさ 7.5×7.5㎝　入数：2枚　※変色温度：30～35℃

〔別売部品〕
1-114-0031 交換用実験板 50㎜角（10枚入） ･･････････････¥1,600 （＋税）

TJN

50℃のお湯で実験可能 中央部の加熱も実験可能

液晶シート
示温インク

試験管
ホルダー

実験板

NT
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 ルーペ（虫めがね）
コード 型　式 直　径 全　長 焦点距離 倍　率 価　格

1-154-0351 T-4 40㎜φ 105㎜ 約90㎜ 4× ¥600（＋税）
1-154-0357 T-5 50㎜φ 120㎜ 約100㎜ 3.5× ¥750（＋税）
1-154-0352 T-6 65㎜φ 130㎜ 約150㎜ 2.5× ¥850（＋税）
1-154-0353 T-7 75㎜φ 170㎜ 約200㎜ 2× ¥980（＋税）
1-154-0354 T-9 90㎜φ 200㎜ 約200㎜ 2× ¥1,300（＋税）
1-154-0355 T-10 100㎜φ 240㎜ 約250㎜ 2× ¥2,100（＋税）
● 光の実験や生物の観察で使用できるガラス製ルーペです。

T-4
T-5

T-6

T-7

T-9

 プラスチック枠ルーペ（5色組）
コード 型式 倍率 直径 全長 カラー 入数 価　格

1-154-0325 5C 3.5倍 45㎜φ 115㎜ 赤・緑・黄・青・黒 5色組 ¥1,750（＋税）
● 軽量で扱いやすいプラスチック枠のルーペです。
● カラー5色を集めたセットです。
● 傷が付きにくいガラス製レンズです。

5C

5色組

 プラスチック枠ルーペ
コード 型　式 倍　率 直　径 全　長 価　格

1-154-0320 P-38 4× 38㎜φ 105㎜ ¥280（＋税）
1-154-0322 P-50 3.5× 50㎜φ 120㎜ ¥360（＋税）
● 傷が付きにくいガラス製レンズです。
● 軽量で扱いやすいプラスチック枠の虫めがねです。 ハンディ顕微鏡 232頁

P-38

P-50

 カラールーペ（ブルー）
コード 型　式 大　玉 小　玉 全　長 価　格

1-154-0390 WL 55㎜φ 19㎜φ 180㎜ ¥320（＋税）
● 傷が付きにくいガラス製レンズです。
● 軽量なプラスチック枠で、持ち手が長く扱いやすいルーペです。
● 2種類の異なる倍率のレンズで観察する事ができます。 WL

高倍レンズ

低倍レンズ

 プラスチックルーペ
コード 型　式 大　玉 小　玉 全　長 価　格

1-154-0365 AC 40㎜φ・3倍 18㎜φ・6倍 110㎜ ¥180（＋税）
● 大口径の3倍レンズと小口径の6倍レンズのルーペです。
〔仕様〕材質：アクリル樹脂

AC

6倍レンズ

3倍レンズ

P-3

 セル枠ルーペ
コード 型　式 倍　率 直　径 全　長 価　格

1-154-0350 P-3 3倍 36㎜φ 77㎜ ¥320（＋税）
● 傷が付きにくいガラス製レンズです。
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繰出しルーぺ

コード、価格が赤色のものは、一般によく使用されている商品です。

P-10 P-15
ハンディ顕微鏡 232頁

 繰出しルーペ
コード 型式 倍率 直径 繰出数 枠 価　格

1-154-0370 P-10 10× 25㎜φ 2枚
プラスチック

¥680（＋税）
1-154-0371 P-15 15× 25㎜φ 3枚 ¥950（＋税）
● 傷が付きにくいガラス製レンズです。
● 観察対象に合わせて倍率を調節できるタイプのルーペです。

 台付ルーペ
コード 型式 倍率 直径 焦点距離 ベース 価　格

1-115-0530 MG 5× 40㎜φ 90㎜ 金属台 ¥2,300（＋税）
● ルーペは自由な方向に回せ、取外しもできます。

 織物ルーペ（縞見ルーペ）
コード 型式 目盛 倍率 大　き　さ 価　格

1-115-0539 S-10 10㎜ 10× 25×37×34㎜ ¥1,600（＋税）
1-115-0540 S-25 25㎜ 6× 40×52×50㎜ ¥2,500（＋税）
● 折り畳み可能な目盛付きルーペです。S-25

 凹レンズ
コード 型　式 直　径 焦点距離 価　格

1-115-0483 H-7 75㎜φ 約－250㎜ ¥2,100（＋税）
1-115-0484 H-4 40㎜φ 約－100㎜ ¥980（＋税）

〔仕様〕レンズ：光学ガラスH-7

 繰出しルーペ
コード 型式 倍率 直径 繰出数 枠 価　格

1-154-0330 PM 10× 15㎜φ 1枚 プラスチック ¥480（＋税）
● 傷が付きにくいガラス製レンズです。
● カバーはプラスチック製で軽く携帯や観察に最適です。

 繰出しルーペ
コード 型式 倍率 直径 繰出数 枠 価　格

1-154-0372 KM 10× 15㎜φ 1枚
金属

¥680（＋税）
1-154-0373 KL 10× 20㎜φ 1枚 ¥980（＋税）
● 傷が付きにくいガラス製レンズです。

KM
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 観察ルーペ
コード 型　式 レンズ倍率（大/中/小） 価　格

1-154-0340 KSM 3.5×/6×/13× ¥430（＋税）
● 倍率の異なる3つのレンズがついた観察に適したルーペです。
●  ヒモには力が加わると外れる安全ネックストラップ付です。
〔仕様〕材質： 本体/ポリプロピレン　レンズ/ガラス（大）　アクリル樹脂（中・小）

金具/真鍮　ストラップ/ABS・ナイロン
付属：なまえシール　安全ネックストラップKSM

アクリル樹脂
6倍レンズ

ガラス
3.5倍レンズ

アクリル樹脂
13倍レンズ
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シートレンズ

168必要な理科実験器がすぐ検索！

 プラスチックレンズ
コード 型　式 品　名 直　径 焦点距離 価　格

1-115-0560 A-55 凸レンズ 55㎜ 約340㎜ ¥190（＋税）
1-115-0561 D-43 凸レンズ 43㎜ 約100㎜ ¥280（＋税）
1-115-0562 E-43 凸レンズ 43㎜ 約150㎜ ¥280（＋税）
1-115-0563 O-18 凹レンズ 18㎜ 約－95㎜ ¥110（＋税）
● 安価なプラスチック製レンズです。

A-55

E-43

D-43

O-18

手
作
り
望
遠
鏡
に

 フレンネルレンズ（シートレンズ）
コード 型　式 大きさ 倍　率 入　数 価　格

1-115-0550 A4版凸レンズ 215×281㎜ 約2× 1枚 ¥2,000（＋税）
1-115-0551 カード型凸レンズ 55×85㎜ 約3× 10枚 ¥2,000（＋税）
1-115-0552 丸大型凸レンズ 直径270㎜ 約2.2× 1枚 ¥2,000（＋税）
1-115-0553 丸大型凹レンズ 直径270㎜ － 1枚 ¥2,000（＋税）
● 軽くて割れないプラスチック製のシート状レンズです。
※倍率は目安値です。
※ フレンネルレンズはガラスレンズに比べて大型の為、太陽光を集める実験で
はかなり発熱しますので充分にご注意下さい。

丸大型凹

丸大型凸

カード型凸
A4版凸

丸大型凹レンズ

ガリレオ望遠鏡は、対物レンズに凸レンズ、接眼レンズ
に凹レンズを使用したものです。正立像ですが、視野
が狭い欠点もあります。
ケプラー式望遠鏡は、対物レンズ、接眼レンズは凸レ
ンズです。高倍率で視野が広いという利点があります
が、倒立像になります。

ケプラー式望遠鏡と
ガリレオ式望遠鏡

豆 知 識

 凸レンズ
コード 直　径 焦　点　距　離 価　格

1-115-0510 13㎜ 約63㎜ ¥280（＋税）
1-115-0511

24㎜
約65㎜ ¥350（＋税）

1-115-0512 約100㎜ ¥280（＋税）
1-115-0513 30㎜ 約65㎜ ¥480（＋税）
1-115-0515

38㎜

約50㎜ ¥550（＋税）
1-115-0516 約100㎜ ¥550（＋税）
1-115-0517 約150㎜ ¥550（＋税）
1-115-0518 約200㎜ ¥550（＋税）
1-115-0519

45㎜
約65㎜ ¥780（＋税）

1-115-0520 約100㎜ ¥500（＋税）
1-115-0521

63㎜

約100㎜ ¥980（＋税）
1-115-0522 約150㎜ ¥780（＋税）
1-115-0523 約200㎜ ¥780（＋税）
● 望遠鏡や箱カメラ等の工作に使用する凸レンズです。
〔仕様〕材質：光学ガラス

D-45T D-27T

D-45U
 シートレンズ
コード 型式 タイプ 焦点距離 倍率 大きさ 入数 価　格

1-115-0770 D-45T 凸レンズ 約80㎜ 約3× 45㎜角 42区画 ¥1,800（＋税）
1-115-0771 D-45U 凹レンズ 約80㎜ － 45㎜角 42区画 ¥1,800（＋税）
1-115-0772 D-27T 凸レンズ 約30㎜ 約8× 27㎜丸 80区画 ¥1,800（＋税）
● 複数のレンズが1枚のシート上にあり、従来のレンズでは見られない不思議
な像を見ることができます。プラスチック製で、自由にカットできます。

〔仕様〕厚さ：0.3㎜（焦点距離と倍率は目安値です） 凹面鏡シート 174頁
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半切レンズ・半円レンズ

コード、価格が赤色のものは、一般によく使用されている商品です。

 半円レンズ
コード 型　式 大きさ 規　格 価　格

1-115-0490 H-60 60φ×15㎜ 光学ガラス製
底面スリ加工

¥2,200（＋税）
1-115-0491 H-100 100φ×15㎜ ¥3,200（＋税）
● 光学ガラス製の半円レンズです。屈折や反射の様子が観察できます。
● 底面スリ加工で光路がはっきり見えます。

信
頼
の

光
学
ガ
ラ
ス
製

H-60

H-100

 半円レンズ（光路観察用スモークレンズ）
コード 型　式 大きさ 規　格 価　格

1-115-0500 PL-60 60φ×20㎜
特殊アクリル樹脂製

¥3,800（＋税）
1-115-0501 PL-100 100φ×20㎜ ¥5,800（＋税）
● レンズ内の光のラインが立体的に見える樹脂製の半円レンズです。
〔仕様〕2個組

立
体
的
に

光
が
見
え
る

PL-60

PL-100

 半切レンズ
コード 品　名 焦点距離 大きさ 規　格 価　格

1-115-0470 半切凸レンズ
約145㎜

直径
60㎜

光学ガラス製
¥1,600（＋税）

1-115-0475 半切凹レンズ ¥2,000（＋税）

〔仕様〕2個組　光の屈折実験用　光学ガラス製　底面スリ加工

レ
ン
ズ
を

半
分
に
カ
ッ
ト 凸レンズ

2枚組

 平凸レンズ
コード 型　式 焦点距離 大　き　さ 価　格

1-115-0460 LH（2種組） 50・80㎜ 60×20×15㎜　60×10×15㎜ ¥2,800（＋税）
●  凸レンズの焦点距離が異なる2種をセットにしました。レンズの焦点を学習
するのに最適です。

● 底面スリ加工で光路がはっきり見えます。
〔仕様〕材質：プラスチック

大きさ：60×20×15㎜　60×10×15㎜　各1個

焦点距離50㎜ 焦点距離80㎜

2種組 凸レンズの光路が見える

便
利
な
角
度
板
付

 角度板付半円レンズ
コード 型式 レンズ 角度板 規　格 価　格

1-115-0495 S-60 60φ×15㎜ 90㎜φ 10°目盛 プラスチック製 ¥2,500（＋税）
●  反射・屈折角の解る角度板に半円レンズを固定しました。空気とガラスの屈
折角の観察におすすめです。

S-60

 直角ガラス
コード 型式 大　き　さ 価　格

1-115-0620 CK-40 65×65×90㎜　厚さ10㎜ ¥2,000（＋税）
● 底面スリ加工で光路がはっきり見えます。
〔仕様〕光の屈折実験用　光学ガラス製　底面スリ加工

45°

90°

CK-40

90㎜ 65㎜
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台形ガラス・プリズム

170必要な理科実験器がすぐ検索！

 台形ガラス
コード 型　式 大　き　さ 価　格

1-115-0610 D-40 40×70×15㎜  1角60度　台形 ¥1,950（＋税）
● 底面スリ加工で光路がはっきり見えます。
〔仕様〕光の屈折実験用　材質：光学ガラス　底面スリ加工

光
の
屈
折
・
反
射
に

60°

70㎜

40㎜
D-40

光路の変化が良く見える
 直方ガラス
コード 型　式 大　き　さ 価　格

1-115-0615 CH-40 40×70×15㎜ ¥1,950（＋税）
● 底面スリ加工で光路がはっきり見えます。
〔仕様〕光の屈折実験用　材質：光学ガラス　底面スリ加工

90°70㎜

40㎜
CH-40

45°

 直角プリズム
コード 型式 大　き　さ 入　数 価　格

1-115-0660 RP 底辺40㎜　厚さ20㎜ 2個1組 ¥3,800（＋税）
● 光の直進性や屈折・反射実験用の45度の直角二等辺三角形のプリズムです。
●  入射角度により光を分散したり、方向を90度や180度に反射できます。
● 底面スリ加工で光路がはっきり見えます。

分光シート 176頁

RP

 虹プリズムセット
コード 型式 プリズム 平面鏡 価　格

1-115-0635 NP 長さ75㎜　辺25㎜ 190×155×7㎜ ¥3,800（＋税）
● 窓から入る日光（白色光）で虹が作れるプリズムと平面鏡のセットです。
●  虹は立てたプリズムに水平に日光を当てると、簡単に観察できます。
●  虹の見える色の順番（赤→紫）から赤よりも紫の光の方がより屈折しているこ
とが解ります。

●  平面鏡はスタンド付で、あらゆる角度の日光を水平にプリズムに当てること
ができますので簡単に虹が観察できます。

〔別売部品〕
1-115-0636 プリズムNPP（NP用） ･････････････････････ ￥2,500 （＋税）

60°

白色光の分光実験に

NP

 水プリズム（正三角形）
コード 型　式 規　格 入　数 価　格

1-115-0661 MRP 底辺40㎜　高さ60㎜ 2個1組 ¥3,800（＋税）
●  光の分散・屈折実験用の正三角形の水プリズムです。プリズム内に様々な溶
液を入れて実験できます。

●  無色透明な溶質・溶媒の濃度と屈折率の違いをレーザー光の変位との比例関
係から学習できます。砂糖や食塩水の濃度を調べることもできます。

〔仕様〕材質：アクリル樹脂

2個組

MRP
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 光学台KD-2Lシリーズ用部品
コード 品　名 規　格 価　格

1-115-0129 ①高輝度LED光源 白色LED　強弱切替式 ¥12,000（＋税）
1-115-0038 ②十字スリット 白色　十字矢印打抜 ¥2,500（＋税）
1-115-0116

③柄付凸レンズ
約f200㎜　レンズ径65㎜φ ¥1,350（＋税）

1-115-0117 約f150㎜　レンズ径65㎜φ ¥1,350（＋税）
1-115-0102

④大型スクリーン
白色板　150×180㎜ ¥680（＋税）

1-115-0103 半透明板　150×180㎜ ¥680（＋税）
1-115-0104 ⑤スクリーンホルダー 大型スクリーン用 ¥1,600（＋税）
1-115-0113 ⑥ろうそく立 1本立　ろう受付 ¥1,100（＋税）
1-115-0078 ⑦スライド2種 時計型・メダカ型 ¥3,500（＋税）

①

②

③

⑥

⑤

⑦

④

 光学台KD-Dシリーズ用部品
コード 品　名 規　格 価　格

1-115-0099 ①交換ランプ 100V　25W　口金E17 ¥380（＋税）
1-115-0129 ②高輝度LED光源 白色LED　強弱切替式 ¥12,800（＋税）
1-115-0101 十字スリット 赤色透明　矢印印刷 ¥1,500（＋税）
1-115-0038 ③十字スリット 白色　十字矢印打抜 ¥2,500（＋税）
1-115-0116

④柄付凸レンズ
約f200㎜　レンズ径65㎜φ ¥1,350（＋税）

1-115-0117 約f150㎜　レンズ径65㎜φ ¥1,350（＋税）
1-115-0102

⑤大型スクリーン
白色板　150×180㎜ ¥680（＋税）

1-115-0103 半透明板　150×180㎜ ¥680（＋税）
1-115-0104 ⑥スクリーンホルダー 大型スクリーン用 ¥1,600（＋税）
1-115-0113 ⑦ろうそく立 1本立用　ろう受付 ¥1,100（＋税）
1-115-0078 ⑧スライド2種 時計型・メダカ型 ¥3,500（＋税）

②

③

④

⑤

⑦

⑥

⑧

メダカ型
顕微鏡の
原理を2枚
の凸レンズ
を使って体
験

時計型
実像の見え
方を時計を
例に観察

⑧スライド 2種

①

 光学台OB-1シリーズ･光の実験BOX用部品
コード 品　名 規　格 価　格

1-115-0099 ①交換ランプ 100V　25W　口金E17 ¥380（＋税）
1-115-0128 ②高輝度LED光源 白色LED　強弱切替式 ¥12,800（＋税）
1-115-0089 ③十字スリット 赤色透明　矢印印刷 ¥1,500（＋税）
1-115-0097

④柄付凸レンズ
約f150㎜　レンズ径40㎜φ ¥1,250（＋税）

1-115-0098 約f100㎜　レンズ径40㎜φ ¥1,250（＋税）
1-115-0095

⑤スクリーン
白色　75×85㎜　柄付 ¥980（＋税）

1-115-0106 半透明　75×85㎜　柄付 ¥980（＋税）
1-115-0091 ⑥キャリア 穴径6.5㎜　25×45×50㎜ ¥980（＋税）
1-115-0037 ⑦十字スリット 白色　十字矢印打抜　75×85㎜ ¥1,800（＋税）
1-115-0093 ⑧ろうそく立 1本立用　ろう受付 ¥880（＋税）
1-115-0088 ⑨ランプボックス 遮光板とソケットのセット ¥5,800（＋税）
●  凸レンズが物体の像を結ぶ時の、物体の位置と像の位置やその大きさの関係
など焦点、焦点距離、焦点の合う条件を調べるのに使用します。

焦点の合う条件を調べよう

焦点焦点

2f 2f

①

③

④

④

⑤

⑥

⑦

⑧

⑨

高輝度白色
  LED光源

②

滑車
てこ

おもり
ばね

圧力
熱

ルーペ
レンズ

平面鏡
ミラー

偏光板
紫外線

音

磁石

電気実験

静電気

ガラス
プラスチック

生物
地学

素材
パーツ

化学

計量
計測

物理

工具
安全

試薬

171

光学台

コード、価格が赤色のものは、一般によく使用されている商品です。
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 平面鏡
コード 型　式 大　き　さ 外　枠 価　格

1-115-0291 ST-200 250×250×7㎜ アルミフレーム ¥3,000（＋税）
1-115-0316 ST-88 190×155×7㎜ アルミフレーム ¥1,500（＋税）
1-115-0318 ST-70 150×110×7㎜ アルミフレーム ¥850（＋税）
● アルミフレーム、スタンド付の平面鏡です。光の反射実験に最適。
〔仕様〕鏡：ガラス製　保護板　スタンド付

250㎜

250㎜

155㎜

190㎜

110㎜

150㎜

ST-200 ST-88 ST-70

 光のまと当て実験器
コード 型式 温度計 仕　様 価　格

1-116-0205 AO アルコール温度計 0～50℃　1℃目盛 ¥4,800（＋税）
1-116-0206 DO デジタル温度計 0～90℃　分解能0.1℃ ¥5,800（＋税）
● 鏡で太陽光をはね返し、まとに集める事で光の明るさや温度変化について調
べる実験器です。

● まと（温度計）に太陽光を当てると温度が上がることが分かります。
〔仕様〕大きさ：80×75×190㎜ DOAO

 光源装置HG・ML・RL・光の実験BOX用部品
コード 品　名 規　格 価　格

1-115-0041 ①3線スリット板 大きさ　100×170×40㎜ ¥550（＋税）
1-115-0496 ②1線スリット板 大きさ　100×170×40㎜ ¥550（＋税）
1-115-0495 ③角度板付半円レンズ 大きさ　60φ×15㎜ ¥2,500（＋税）
1-115-0046 ④平凸レンズ 約f50㎜　大きさ60×20×15㎜ ¥980（＋税）
1-115-0043 ⑤角度板付平面鏡 大きさ　69×36×35㎜ ¥160（＋税）
1-115-0044 ⑥水槽 大きさ　80×20×40㎜ ¥130（＋税）
1-115-0171 ⑦光源HG用ランプ ハロゲンランプ　12V　10W ¥1,300（＋税）
1-115-0186 ⑧光源ML用ランプ 管球　2.5V　0.4A ¥640（＋税）

● ●

●

●
① ②

③

④

●⑤

●⑥

⑧管球

6

30

⑦ハロゲンランプ

8

20 7

 平面鏡
コード 型　式 大　き　さ タ　イ　プ 価　格

1-115-0327 A 100×150×19㎜ 置型・手鏡両用 ¥380（＋税）
● プラスチックフレームの平面鏡です。スタンド足・持ち手付です。
〔仕様〕鏡：ガラス製　プラスチック枠　スタンド付（持ち手兼用）

 平面鏡
コード 型　式 大　き　さ タ　イ　プ 価　格

1-115-0311 M-2 205×215×20㎜ 置型・壁掛両用 ¥1,800（＋税）
●  プラスチック枠のスタンド付ミラーです。スタンドにより鏡を下向きにも向
けられます。

〔仕様〕鏡：ガラス製　プラスチック枠　スタンド付

手鏡としても
使えます

100㎜

150㎜

205㎜

215㎜

M-2

A

 平面鏡セット（実験用鏡）
コード 型式 入数 大　き　さ 価　格

1-115-0368 SQ-6K 6枚組 123×173㎜ ¥7,800（＋税）
1-115-0369 SQ 1枚組 123×173㎜ ¥1,300（＋税）
● プラスチック製で軽く、ガラスのように割れる心配がありません。
● 背面マグネット付で、取付位置が自在。
〔仕様〕材　質：メタクリル樹脂＋ポリスチレン

厚さ2.3㎜　

6枚組

173mm

123mm

SQ-6K
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173

平面鏡・カッティングミラー

コード、価格が赤色のものは、一般によく使用されている商品です。

 実験用平面鏡
コード 型　式 大きさ 形状 入　数 価　格

1-115-0303 ST 180×130㎜ 自立型 2枚組 ¥3,500（＋税）
●  2枚の鏡の角度を変えて立てた時に映る
像の変化を観察します。

●  鏡は枠なしで2枚つなげても境目が目立
ちませんので、像の観察に適しています。

●  鏡はプラスチック製で軽く、破損時もガ
ラスのような危険性がありません。

〔仕様〕 プラスチック製　縦横自在

枠なしで垂直に
立てられます

130㎜

180㎜

2枚組

170㎜

130㎜

光の反射に

 角度板付平面鏡
コード 型式 角　度　板 鏡 価　格

1-115-0322 KH 90度～0度～90度　5度目盛 170×130㎜ ¥3,300（＋税）
● 光の入射角と反射角の実験に便利な角度板付の平面鏡です。
● 鏡はプラスチック製で軽く、破損時もガラスのような危険性がありません。
● ベースは白色板で光路が見易く光学実験に最適です。
● 反射鏡と角度板はネジ止め式で分解できます。
〔仕様〕反射鏡：プラスチック製　170×130㎜

角度板：白色板　245×140㎜

 カッティングミラー
コード 型　式 大　き　さ 入数 価　格

1-115-0335 CM 300×225㎜（A4サイズ） 5枚 ¥1,800（＋税）
● ハサミで切ったり、折り曲げたりと加工が簡単なプラスチックミラーです。
● 反射の実験や万華鏡工作など幅広く活用できます。
〔仕様〕厚さ0.5㎜　両面ミラー
※コーティング処理は施してありません。

はさみで
切れます

5枚組

 アルミ蒸着シート
コード 型　式 大　き　さ 入数 価　格

1-115-0800 AS 297×210㎜（A4サイズ） 10枚 ¥2,400（＋税）
● シート状の鏡として活用できる柔らかなアルミ蒸着シートです。
● アルミ缶等に張付けて容器を減圧したり加圧したりすると凹面鏡や凸面鏡が
作れます。

● 両面とも鏡に活用でき、ハサミで簡単にカットできます。
〔仕様〕厚さ0.05㎜　両面ミラー

10枚組

鏡として使える
シートです

 二面鏡実験器
コード 型式 平面鏡 二面鏡 付属 価　格

1-115-0305 HG 180×130㎜ 140×150㎜（1枚） 人形 ¥4,800（＋税）
● 平面鏡に映る像のしくみを考える実験器です。1枚の鏡と角度90°の鏡では
映る像が逆になることを確認し、そのしくみを考察します。

● 鏡はプラスチック製で変形防止の補強板に接着しています。
● 二面鏡は角度90°で像がきれいに映るように折目で鏡がぴったり合う構造に
なっています。

● 鏡は枠なしで像の観察や光の全反射に適しています。
● 平面鏡と二面鏡の前にキューピー人形を置くと平面鏡と二面鏡では鏡に映っ
た人形の向きが違います。（写真参照）

〔仕様〕平面鏡：枠なしタイプ　縦横自在　自立します
二面鏡：折り畳み式角度90°　蝶番付

①平面鏡 ②二面鏡

平面鏡
二面鏡

ST

KH

CM

AS

HG

滑車
てこ

おもり
ばね

圧力
熱

ルーペ
レンズ

平面鏡
ミラー

偏光板
紫外線

音

磁石

電気実験

静電気

ガラス
プラスチック

生物
地学

素材
パーツ

化学

計量
計測

物理

工具
安全

試薬

173-174_物理.indd   173173-174_物理.indd   173 2019/02/20   8:43:002019/02/20   8:43:00



マジックミラー

174必要な理科実験器がすぐ検索！

 遮断式反射実験器（鏡に映る像の観察器）
コード 型　式 鏡 価　格

1-115-0362 KHJ 大きさ：28×9.5㎝　上下可動式 ¥12,500（＋税）

岡山大学　荒尾真一教授ご考案
● 鏡を遮断器のように上下でき、鏡の手前と向こうにある物体を比較しながら
同じように見える位置を探すことができます。

● 目の位置と物体を直線で結ぶことで反射の規則性を発見できます。
● 複数の授業展開例と導入で生徒を驚かせるパフォーマンス教材の実演方法が
示された「指導用手引書」が付属しています。

〔仕様〕固定用ホワイトボード：A3サイズ　遮断式鏡（固定用磁石付）
付属： 観察用物体（2×2×5㎝）×2　覗き穴台　指導用手引書付

物体と鏡に映る像との関係がよくわかる！

方眼紙を敷いて
書き込める

観察点を明確にする
覗き穴

片手で鏡の上下が
できる

KHJ

 光の屈折実験器
コード 型　式 水　槽 価　格

1-115-0035 HKI
330×95×220㎜

¥15,000（＋税）
1-115-0036 HKI-RX（レーザー光源付） ¥23,800（＋税）

岡山大学　荒尾真一教授ご考案
● 水中のターゲットを水上から斜めに狙って銛でつくと、ターゲットに当たら
ないことを実感させ、屈折の現象の存在に気づかせます。

● 底のターゲットから銛に向けて光源を当てると、水槽の側面に光線が映り、
銛の位置と比較しながら屈折の現象の自律的な発見と理解が深まります。

〔仕様〕銛：50×5㎜φ　照準パイプ付　角度調整機構付
セット内容： 水槽　銛ホルダ　銛　ターゲット　指導用手引書

ラインレーザー光源（HKI-RXのみ）

見えてるのになぜ当たら
ない?!

HKI

ハーフミラー

背面用黒板

光源装置は付属していません

 実験用ハーフミラー
コード 型式 ハーフミラー 透過率 大きさ 価　格

1-115-0357 HF 200×100㎜ 30％ 204×50×100㎜ ¥4,800（＋税）
●  背面に黒板を入れると通
常の鏡として、黒板を抜
き取ると鏡の向こう側が
透けて見えます。

●  ハーフミラーにより、物
体と像が線対称になって
いることが確認できま
す。

ハーフミラーの後に黒板
を入れると鏡になります

ハーフミラーで物体が透
過して見えます

HF

立体的に
見えます

 マジックミラー
コード 型式 放物面鏡 大きさ 価　格

1-115-0300 MM 内側表面鏡仕上　上下2枚組 235φ×70㎜ ¥12,800（＋税）
● 物体が浮き上がって見える凹面鏡の原理を利用した不思議な光学教材です。
● 物体を下部の鏡の中心に置いて上部の鏡を置くと、上部の鏡の開口部に、物
体の正立立体像を結びます。

MM

自由にカット
できる凹面鏡

 凹面鏡シート（ギョロシート）
コード 型　式 大きさ 入　数 価　格

1-115-0775 GT-60 238×296㎜ 1枚（59㎜角凹面鏡が20区画） ¥1,900（＋税）
● シート状の凹面鏡です。自由にカットして使うことができます。

 ■ 工作例
箱の底に凹面鏡シートを貼り、フタに人形
を付けます。斜めに開けた窓から覗くと、
フタに付けたはずの人形が宙に浮いて見
えます。

GT-60
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 偏光シート（厚手）
コード 型　式 大　き　さ 厚　さ 価　格

1-115-0825 厚手M 300×210㎜ 0.75㎜ ¥4,800（＋税）
1-115-0826 厚手W 300×430㎜ 0.75㎜ ¥8,800（＋税）
●  偏光現象を学ぶのに最適な厚手のシートです。
●  大型厚手の偏光シートですがカッターナイフで切ることができ、偏光を利用
したものづくりや研究などに使用できます。

〔仕様〕偏光率：99.99％　透過率：38％

厚手

 テクノ拡散シート（5枚組）
コード 大　き　さ 厚　さ 入　数 価　格

1-115-0827 125×125㎜ 0.8㎜ 5枚 ¥1,800（＋税）
● 無色透明のシートで2枚の偏光シートの間にテクノ拡散シートを入れて回転
させると緑→青→紫→黄と変化する不思議なシートです。（偏光板は付属し
ていません。）

● 偏光による光と色の相互作用による着色現象の理解が深まります。

5枚組

 偏光フィルム（薄手）
コード 型　式 大　き　さ 厚　さ 入数 価　格

1-115-0820 薄手Sサイズ 124×124㎜ 0.2㎜ 10枚 ¥3,200（＋税）
1-115-0821 薄手Lサイズ 620×500㎜ 0.2㎜ 1枚 ¥5,800（＋税）
●  薄手で柔らかい偏光フィルムです。ハサミで自在にカットできます。
● 偏光ステンドグラスや偏光万華鏡などのものづくりに活用できます。
〔仕様〕偏光率：99.99％　透過率：43％

① プラスチックシートをはさんだ、2枚の偏光板を準備
します
② 偏光板の上に鏡（垂直）を置きます
③ 偏光板と鏡に映した色の違いを調べましょう

光と色の不思議豆 知 識

〔別売部品〕
1-115-0823 偏光フィルム用粘着テープ ･････ ¥2,800 （＋税）
  貼っても偏光に影響を与えません。
 巾5㎝×25m

偏光万華鏡などのものづくりに
薄手

 偏光板（2枚組）
コード 型　式 大　き　さ 入　数 価　格

1-115-0805 PZ-2（2枚組） 直径90㎜φ　目盛板付 2枚組 ¥7,800（＋税）
● 光が波の性質を持っていることや偏光実験、光弾性実験などに使用します。
● 回転角度を計測しやすい目盛板付です。

2枚組

PZ-2

 偏光パネル実験セット
コード 型式 偏光パネル 偏光シート 価　格

1-115-0840 MG 図柄4種　125×125㎜　裏面磁石付 紙枠　2枚 ¥9,800（＋税）
●  偏光板の性質を利用して科学マジック的な演出ができる、おもしろ実験セッ
トです。

●  付属の偏光シートを透して図柄パネルを見ます。パネルを90度回転させる
と、見えていた図柄が見えなくなります。

●  パネルを90度回転させても、変わらない図柄の4種組です。パネルは磁石付
で黒板上に貼付できます。

偏光シート 偏光パネル

90度回転させると…

125㎜

125㎜
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光の波長測定用
回折レプリカ

 回折格子シート
コード 型　式 規　格 大きさ 価　格

1-115-0813 レプリカ500 レプリカ数　500本/㎜ 300×150㎜ ¥4,500（＋税）
1-115-0814 レプリカ1000 レプリカ数　1000本/㎜ 300×150㎜ ¥4,500（＋税）
● 1㎜幅に500本又は1000本の溝を切った透過型の回折格子シートです。
〔仕様〕材質：ポリエステル

スリット500本/㎜ スリット1000本/㎜ 回析格子セット2種組
コード 規　格 大きさ 価　格

1-115-0815 レプリカ数：2種（回析格子37×24㎜）120×50㎜ ¥2,800（＋税）
● レーザー光線の赤色と緑色、青色では干渉縞の見える距離が異なる事も確認
できます。

〔仕様〕500本/㎜（スリット幅0.002㎜）　1000本/㎜（スリット幅0.001㎜）

 光の回折スリット
コード 型　式 スリット 価　格

1-115-0650 S-12 12種 ¥12,000（＋税）
● 1枚のガラス板にピンホール・単スリット・複スリット・回折格子など、12種
類のパターンを精密にクロム蒸着した回折スリットです。

● 最新技術による高精度パターンで、従来にないシャープな回折・干渉像が観
察できます。

〔仕様〕
材質：ガラス（クロム蒸着）　大きさ：80×20㎜
スリット： ピンホール（2種　20μ　40μ）　単スリット（2種　20μ　40μ）

複スリット（2種　50μ　100μ）　回折格子（2種　50μ　100μ）
回折格子（十字）（2種　正方50×50μ　長方50×100μ）
ドットパターン（2種　正方格子　六方格子　ドット間隔50μ）

すぐに実験ができるホルダー付

S-12

色が変わるLED 274頁

 分光シート（ホログラムシート）
コード 格子ライン 大きさ 入数 価　格

1-115-0817 約250本/㎜ 100×100㎜ 10枚 ¥2,400（＋税）
●  透明シートに縦横十文字にラインを入れたもので、点光源等の照明を見ると
美しい虹の模様が二次元的に見えます。

〔仕様〕材質：PET

分光シートを貼付して
  点光源を見てみよう

10枚組

実験動画064

φ20μm

φ20μm

φ40μm

φ40μm

2.
5

3
2.
5

ピンホール 回折格子

d：50μm/100μm

0.
1

0.
1

ｄ ｄ

3
3

3

 簡易分光器製作キット
コード 型式 キット構成 入数 価　格

1-115-0730 MJ 簡易分光器（組立式）　回折格子シート 8個組 ¥2,800（＋税）
● 本体を覗いて光を見ると、綺麗な光のスペクトルが観察できる箱型分光器の
製作キットです。ハサミがなくても工作できます。

● 本体内部にスケールが付いており、波長の計算ができます。
〔仕様〕 大きさ：150×260×35㎜（完成時）　レプリカ数：500本/㎜

蛍光灯のスペクトル 液晶モニタのスペクトル

10
分

組立時間組立時間

完成品

スケール
分光器本体

回折格子シート

8個組

MJ

すぐに実験ができるホルダー付

滑車
てこ

おもり
ばね

圧力
熱

ルーペ
レンズ

平面鏡
ミラー

偏光板
紫外線

音

磁石

電気実験

静電気

ガラス
プラスチック

生物
地学

素材
パーツ

化学

計量
計測

物理

工具
安全

試薬

分光シート

176必要な理科実験器がすぐ検索！
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 ホロスペックスフィルム
コード 型　式 大　き　さ 入数 価　格

1-115-0785 ハート 50×50㎜ 10枚 ¥1,000（＋税）
1-115-0786 雪の結晶 50×50㎜ 10枚 ¥1,000（＋税）
1-115-0787 スマイル 50×50㎜ 10枚 ¥1,000（＋税）
1-115-0788 コスモス 50×50㎜ 10枚 ¥1,000（＋税）
1-115-0789 スパーク模様 50×50㎜ 10枚 ¥1,000（＋税）

雪の結晶ハート スマイル コスモス スパーク模様

10枚組

● 豆球などの点光源を見ると、イラストが浮かび上がる不
思議なフィルムです。

● レーザーポインターを当てるとイラストを投影できます。

 万華鏡工作セット
コード 型式 セット内容 価　格

1-115-0307 MK 鏡3枚　紙筒　模様チップ　分光シート　ガラス球 ¥880（＋税）
● 3枚の鏡で作る万華鏡にガラス球や分光シートを加えると通常の万華鏡では
見られない不思議な光遊びができます。

〔別売部品〕
1-115-0309 ガラス球　直径30㎜　6個組 ･････････････････ ¥380 （＋税）

分光シート 176頁

30
分

組立時間組立時間

鏡
模様チップ

完成品

紙筒

分光
シート

 液体万華鏡セット
コード 型式 セット内容 価　格

1-115-0345 EM 鏡3枚　紙箱　ねじ口試験管　Oリング　ビーズ ¥980（＋税）
● 試験管の中に液体（PVA洗濯のり）とビーズなどの試料を入れ、ビーズがゆっ
くり落ちていく様子を楽しむことができる万華鏡です。

〔別売部品〕
1-115-0346 液体万華鏡用試験管セット（ねじ口試験管1本とビーズのセット） ････ ¥350 （＋税）
1-110-0934 PVA洗濯のり　750mL（ねじ口試験管50本分） ････ ¥380 （＋税）40

分

組立時間組立時間

ビーズ

鏡

完成品

 紫外線発色ビーズ
コード 型　式 入　数 価　格

1-115-0945 UV-AST 約55g（約230個）　遮光瓶入 ¥2,800（＋税）
● 紫外線（太陽光）に当たると発色し、当たらなくなると元の白色に戻ります。
●  ビーズでブレスレットを作ると、紫外線の有無を確認できるおもしろ工作が
できます。

〔仕様〕 色：ピンク・青・黄・紫・橙の混合
大きさ：外径9㎜φ　内径3㎜φ　厚さ6㎜

照射後

照射前

紫外線の有無を確認

UV-AST

手軽に使えるハンディタイプ  ブラックライト
コード 出力 大きさ 電　源 価　格

1-141-0190 4W 160×55×23㎜ 単3電池×4（別売） ¥1,800（＋税）
● 蛍光鉱物などにブラックライトを当てて観察します。
〔別売部品〕
1-141-0191 ブラックライト用電球　4W ･････････････････ ¥380 （＋税）
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ブラックライト

コード、価格が赤色のものは、一般によく使用されている商品です。
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 光ファイバー
コード 規　格 価　格

1-115-0297 1㎜φ×10m　1本　プラスチックファイバー ¥980（＋税）
1-115-0324 2㎜φ×10m　1本　プラスチックファイバー ¥2,480（＋税）
● 全反射により光を遠くまで送ることができる被覆の無い光ファイバーです。
● 一方から光を入れると他方から、その光が照射されて光ります。

工作例

 光ファイバー原理説明器
コード 型式 規　格 価　格

1-115-0670 HF 20×10×230㎜（直棒1　S字棒1） ¥8,600（＋税）
● 光を伝達する光ファイバーの原理を、光の
道すじが見える特殊樹脂を使って実験し
ます。

● S字型は光路が曲がっても光が全反射しな
がら進むことを興味深く実験できます。

● 特殊アクリル樹脂製　ケース入

 マジックルミノペイント
コード 型　式 容　量 価　格

1-115-0925 レッド

50g
¥1,380（＋税）

1-115-0926 グリーン ¥1,380（＋税）
1-115-0927 ブルー ¥1,380（＋税）
● 可視光下では完全に無色透明（乾燥後）ですが、ブラックライトを照射すると
鮮やかに光る水性塗料です。

● 下地と同化して見えなかった絵や文字を浮かび上がらせることができます。
混色も可能です。※太陽光では発色しません。

レッド グリーン ブルー

 水性夜光ペイント（蓄光絵の具）
コード 型　式 規　格 容量 価　格

1-110-0925 イエロー 3～5分蓄光後、
15～20分発光

水性
20g

¥980（＋税）
1-110-0926 オレンジ ¥980（＋税）
1-110-0927 ブルー ¥980（＋税）
● 照明の下では蛍光色で、暗闇になると色鮮やかに発光する水性絵の具です。
※屋外もしくは直射日光の当たる場所等の条件下では数時間で黒変しますの
で使用できません。 イエロー オレンジ ブルー

 蓄光材料
コード 品　名 規　格 価　格

1-110-0998 ケミブライト 発光色：黄緑　粒度10μm　20g入 ¥3,200（＋税）
●  10分の蓄光後、約2～5時間発光可能
● 水に溶けません。液状化させたい場合はクリアラッカーや透明マニキュアに
ケミブライトを10～20％混ぜ合わせて下さい。

● 放射性物質は含んでいません。

 簡易暗箱
コード 型式 大　き　さ 価　格

1-115-0878 PP
380×300×280㎜ (完成時)
540×350×60㎜ (収納時) ¥8,500（＋税）

● 素材はプラスチックダンボールで軽くて丈夫です。組立分解は簡単です。
● 前面上部にフードが有りますので照明を直視することはありません。
材質：ツヤ消し黒色プラスチックダンボール　マジックテープ50×350㎜付

組立式で収納時はコンパクト
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振動数の測定

管口

水だめ

おんさ

共鳴管

アクリル管 ガラス管

共鳴管

 気柱共鳴装置用部品
コード 品　名 仕　様 価　格

1-117-0271 RA用共鳴管 材質：ガラス管　目盛：0～800㎜　1㎜単位 ¥15,000（＋税）
1-117-0276 PW用共鳴管 材質：アクリル管　目盛：5～800㎜　1㎜単位 ¥15,000（＋税）
1-117-0290 気柱用おんさ 850Hz ¥15,000（＋税）
1-117-0291 気柱用おんさ 450～550Hz間の任意の音です（可変ではありません） ¥10,800（＋税）
1-117-0292 水だめ容器 プラスチック製　吊下用取手付 ¥2,800（＋税）

 実験用たいこセット（糸電話実験対応）
コード 型　式 大きさ 価　格

1-117-0345 JKT 210φ×150㎜ ¥18,000（＋税）
● 物から音が出るときに震えていることを確認できる実験用たいこです。
●  付属の小球や振り子は、跳ね上がりの様子を比較することで、音の大小によ
るたいこの震え方を観察できます。

●  音が伝わるときに震えていることを確認できるよう2個のたいこを使った糸
電話の実験ができます。

〔仕様〕 商品構成： 実験用たいこ2個　ベース台2個　目盛付透明枠2個
振動確認球（固定用磁石付）2個　小球（ケース入）1個　
糸電話用吸盤付糸（3m）1本　打棒4本

〔別売部品〕
1-117-0346 実験用たいこ1本（ベース台・打棒2本付） ･････¥4,800 （＋税）

音を聞く・見る・感じる

音の性質を学ぼう  糸電話実験セット
コード 型　式 入　数 価　格

1-117-0355 IDO 6セット ￥6,000（＋税）
● 糸を竹ひごに結びつけて本体の穴に通すだけで糸電話実験を簡単に行える実
験セットです。

● 音を伝える素材としてたこ糸とエナメル線が付属しており、素材や長さを変
えて実験できます。

〔仕様〕商品構成： 紙筒（84φ×170㎜）×12個　竹ひご×2本
たこ糸（約70m）×1巻　エナメル線（14m）×1巻

〔別売部品〕
1-117-0356 糸電話実験セット（本体のみ）IDO-B　2個組 ･･･ ¥950 （＋税）IDO

 ソーゴーパイプ（ドレミパイプ）
コード 型　式 カラー 入　数 価　格

1-117-0340 SG 8色組 10セット ¥3,000（＋税）
● カラフルな極太ストローとポリエチレン栓を使って音階を奏でることができ
る笛を10セット製作できるキットです。

〔仕様〕10セット　極太カラーストロー8色×10　ポリエチレン栓×10
チューニングシート用透明ストロー×10　チューニングシート×10

完成品

10セット

30
分

作業作業時間時間

長さを変えてドレミを作ろう！

SG

実験用たいこ

ベース台

振動確認球
目盛付透明枠

小球
JKT

 カミナリサウンド工作材料セット
コード 型　式 入　数 価　格

1-117-0325 SKZ 10セット ¥4,900（＋税）
● まるで雷のような迫力のある音を出す玩具を作製できるセットです。バネの
わずかな振動が硬紙に伝わり、紙管で増幅される簡単な構造です。

● 音源の振動を、付属の発泡球の動きで観察することもできます。
〔仕様〕商品構成： 紙管×9個　硬紙×9枚　バネ×9本　接着剤×9個

発泡球×100㎖分　完成品×1個

紙管完成品

バネ
接着剤

発泡球
硬紙

10セット

SKZ

ガラス
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 おんさ
コード 型式 周波数 共鳴箱 付属 価　格

1-117-0020 FA 440Hz 180×92×50㎜ たたき棒 ¥18,000（＋税）
● 音の持続時間が20秒以上と長く、音のひずみや割れもなく優れた実験効果が
あげられます。
※共鳴実験には共鳴おんさをご購入下さい。本器では共鳴はしません。
〔仕様〕音名・周波数：A　440Hz

おんさ：鋼製　腕長100㎜
〔別売部品〕
1-117-0021 たたき棒 ･･････････････････････････････････¥2,000 （＋税）
 おんさを傷めずに音を出すことができます。

 モノコード　MN-3B
コード 型　式 ナイロン弦 振動距離 価　格

1-117-0190 MN-3B 線径0.8/1.25㎜（2弦） 60㎝ ¥24,000（＋税）
● ベース板は黒色で、弦（白色）の振動する様子（振幅）がはっきり分ります。
〔別売部品〕
1-117-0193 交換用弦（MN-3B用）　ナイロン弦　2本組 ････ ¥450 （＋税）
1-117-0211 交換用弦（MN-3用）　金属弦　2本組 ･･････････ ¥250 （＋税）
1-117-0212 琴柱　1個 ･････････････････････････････････ ¥680 （＋税）

琴柱

弦張具

 モノコード　MN-2
コード 型　式 金属弦 振動距離 価　格

1-117-0200 MN-2 線径0.3/0.6㎜（2弦） 60㎝ ¥25,000（＋税）
● 2つの弦の張力を同じにするため1端に滑車を取り付けています。琴柱を移動
させるだけで聞こえる音の比較も行えます。

〔別売部品〕
1-117-0201 交換用弦（MN-2用）　金属弦　長さ240㎝ ･････ ¥880 （＋税）
1-117-0212 琴柱　1個 ･････････････････････････････････ ¥680 （＋税）

琴柱

滑車

弦張具

 モノコード
コード 型　式 金属弦 振動距離 価　格

1-117-0230 KM 線径0.3㎜（1弦） 60㎝ ¥6,800（＋税）
● シンプルなデザインの生徒用モノコードです。
〔別売部品〕
1-117-0232 交換用弦（KM用）　0.3㎜φ×90㎝　2本組 ････ ¥280 （＋税）

弦張具

琴柱

 実験用手持おんさ
コード 型　式 音　名 価　格

1-117-0050 8種組 C1、D、E、F、G、A、B、C2 ¥5,800（＋税）
● 物理調純正律の実験用おんさで、C、D、E、F、G、A、B、Cの8種組です。
● おんさの振動を確かめる実験器です。音を聞くには共鳴箱が必要です。

 ■ 実験例
おんさの振動によって水がはじけます。
おんさが振動している事が確認できます。

おんさ

水

手軽に使えるアルミ製おんさです

たたき棒

100㎜
音の持続時間
20秒以上

FA

MN-3B

MN-2

KM
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181

棒磁石

コード、価格が赤色のものは、一般によく使用されている商品です。

 角棒磁石（2本組）
コード 型式 大きさ 極性 磁束密度 価　格

1-118-0010 SA-15 150×18×6㎜ 色分塗装
NS表示

30mT ¥2,800（＋税）
1-118-0011 SA-18 180×18×6㎜ 35mT ¥3,000（＋税）
● 汎用的に活用されている実験用の角棒磁石です。
● 保管に便利な木箱入りです。磁化用コイルで磁力を復元できます。
〔仕様〕2本1組　鋼製磁石　NS極性表示　保磁鉄片付　木箱入

磁界観察用チップ 186頁
SA-18SA-15

150㎜ 180㎜

2本組

 アルニコ角棒磁石（2本組）
コード 型式 大きさ 極性 磁束密度 価　格

1-118-0061 AR-2 6×6×50㎜ NS色分 160mT ¥2,800（＋税）
1-118-0062 AR-3 10×10×50㎜

NS表示

240mT ¥3,500（＋税）
1-118-0059 AR-7 10×10×100㎜ 190mT ¥5,800（＋税）
1-118-0065 AR-6 10×10×150㎜ 250mT ¥10,000（＋税）
● アルニコ磁石は鉄・アルミ・ニッケル・コバルトの合金で、割れや欠けにも強
く安心して使用できます。

〔仕様〕2本1組　角棒タイプ　保磁鉄片付
AR-2,3はプラスチックケース入（70×40×16㎜）　
AR-6は桐箱入（180×54×16㎜）

AR-6AR-3

AR-2

2本組

50㎜

50㎜

150㎜

 アルニコ丸棒磁石（10本組）
コード 型式 大きさ 極　性 磁束密度 価　格

1-118-0050 YA-30 6φ×30㎜

極性表示なし

180mT ¥2,500（＋税）
1-118-0051 YA-60 6φ×60㎜ 200mT ¥3,800（＋税）
1-118-0052 YA-100 6φ×100㎜ 180mT ¥6,800（＋税）
● 小型で強磁力のアル二コ磁石です。磁石あそびや極性調べ等に最適です。
〔仕様〕10本組　プラスチックケース入

10本組

YA-30

YA-60 60㎜
30㎜

 角棒磁石（10本組）
コード 型式 大きさ 極性 磁束密度 価　格

1-118-0005 SA15-10K 150×18×6㎜ 色分塗装
NS表示

30mT ¥12,000（＋税）
1-118-0006 SA18-10K 180×18×6㎜ 35mT ¥13,000（＋税）
● お得な10本組です。木箱は付属していません。
● 磁化用コイルで磁力を復元できます。
〔仕様〕10本組　鋼製磁石　NS極性表示　保磁鉄片付

10本組

2本組

AR-1

AR-4 AR-5

50㎜

100㎜

150㎜

 アルニコ丸棒磁石（2本組）
コード 型式 大きさ 極性 磁束密度 価　格

1-118-0060 AR-1 10φ×50㎜

NS表示

250mT ¥3,800（＋税）
1-118-0063 AR-4 10φ×100㎜ 290mT ¥4,800（＋税）
1-118-0064 AR-5 10φ×150㎜ 300mT ¥7,800（＋税）

〔仕様〕2本1組　丸棒タイプ　保磁鉄片付
AR-1はプラスチックケース入（70×40×16㎜）
AR-4,5は桐箱入（180×54×16㎜）

 ■ ガウス（G）とテスラ（T）について
ガウスとテスラの変換式は下記の通りです。
10000G＝1T　100G＝10mT　1G＝0.1mT

SA15-10K
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U型磁石・フェライト磁石

182必要な理科実験器がすぐ検索！

 フェライト磁石（10個組）
コード 型式 形　状 大きさ 磁束密度 価　格

1-118-0120 A-1

円板

30φ×5㎜ t 54mT ¥450（＋税）
1-118-0121 A-2 20φ×5㎜ t 58mT ¥330（＋税）
1-118-0122 A-2.5 25φ×5㎜ t 60mT ¥300（＋税）
1-118-0123 A-3 15φ×3㎜ t 44mT ¥240（＋税）
1-118-0124 D-1

リング

28φ×3㎜ t　  穴径5㎜φ 50mT ¥480（＋税）
1-118-0125 D-2 29φ×5㎜ t　穴径10㎜φ 89mT ¥980（＋税）
1-118-0126 D-3 60φ×8㎜ t　穴径32㎜φ 120mT ¥2,500（＋税）
● D-2型は鉛筆を利用して磁石の反発実験が行えます。
〔仕様〕両面着磁型

D-2
A-1

A-2

A-3

D-1

D-3

10個組

 アルニコU型磁石
コード 型式 吸着力 大きさ 磁束密度 価　格

1-118-0102 HM-90 100N（約10kg） 45×92㎜ 138mT ¥6,800（＋税）
1-118-0103 HM-115 250N（約25kg）60×116㎜ 150mT ¥8,500（＋税）
● 持ちやすいグリップ付のU型磁石です。
● N極とS極の極性は大きく表示しています。
〔仕様〕グリップ　保磁鉄片付

HM-90 HM-115

92㎜
116㎜

 アルニコU型磁石
コード 型式 吸着力 内巾×高さ 規　格 磁束密度 価　格

1-118-0095 AU-10 5kg 50×110㎜ NS彫刻 70mT ¥8,500（＋税）
1-118-0101 AU-15 20kg 50×90㎜ メッキ仕上

NS彫刻
135mT ¥13,800（＋税）

1-118-0100 AU-30 30kg 50×110㎜ 142mT ¥14,800（＋税）
● AU-10型はグループ実験用に低価格を実現したアルニコU型強力磁石です。
●  AU-15型とAU-30型は強力な磁石により電磁力の実験をダイナミックに行
えます。保管用の木箱入です。

〔仕様〕保磁鉄片付
AU-30

AU-10

強力磁石

110㎜

 U型磁石
コード 型式 内巾×高さ 極　性 磁束密度 価　格

1-118-0097 UK 47×115㎜ NS表示 42mT ¥2,800（＋税）
● 汎用的に活用されている実験用のU型磁石です。
● N極とS極の極性は大きく表示しています。
〔仕様〕鋼製磁石　保磁鉄片付

115㎜

ＮＳ極性表示

 アルニコ角棒磁石（2本組）
コード 型式 大きさ 磁束密度 価　格

1-118-0055 AK-15 10×10×150㎜ 250mT ¥8,800（＋税）
● N極とS極を色分け塗装したアルニコ磁石です。
●  強力な磁力を持ったアルニコ角棒磁石で、磁石あそびや電磁誘導等の実験に効
果的です。

● 専用ケースと保磁鉄片付で保管・管理に便利です。
〔仕様〕 極性： N極S極色分け　N極S極表示

   収納ケース： 桐箱　180×54×16㎜　保磁鉄片付 AK-15
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 カラーマグネット（5色組）
コード 型式 大きさ カラー 入数 価　格

1-118-0155 KM-5 19φ×9㎜ 赤・青・白・黄・緑の5色組 5個 ￥380（＋税）
● アルニコ磁石と同等の強い磁力をもった小型のフェライト磁石です。
● 表面はカラーコーティング処理で仕上げしています。
〔仕様〕フェライト磁石　両面着磁型

 シリコンコートマグネット
コード 型式 カラー 大きさ 価　格

1-118-0315 丸10個（5色×2）赤　青　緑　黒　白の5色各2個 30φ×6㎜ t ￥880（＋税）
● シリコンコーティングなので着磁面を傷つけず、水に濡れても錆びません。
● ネオジム磁石をシリコンゴムでコートした磁石です。
〔仕様〕ネオジム磁石　シリコンゴムシート　両面着磁型

 カラーリングマグネット（10個組）
コード 型式 形状 大きさ 磁束密度 価　格

1-118-0025 赤
リング

26φ×8㎜ t
穴径12㎜φ

120mT
￥1,500（＋税）

1-118-0026 青 ￥1,500（＋税）
● リング状のフェライト磁石をカラーコーティングしています。
● 鉛筆を利用して磁石の反発実験が行えます。
〔仕様〕フェライト磁石　両面着磁型

10個組

10本組

50㎜

 角型フェライト磁石（10本組）
コード 型式 大きさ 極性 磁束密度 入数 価　格

1-118-0130 3型 8×7×50㎜ NS彫刻 75mT 10本組 ¥800（＋税）
● N・S極性の彫刻の入った使いやすいフェライト磁石です。
● 小学校の磁石あそびに最適の、NS極で色分けしたフェライト磁石です。

磁界観察用チップ 186頁

 強力フェライト磁石（10個組）
コード 型式 形　状 大きさ 磁束密度 価　格

1-118-0040 F-1 円板 6φ×2㎜ t 105mT ¥360（＋税）
1-118-0041 F-2 円板 10φ×3㎜ t 110mT ¥450（＋税）
1-118-0042 F-3 円板 15φ×4㎜ t 100mT ¥540（＋税）
1-118-0043 F-4 円板 20φ×4㎜ t 100mT ¥600（＋税）
● 鏡面仕上してある磁力の強いフェライト磁石です。
〔仕様〕両面着磁型F-1F-2

F-4 F-3

10個組

［着磁状態］

両面着磁型磁石

 角型フェライト磁石
コード 型式 大きさ 磁束密度 価　格

1-118-0131 SQ-50 50×50×15㎜ 150mT ¥800（＋税）
1-118-0132 SQ-100 100×100×10㎜ 140mT ¥2,400（＋税）
● コイルスピーカーやジャンプコイルに使用できる大型のフェライト磁石です。
〔仕様〕両面着磁型

SQ-50 SQ-100

50㎜

100㎜
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カラーマグネット

コード、価格が赤色のものは、一般によく使用されている商品です。
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 カラー磁石シート（5枚組）
コード 型式 大　き　さ 価　格

1-118-0145 5色組 100×300×0.8㎜ t ￥1,800（＋税）
● シート全体がマグネットになっておりスチールならピタリと貼りつきます。
● 色は白・赤・青・緑・黄の5色です。
● いろいろな形に切りとって色別の記号として、また文字やマークを書き込ん
で表示板として使用します。

〔仕様〕色：赤・青・白・黄・緑の5色

文字やマークを
書き込めます

5色組

 ゴム磁石（1m）
コード 型　式 巾 長さ 厚み 備考 価　格

1-118-0136 G-2 19㎜ 1m 0.9㎜ t のり付 ￥1,200（＋税）
1-118-0138 G-4 100㎜ 1m 0.8㎜ t のり付 ￥1,200（＋税）
● 長さ1mの帯状で用途に応じて切断して使用します。

工作に便利な裏面のり付けです

G-4

G-2

1m単位のり付です

 ゴム磁石シート（5枚組）
コード 型式 大　き　さ 入数 価　格

1-118-0035 DD 100×300×0.6㎜ t 5枚 ￥1,800（＋税）
● 工作時に便利な1㎝毎にドットの入ったゴム磁石シートです。
● 裏面はのり付です。
〔仕様〕磁石面：1㎝ドット　5㎝毎に＋マーク

ドット柄

5枚組

1㎝毎にドット入 DD

 磁石の反発実験器
コード 型　式 セット内容 価　格

1-118-0077 GH（４個組） リング状磁石　赤青各10個　支柱付ベース４個 ￥3,800（＋税）
● 磁石の吸着や反発を学習する実験器です。
● 台に支柱を立て、ドーナツ型のフェライト磁石を通します。磁石同士が吸着
したり反発したりする現象を通して磁石の極性が効果的に学習できます。

● 磁石は割れにくいコーティング処理済です。
〔別売部品〕
1-118-0025 カラーリングマグネット赤（10個組） ･････････¥1,500 （＋税）
1-118-0026 カラーリングマグネット青（10個組） ･････････¥1,500 （＋税）

割れにくい磁石で安心

支柱 リング状磁石

ベース

4個組

GH

 棒状ゴム磁石（10本組）
コード 型　式 大　き　さ 入　数 価　格

1-118-0140 TF 8×200×4㎜ t 10本組 ￥980（＋税）
● NS極が両端に着磁されたゴム磁石です。
● 磁石ははさみで切断しても切断面に極が現れる現象を、簡単に確認すること
ができます。
 黒板やホワイトボードに貼り付けるなどの用途では使用できません。

※イラストのような色（N極赤　S極青）は付いていません
S極

N極

はさみで切れる

10本組

切っても切っても磁石です

TF
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 ネオジム磁石（円板）
コード 型式 大　き　さ 磁束密度 入数 価　格

1-118-0330 HN-4 4φ×2㎜ t 300mT 10 ¥1,400（＋税）
1-118-0331 HN-10 10φ×5㎜ t 350mT 5 ¥1,800（＋税）
1-118-0335 HN-13 13φ×2㎜ t 240mT 5 ¥1,300（＋税）
1-118-0114 NGS 15φ×5㎜ t 330mT 2 ¥1,800（＋税）
1-118-0115 NG 21φ×4.6㎜ t 280mT 2 ¥2,800（＋税）
1-118-0109 N-30 30φ×15㎜ t 500mT 1 ¥6,000（＋税）
1-118-0038 NW 30φ×30㎜ t 500mT 1 ¥12,000（＋税）

 強い磁力のため、取扱には十分注意して下さい。
〔別売部品〕
1-118-0116 銅パイプ（28φ×500㎜） ･･･････････････････¥3,800 （＋税）

NG

N-30

NGS

HN-10
HN-13

超強力のネオジム磁石で
実験してみよう！

実験動画078

［着磁状態］

両面着磁型磁石

 ネオジム磁石（球状・リング状）
コード 型式 形状 大きさ 磁束密度 入数 価　格

1-118-0333 HB-5 球 5㎜φ 470mT 5 ¥1,600（＋税）
1-118-0334 HB-10 球 10㎜φ 550mT 5 ¥2,800（＋税）
1-118-0108 B-15 球 15㎜φ 670mT 3 ¥3,800（＋税）
1-118-0340 NR-1 リング 14㎜φ　穴径9㎜φ 300mT 2 ¥1,500（＋税）
1-118-0341 NR-2 リング 26㎜φ　穴径20㎜φ 350mT 2 ¥2,800（＋税）
● ネオジム磁石はフェライト磁石の10倍以上、アルニコの6～7倍という強力
な磁力をもった磁石です。
 強い磁力のため、取扱には十分注意して下さい。

球タイプの
ネオジム磁石 ［着磁状態］

両端着磁型磁石

NR-1 NR-2

HB-5
B-15

 立体磁界観察槽
コード 型　式 観察層 観察液 価　格

1-118-0163 GS 110×80×40㎜
線状鉄粉入
シリコンオイル

¥5,800（＋税）
1-118-0164 GL 200×80×40㎜ ¥8,800（＋税）
1-118-0187 DDM 110×80×80㎜ ¥9,800（＋税）
● 透明アクリル容器に鉄粉入りシリコンオイルを封入してあり、従来、平面的
に観察していた磁界を立体的に観察できます。

● 槽を2個組み合わせて使用することもできます（GS・GL）。
● DDMは中空部分にアルニコ棒磁石（付属）を入れて立体的に観察できます。

※ 磁石は付属
していません

GS

110㎜

DDM

110㎜

 ネオジム磁石（棒状）
コード 型式 大　き　さ 磁束密度 入数 価　格

1-118-0345 NB 10φ×20㎜ 533mT 2本組 ￥2,300（＋税）
● 強力な磁力を持った棒状のネオジム磁石です。
● 極性が分かるようにN極シールを貼付しています。

2本組

磁界の観察に

※ 磁石は付属していません

 磁界観察槽
コード 型　式 規　格 価　格

1-118-0166 KS 鉄線封入済：200×270×30㎜ ¥3,800（＋税）
● 透明なケースに鉄線が封入してあり、磁石を置くことにより磁界を観察でき
ます。

● 磁石の形状は棒状・U型いずれでも使用できアルニコ磁石を使用するとより
効果的に磁力線が観察できます。

アルニコ磁石 181頁

KS
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ネオジム磁石

コード、価格が赤色のものは、一般によく使用されている商品です。
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 ビニタイ®（磁界観察用）
コード 大きさ 入　数 重　さ 材　質 価　格

1-118-0150 4×30㎜ 4000本 約280g スチール　塩ビ ¥2,800（＋税）
1-118-0151 4×15㎜ 4000本 約140g スチール　塩ビ ¥4,900（＋税）
1-118-0152 4×15㎜ 8000本 約280g スチール　塩ビ ¥9,800（＋税）
● 30㎜と15㎜の長さにそれぞれカットしたビニタイです。
● 強い磁石に吸着させると、ビニタイが磁力線のように整列します。
● 吸着する鉄線部はビニタイの断面だけですので、綺麗に整列します。
● 磁力線の様子を見るには15㎜をお奨めします。

ネオジム磁石に吸着手に吸着時

 磁界観察用ひし形チップ（磁石用鉄片）
コード 型　式 チップの大きさ 入　数 価　格

1-118-0297 SI ひし形8.5×3㎜　厚さ0.2㎜ 約2500個　110g ¥3,900（＋税）
● 残留磁気の残らないひし形のスチールチップです。
● 残留磁気が残りませんので、磁石での吸着力実験に最適です。
● 小さなチップが面と面で吸着しますので、鉄粉や鉄線とは違った磁石遊びが
できます。

吸着例

弱い磁石にもすごく付きます

 取手付ネオジム磁石（鉄球付）
コード 型式 ネオジム磁石 鉄球（直径11㎜） 価　格

1-118-0030 NMT 30φ×15㎜　磁束密度500mT 約200個　重さ1kg ¥8,000（＋税）
● 大型の取手付ネオジム磁石と鉄球約200個のセットです。
● 強力磁力により磁石が見えないくらいに鉄球が吸着します。
● 多量の鉄球が吸着する事から、ネオジム磁石の強さを体感できます。
● 取手付なので、磁石に鉄球が吸着しても持ちやすいです。
 強い磁力のため、取扱には十分注意して下さい。

驚き体感に発見が一杯

 磁石セット
コード 型　式 種類・総数 価　格

1-118-0143 GS-A ６種類   56個（ケース付） ¥17,000（＋税）
● 磁石の性質について調べることができる磁石セットです。
● ネオジム磁石やアルニコ磁石など、磁力の強い磁石も付属しており、明確な
実験結果を得られやすくなります。

磁石の種類 大きさ 入　数
① ネオジム磁石　円板型 21φ×5㎜ 2個
② アルニコ磁石　丸棒型※ 10φ×100㎜ 2本
③ 鋼製磁石　U型※ 58×115㎜ 2個
④ フェライト磁石　角棒型※ 8×7×50㎜ 20本
⑤ フェライト磁石　円板型 20φ×5㎜ 20個
⑥ フェライト磁石　リング型 29φ×5㎜ 　穴径10㎜ 10個
※NS極名表示

 取手付ネオジム磁石（ビニタイ付）
コード 型式 ネオジム磁石 ビニタイ 価　格

1-118-0028 NOM 30φ×15㎜　磁束密度500mT 4×15㎜　4000本入 ¥12,000（＋税）
● 大型の取手付ネオジム磁石と長さ15㎜のビニタイ4000本のセットです。
● 取手付なので、磁石にビニタイが吸着しても持ちやすいです。
 強い磁力のため、取扱には十分注意して下さい。

①

②

③
④

⑤ ⑥ 収納ケース

GS-A

皿は付属して
いません

NMT

NOM

SI

滑車
てこ

おもり
ばね

圧力
熱

ルーペ
レンズ

平面鏡
ミラー

偏光板
紫外線

音

磁石

電気実験

静電気

ガラス
プラスチック

生物
地学

素材
パーツ

化学

計量
計測

物理

工具
安全

試薬

磁界観察

186必要な理科実験器がすぐ検索！

185-186_物理.indd   186185-186_物理.indd   186 2019/02/18   16:39:432019/02/18   16:39:43



滑車
てこ

おもり
ばね

圧力
熱

ルーペ
レンズ

平面鏡
ミラー

偏光板
紫外線

音

磁石

電気実験

静電気

ガラス
プラスチック

生物
地学

素材
パーツ

化学

計量
計測

物理

工具
安全

試薬

187

方位磁針

コード、価格が赤色のものは、一般によく使用されている商品です。

 小学校用方位磁針
コード 型　式 直　径 目盛板 価　格

1-118-0195 NH 52㎜φ 日本語8方位 ¥680（＋税）
● シンプルな8方位表示で小学生にも解り易いように方位を日本語表示してい
ます。

● 磁針の先端部分を赤色にして指導しやすくしています。
● 南北側にはエナメル線を巻いて電流と磁界の実験もできます。
〔仕様〕南北方向導線ガイド付

 小型方位磁針
コード 型　式 直　径 目盛板 価　格

1-118-0357 UC 40㎜φ 日本語8方位　360度目盛 ¥650（＋税）
● 直径40㎜の小型サイズです。
● 8方位で東西南北の4方位は色文字で見やすくなっています。

4 方位は
見やすい
色文字

 小型方位磁針
コード 型　式 直　径 目盛板 価　格

1-118-0350 HT 47㎜φ 日本語8方位　360度目盛 ¥480（＋税）
● 本体ケースがアルミ製の小型方位磁針で、携帯に便利なストラップが付いて
います。

● 暗い所で光る蓄光塗料付です。
〔仕様〕ストラップ付

方位磁針修正器 189頁

便利な
ストラップ付

 透明方位磁針
コード 型　式 直　径 目盛板 価　格

1-118-0200 PC-45 52㎜φ 8方位　360度目盛 ￥680（＋税）
● 透明アクリル樹脂製の方位用磁針です。
● 8方位記号表示の外周に360°の角度目盛りが付いています。
● N極S極側にはくぼみがありエナメル線を巻いての電流と磁界の実験に活用
できます。

〔仕様〕NS方向導線ガイド付
方位磁針保管ケース 189頁

便利な
導線ガイド付

日本語表示で
指導も簡単

PC-45

NH

UC

CL

HT

 方位磁針
コード 型　式 直　径 目盛板 価　格

1-118-0360 CL 47㎜φ 日本語8方位　360度目盛 ¥580（＋税）
● 方位盤がカラーで色分けされている見やすい方位磁針です。
● 暗いところで光る蓄光塗料付です。
〔仕様〕ストラップ付

カラー方位で
分かり易い
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 オイルコンパス
コード 型　式 直　径 目盛板 価　格

1-118-0205 OC 48㎜φ 4方位　360度目盛 ¥980（＋税）
● オイルダンパーの働きで、方位磁針の動きを安定させます。
● 漢字で十二支も表示しています。
● ストラップ付で首に下げて使用することも可能です。
〔仕様〕防水仕様　ストラップ付

 LEDコンパス
コード 型　式 方位版 大きさ 価　格

1-141-0243 Green 44㎜φ 88×54×14㎜　30g ￥980（＋税）
1-141-0242 Blue 44㎜φ 88×54×14㎜　30g ￥980（＋税）
● 本体横のボタンを押すと、赤色LEDが点灯し、コンパス内部を照らします。
● 目に優しい赤色LED光で夜空の星も見やすく、天体観測に最適です。
〔仕様〕照明付（赤色LED）　オイル式　ストラップ孔

電源：ボタン電池CR2016×1（モニタ電池付属）

Green

Blue
星を見ながら方位を
確認しやすい赤色
LED光源付

見えない磁力線が観察できる
 磁界観察用磁針
コード 大きさ 入　数 価　格

1-118-0184 直径16㎜φ 50個組 ￥5,500（＋税）
● ハトメ形の小型磁針で磁石のまわりに置き、磁力線の方向を観察するのに使
用します。

● 磁針には方位の表記が無く、磁力線の流れがはっきり分かります。
〔仕様〕収納ケース付

 ※磁石は付属していません 

磁針には
方位表記はありません

オイルダンパーで
針が安定

OC

 透明オイルコンパス
コード 型　式 直　径 目盛板 価　格

1-118-0212 TOC 40㎜φ 矢印表記 ¥980（＋税）
● オイルダンパーの働きで方位磁針の動きを安定させます。
● ケースの縁にはどの方向にも線が巻ける溝が設けてありますので、エナメル
線を巻いて電流と磁界の実験にも使用できます。

〔仕様〕導線巻き溝付

どの方向にも
導線が巻ける

TOC

 磁針（台付）
コード 型　式 規　格 価　格

1-118-0170 MN 磁針長100㎜ ￥1,800（＋税）
● 長さ約10㎝の大型磁針です。
● 方位磁針の針が磁石であることを確認できます。
〔仕様〕プラスチック台付
〔別売部品〕
1-118-0171 磁針MN用針のみ（5本組） ･･････････････････ ￥1,800 （＋税） MN
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 方位磁針学習プレート
コード 型式 舟型プレート 付属方位磁針 価　格

1-118-0475 磁針付 100×200×10㎜ 52㎜φ　8方位 ¥2,800（＋税）
1-118-0476 磁針なし 100×200×10㎜ ― ¥2,300（＋税）
●  小学校3年生で学ぶ方位磁針の使い方を、解かり易く指導できる方位磁針用
のプレートです。

●  プレート本体は発泡ポリプロピレン製でとても軽く、持ち運びに便利です。
●  方位磁針をプレート上のくぼみにセットして使用します。
〔別売部品〕
1-118-0195 小学校用方位磁針 NH ･･･････････････････････ ¥680 （＋税）

使用例

200㎜

100㎜

 磁石のレントゲン
コード 型　式 大　き　さ 価　格

1-118-0015 MSS 約34×43㎜ ¥480（＋税）
●  このシートを使うことで、一見同じように見える磁石も、着磁の様子に違い
があることが観察できます。

〔仕様〕サンプルゴム磁石付
※本品は磁石の着磁パターンの観察用です。磁力線の観察には適しません。

MSS
ゴム磁石

サンプルのゴム磁石の上に置くと
縞模様の着磁パターンが見えます

 方位磁針保管ケース
コード 型　式 収納数 価　格

1-118-0454 OKB 6個 ¥2,800（＋税）
● 方位磁針を整理して保管でき、極性が狂っている物が一目で分かるケースです。
● 極性が狂った場合は、方位磁針修正器「針直った」で簡単に直せます。
● 取り外し可能なスペーサーにより、1つのケースに大きさの異なる方位磁針
を収納できます。
※ この保管ケースは防磁仕様ではありません。強い磁力があると、ケース内の
方位磁針が狂う恐れがあります。保管場所にご注意ください。

〔仕様〕方位磁針適合サイズ：52㎜φ・40㎜φ　厚さ15㎜以下
方位磁針修正器内蔵
大きさ：182×152×12㎜　透明外箱付

※方位磁針は付属していません

スペーサー

極性の狂いが
一目で分かる

サイズに合わせて
取り外し可能

OKB

 方位磁針修正器
コード 型　式 大　き　さ 材　質 価　格

1-118-0488 針直った2 60φ×8㎜　38g 塩ビ ¥2,500（＋税）

〈先生の困った対応品：簡単に方位磁針を修正〉
● 正しく北を指さない方位磁針を、手軽に簡単に修正できます。
●  操作は簡単。本器の上に方位磁針を置きます。次に指針の示す方向に方位磁
針を動かすだけで修正できます。

● 背面に滑り止めシートが付いているので、机上でも滑らずに作業できます。

誰でも手軽に修正できます

実験動画156

針直った2

 磁気プローブ
コード 型　式 規　格 価　格

1-118-0207 MK プローブ径28㎜　全長125㎜　プラスチック製 ¥3,900（＋税）
● 磁石などの磁力線の様子を立体的に観察できます。
● ホルダーの先端に取り付けた小型の磁石は立体的に自由に回転でき、磁力線
の流れに沿って正確に動きます。

〔仕様〕磁石4×4×20㎜　NS極色分け表示

磁石が磁力線に
沿って動きます

MK
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方位磁針修正器

コード、価格が赤色のものは、一般によく使用されている商品です。
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 スペクトル管（YS・SPW5両用）
コード 種　類 大　き　さ 価　格

1-121-0003 窒素 14φ×260㎜ ¥6,500（＋税）
1-121-0005 アルゴン 14φ×260㎜ ¥6,500（＋税）
1-121-0006 ネオン 14φ×260㎜ ¥6,500（＋税）
1-121-0007 ヘリウム 14φ×260㎜ ¥6,500（＋税）
1-121-0008 水素 14φ×260㎜ ¥11,000（＋税）

 クロス真空計用真空管（6T用）
コード 真　空　度 価　格

1-121-0072 約4Pa（0.00004気圧） ¥8,800（＋税）
1-121-0073 約18Pa（0.0002気圧） ¥8,800（＋税）
1-121-0071 約133Pa（0.0013気圧） ¥8,800（＋税）
1-121-0074 約400Pa（0.004気圧） ¥8,800（＋税）
1-121-0076 約1330Pa（0.013気圧） ¥8,800（＋税）
1-121-0077 約5300Pa（0.052気圧） ¥8,800（＋税）

放電状態が
真空度で
異なります

6T

 放射線照射樹脂・非照射樹脂（少量パック）
コード 型　式 商品構成 価　格

1-121-0587 少量パック 照射済、照射量小、未照射　各1枚 ¥1,800（＋税）

 X線フィルム
コード 型　式 規　格 価　格

1-121-0620 X線フィルムDIC-100
サイズ：24×30㎜
100枚入　個別番号付 ¥5,800（＋税）

1-121-0621 現像液DQD
現像時間：15秒以上
（液温25℃の場合） ¥2,000（＋税）

1-121-0622 現像液注入器DIP
上記DQDと併用
繰り返し使用可 ¥3,500（＋税）

● X線照射によって感光するフィルムです。
● X線フィルムは別売の現像液と注入器を使用することで簡単に現像できます。
● X線への感光、並びに現像は明室下で行うことができます。

現像液注入器DIP

現像液DQD
X線フィルムDIC-100

X線を視覚化

 放射線照射樹脂・非照射樹脂
コード 型式 照射済 照射量小 未照射 価　格

1-121-0585 Rad3 10枚 10枚 20枚 ¥15,000（＋税）
1-121-0580 Rad 10枚 － 20枚 ¥9,800（＋税）
● 放射線の照射量によって樹脂の性質を変えることができる放射線を利用した
技術を確認できる教材です。

● 非照射樹脂は70℃以上で溶ける性質があり、それに放射線を照射したもの
（照射済）では溶けないことや形状記憶機能も付加されたことが確認できます。
● Rad3は照射量の少ない照射量（小）が付属しており、形質変化が弱いことも比
較できます。

〔仕様〕材質：ポリカプロラクトン　大きさ：7×50㎜　厚み：1㎜

温めてから伸ばす 元の形状に戻る

【形状記憶機能（照射済）】

少量パック

Rad3

お湯に
浸ける

 誘導コイル用部品
コード 規　格 価　格

1-120-0151 円形放電盤　直径60㎜φ×100㎜ ¥2,900（＋税）
● 誘導コイルID-6、ID-6-R、ID-10、LE-10用共通の円形放電盤です。

円形放電盤
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190必要な理科実験器がすぐ検索！
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191

手回し発電機

コード、価格が赤色のものは、一般によく使用されている商品です。

 手回し発電機用教材
コード 型式 品　名 規　格 価　格

1-123-0720 DO 電子オルゴール
12Vタイプの
手回し発電機専用

¥2,200（＋税）
1-123-0710 HD 発光ダイオード ¥1,950（＋税）
1-123-0700 MD 豆電球 ¥1,950（＋税）
● 12V出力の手回し発電機によって破損しにくい構造になっています。
※コンデンサでは点灯、動作しませんのでご注意下さい。

電子オルゴール

発光ダイオード

豆電球

5個組  手回し発電機修理ギアセット
コード 品　名 対応機種 入数 価　格

1-123-0142 中間ギア KC、HG、HG-LM、HG-3V 5個 ¥800（＋税）
● 破損してしまった中間ギアを交換できます。
手回し発電機　中間ギア交換方法
①裏面のネジ３ヶ所を+ドライバーで外します。
②本体カバーを外し、中間ギアを交換します。
③本体カバーを取り付け、ネジで固定します。 中間ギアは交換できます。

←中間ギア

 手回し発電機
コード 型　式 規　格 価　格

1-123-0455 HG 標準タイプ　出力12V ¥1,800（＋税）
●  ハンドルの回転で最大12Vの直流電圧が発電でき、極性はハンドルの回転方
向で変えることができます。

● ⊕と⊖が一目でわかる大型みの虫クリップを採用しています。
〔仕様〕 出　力：直流最大約12V（無負荷時）（ハンドルの回転速度により変動）

コード：1m（赤黒みの虫クリップ付）
大きさ：142×41×112㎜　134g

 モーター発電棒セット
コード 型　式 価　格

1-120-0240 HB ¥1,200（＋税）
● モーターを回転させると発電する事を、簡単に実験できるセットです。
〔仕様〕擦り棒：金属製　滑止用シリコン樹脂付　7φ×300㎜

モーター：DC1.5～3V
豆電球：1.5V　0.3A　みの虫リード線付豆球ソケットHB

モーター擦り棒 豆電球

 モーター発電セット
コード 型　式 価　格

1-120-0220 SM-G ¥1,980（＋税）
● モーターの軸を机に擦り付けるように左右に動かすとLEDが点灯し、モー
ターで発電している様子を確認できます。

〔仕様〕発電用モーター：24.5φ×30.5㎜　軸ゴム被覆　豆球ソケット付
付属：LED電球（赤・3V）

SM-G

モーターの軸を机に擦り
付けるように左右に動
かすとLED が点灯し、
モーターで発電してい
る様子を確認できます。

出力
12V

実験動画036

HG

 手回し発電機
コード 型　式 規　格 価　格

1-123-0460 HG-3V 低出力タイプ　出力3V ¥2,000（＋税）
● 豆電球、電子オルゴール、LEDでの実験用の破損しにくい低出力タイプの手
回し発電機です。

〔仕様〕 出　力：直流約3V（無負荷時）（ハンドルの回転速度により変動）
コード：1m（赤黒みの虫クリップ付）
大きさ：142×41×112㎜　134g
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蓄電実験器

192必要な理科実験器がすぐ検索！

 電気の蓄電実験器 DH
コード 型　式 規　格 価　格

1-120-0500 DH 蓄電実験器　豆電球　LED電球  ¥6,500（＋税）
● 手回し発電機HG（出力12V）を使って電気をコンデンサに蓄電し、蓄えた電
気で豆電球やLED電球を点灯させます。

● 豆電球、LED電球はそれぞれ本体の端子にワンタッチで着脱できます。
● コンデンサに蓄電した電気の逆流防止や充電確認ランプ付です。
※手回し発電機は別売です。
〔別売部品〕
1-120-0495 バナナ端子付電球台　BD　⊕印刷あり ･･････  ¥1,200 （＋税）

手回し
12V豆電球

LED電球

ワンタッチ着脱

実験動画028

DH

 電気の蓄電実験器 CK
コード 型　式 規　格 価　格

1-120-0401 CK-2 蓄電実験器　豆電球　LED電球 ¥5,600（＋税）
● 手回し発電機HG（出力12V）を使って電気をコンデンサに蓄電し、蓄えた電
気で豆電球やLED電球を点灯させます。

● 豆電球、LED電球はリード線で本体の端子に接続します。
● コンデンサに蓄電した電気の逆流防止や充電確認ランプ付です。
※手回し発電機は別売です。

手回し
12V

豆電球
LED電球

コンデンサ

CK-2

 電熱線の発熱実験器（示温タイプ）
コード 型式 大きさ（ベース） 液晶温度計 入数 価　格

1-120-0582 DD-1 100×35㎜ 温度範囲：16～36℃ 1セット ¥2,800（＋税）
● 電熱線の太さによる発熱の違いを液晶温度計で調べる実験器です。
● リード線が付いていますので、実験を簡単に行うことができます。
● ベースは透明プラスチック製で、背面から電熱線の太さを確認できます。
※実験環境（室温が低い等）によっては、細い線が十分に発熱しない場合があり
ます。
 実験が終わったらすぐに電気を流すのを止めてください。 電池 278頁

乾電池用乾電池用

細線

太線
DD-1

 電熱線の発熱実験器 DS
コード 型式 電熱線 付　属 価　格

1-120-0610 DS 3種0.12/0.2/0.4㎜φ 発泡ポリスチレン棒10本 ¥3,800（＋税）
● 同じ長さで太さの異なる2種類の電熱線の、発熱の違いを学習できます。
※電源装置は1-123-0320 ケニス直流電源装置S-3型を推奨します。
〔別売部品〕
1-120-0620 電熱線　線径0.12㎜　長さ1m ･･･････････････ ¥480 （＋税）
1-120-0622 電熱線　線径0.4㎜　長さ1m ････････････････ ¥580 （＋税）
1-120-0619 電熱線　線径0.2㎜　長さ1m ････････････････ ¥550 （＋税）
1-150-0472 発泡ポリスチレン棒　10φ×225㎜　10本入 ･･･ ¥750 （＋税）

電源装置用

0.12/0.2/0.4㎜φ3種の電熱線付

実験動画034

DS

 電熱線の発熱実験器（水熱量タイプ）
コード 型式 電　熱　線 価　格

1-120-0592 SO-1 太線（0.4㎜）　細線（0.2㎜）　コイル状　各30㎝ ¥2,500（＋税）
● 同じ長さで太さの異なる2種類の電熱線の発熱の違いを、水温の上昇で比較
する実験器です。

● 少量の水（30mL程度）で実験するため、短時間に温度差を確認できます。
〔仕様〕 水槽：80×20×40㎜　容量50mL

付属：リード線（赤・黒）1組

電源装置用
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 手回しバンデグラーフ
コード 型　式 規　格 価　格

1-119-0220 くるくるバンデ 工作材料一式（ペットボトル除く） ¥3,900（＋税）
● 身近にあるペットボトルを利用して、発生電圧2～3万ボルトの静電高圧発生
装置を自作することができるキットです。

 静電高圧発生装置（バンデグラーフ）用部品
コード 品　名 大　き　さ 価　格

1-119-0211 VG用ゴムベルト 45㎜×49㎝ ¥2,000（＋税）
1-119-0227 EC用ゴムベルト 50㎜×44㎝ ¥4,800（＋税）
1-119-0236 EMA用ゴムベルト 52㎜×51㎝ ¥5,000（＋税）

くるくるバンデ

手回しバンデグラーフ

静電気
で

静電気
で

静電気
で

フワ～っとフワ～っとフワ～っと
広がる広がる広がる

90
分

組立時間組立時間

完
成
図

静電高圧発生装置 VG

実験用端子

 発電用布
コード 品　名 規　格 価　格

1-119-0040 絹布 22×25㎝ ¥900（＋税）
1-119-0043 ウサギ皮 10×10㎝ ¥1,800（＋税）
1-119-0042 獣皮 12×12㎝ ¥600（＋税）

  獣皮はクロムなめし製法の為、金属アレルギーを起こす場合があります。
ウサギ皮

獣皮絹布

 発電板
コード セット内容 価　格

1-124-0261 塩ビ板（5枚組）　　　150×150×2㎜ ¥750（＋税）
1-124-0262 アクリル板（5枚組）　150×150×2㎜ ¥1,400（＋税）
1-118-0941 塩ビ（表）／アクリル（裏）2面板（2枚組）　180×260×1.5㎜ ¥3,000（＋税）
●  ティッシュで摩擦するとアクリル板は⊕に帯電し、塩ビ板は⊖に帯電します。

塩ビ板と
アクリル板

 発電棒
コード 品　名 規　格 価　格

1-119-0010 エボナイト棒 12φ×200㎜ ¥680（＋税）
1-119-0011 塩ビ棒 12φ×200㎜ ¥480（＋税）
1-119-0012 ガラス棒 12φ×200㎜ ¥600（＋税）
1-119-0013 アクリル棒 12φ×200㎜ ¥1,300（＋税）
1-119-0014 ポリエチレン棒 12φ×200㎜ ¥580（＋税）
● 帯電列（⊕ アクリルースチロールーガラスー毛皮ーエボナイトー絹ーポリエチレンー塩化ビニル ⊖）

エボナイト棒

塩ビ棒 ガラス棒 アクリル棒
ポリエチレン棒

マジックバルーン 252頁

 簡易起電ぼん
コード 型　式 大　き　さ 付　属 価　格

1-119-0155 EY 120×120×95㎜ 獣皮×1 ¥2,800（＋税）
●  静電誘導により繰り返し静電気を取り出すことができます。
〔仕様〕ベース部：塩ビ板（白）　アクリル板（黄）
　　　取手部：アルミ板　塩ビ棒付

4W蛍光灯 272頁
EY

塩ビ板

アクリル板
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コード、価格が赤色のものは、一般によく使用されている商品です。
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 大型ネオン管
コード 型　式 規　格 価　格

1-124-0370 NL 約13φ×100㎜ ¥5,800（＋税）
● 静電気の極性確認に使用できる大型ネオン管です。
●  大型のため点灯がわかりやすく、近づけた物体が⊕・⊖どちらに帯電してい
るのかが判別しやすくなっています。

NL

大きさの比較用NS

板は＋極に帯電

 ネオンランプ（ネオン管）
コード 品　名 規　格 入数 価　格

1-124-0125 ネオンランプNS 6φ×30㎜
（静電気実験用）

1個 ¥240（＋税）
1-124-0129 ネオンランプNS-10K 10個 ¥2,300（＋税）
1-124-0107 ネオンランプ 6×51㎜　1.5mA　100V 10個 ¥600（＋税）
●  静電気実験用で帯電と極性をランプの点灯で確認できます。 ネオンランプNS ネオンランプ

16

35

30

66

 はく検電器
コード 型　式 大きさ 価　格

1-119-0110 EA 90φ×175㎜ ¥6,800（＋税）
●  はくの開閉により物体の帯電の有無、静電気の性質などを調べます。
●  瓶の内側に特殊な薬品を塗布することで、瓶のシールド効果を高め、外部か
らの静電気の影響を受けにくくしています。

〔仕様〕集電板：50㎜φ
⊖に帯電したものを近づける
と、集電板の表面に⊕の電気が
引きつけられ、はくは⊖を帯び、
2枚のはくは反発し合います。

EA

 はく検電器
コード 型　式 大きさ 価　格

1-119-0120 EC 90φ×175㎜ ¥8,500（＋税）
● 物体の帯電の有無、種類などを調べるほか、コンデンサの原理を実験するた
めの対極板と誘導体板が付属しています。

● 帯電しているはく検電器の金属円板に、対極板を近づけるとはくが閉じるた
め、電気容量が増したことが分かります。さらに、帯電しているはく検電器
と対極板の間に誘導体板を入れると、はくの開きが狭くなります（コンデン
サの原理の実験）。

〔仕様〕集電板：50㎜φ
付　属：誘導体板（雲母板）75×75㎜　対極板

帯電しているはく検電器と対極
板の間に誘導体板を入れると、
はくの開きが狭くなります。

コンデンサの働き

対極板
誘導体板

EC

対極板

 イオン放射装置
コード 型　式 規　格 価　格

1-119-0090 帯電くん 大きさ：25×14×95㎜　試験片付 ¥4,800（＋税）
● レバーを押したり、離したりするだけで、はく検電器のはくなどを目的の電
気（⊕・⊖）に帯電させることができます。

● 帯電させたいものに向かってレバーを押すと⊕の電気、レバーを離すと⊖の
電気に帯電させることができます。

● 静電気を除去する除電器としても活用できます。

ワンタッチで
除電します

はく検電器のはくの開閉もできます。

帯電・除電が自由自在

帯電くん
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195

替刃式メス

コード、価格が赤色のものは、一般によく使用されている商品です。

20枚入

No.22

No.23

No.24

No.20No.10

No.11

No.14

No.15

No.3

No.4

No.P3

No.P4

柄

替刃

滅菌
済

 替刃式メス（カイインダストリーズ）
■替刃式メス（No.3、No.P3タイプ）
柄と替刃を組合せて使用します。（他社製品との互換性はありません）
コード 型　式 品　名 規　格 入数 価　格

1-154-0115 No.3 柄（ステンレス） 全長125㎜ 1本 ¥980（＋税）
1-154-0116 No.P3 柄（プラスチック） 全長130㎜ 10本 ¥2,000（＋税）
1-154-0106 No.10

替刃

円刃 20枚 ¥1,200（＋税）
1-154-0107 No.11

尖刃 20枚
¥1,200（＋税）

1-154-0113 No.14 ¥1,200（＋税）
1-154-0114 No.15 ¥1,200（＋税）

■替刃式メス（No.4、No.P4タイプ）
柄と替刃を組合せて使用します。（他社製品との互換性はありません）
コード 型　式 品　名 規　格 入数 価　格

1-154-0117 No.4 柄（ステンレス） 全長125㎜ 1本 ¥980（＋税）
1-154-0118 No.P4 柄（プラスチック） 全長130㎜ 10本 ¥2,000（＋税）
1-154-0119 No.20

替刃

円刃 20枚
¥1,200（＋税）

1-154-0121 No.22 ¥1,200（＋税）
1-154-0122 No.23

尖刃 20枚
¥1,200（＋税）

1-154-0123 No.24 ¥1,200（＋税）

 替刃の販売には管理医療機器の販売届出が必要です。

〔ブレイドリムーバーの使い方〕

メスを差込む 上部ボタンを押す メスの柄を引き抜く

  替刃の交換は危険が伴ないますので、必ずブレイドリムー
バーをご使用下さい。

 ブレイドリムーバー
コード 規　格 価　格

1-154-0258 プラスチック製　替刃収納枚数150～300枚 ¥850（＋税）
● 替刃式メスの替刃を容易に取外し、本体内に収納する脱刃ケースです。
※カイ製品・フェザー製品共通で使えます。

■替刃式メス（No.4タイプ）
柄と替刃を組合せて使用します。（他社製品との互換性はありません）
コード 型　式 品　名 規　格 入数 価　格

1-318-0009 No.4 柄（ステンレス）全長136㎜ 1本 ¥1,150（＋税）
1-318-0011 No.20

替刃

円刃 100枚
¥6,000（＋税）

1-318-0012 No.21 ¥6,000（＋税）
1-318-0013 No.22 ¥6,000（＋税）
1-318-0014 No.23

尖刃 100枚
¥6,000（＋税）

1-318-0015 No.24 ¥6,000（＋税）

 替刃の販売には管理医療機器の販売届出が必要です。

 替刃式メス（フェザー）
■替刃式メス（No.3、No.7タイプ）
柄と替刃を組合せて使用します。（他社製品との互換性はありません）
コード 型　式 品　名 規　格 入数 価　格

1-318-0001 No.3
柄（ステンレス）

全長126㎜ 1本 ¥1,150（＋税）
1-318-0002 No.7 全長161㎜ 1本 ¥1,150（＋税）
1-318-0004 No.10

替刃

円刃 100枚 ¥6,000（＋税）
1-318-0005 No.11

尖刃 100枚
¥6,000（＋税）

1-318-0007 No.14 ¥6,000（＋税）
1-318-0008 No.15 ¥6,000（＋税）

ブレイド
リムーバー

柄 No.3

No.7

No.4

替刃

滅菌
済

メスを差し込み上
部ボタンを押して
脱刃します。

No.10

No.11

No.14

No.15

No.20

No.21

No.22

No.23

No.24

100枚入
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解剖メス

196必要な理科実験器がすぐ検索！

 解剖メス
コード 型　式 規　格 価　格

1-154-0170 尖刃 全長155㎜　先端カバー付 ¥880（＋税）

〔仕様〕材質：ステンレス

 本品の販売には管理医療機器の販売届出が必要です。

ステンレス製で
錆びにくい

使用方法

 ブレードホルダー
コード 品　名 大きさ 材　質 価　格

1-318-0040 ブレードホルダー 全長153㎜ ステンレス ¥5,800（＋税）

〈先生の困った対応品：カミソリ刃のよく切れるメス〉
● カミソリの刃をホルダーに挟んで折り取り、メスとして使用します。

 カミソリ（10枚組）
コード 型式 厚　さ 大きさ（㎜） 材　質 入　数 価　格

1-155-0506 片刃 0.245㎜ 39.3×18.4 炭素鋼 10枚（1箱） ¥480（＋税）
1-155-0507

両刃
0.1㎜ 42.7×22.0 炭素鋼 10枚（1箱） ¥480（＋税）

1-155-0517 0.1㎜ 42.7×22.0 ステンレス 10枚（1箱） ¥900（＋税）
● ブレードホルダーと併用すると簡易なメスとして使用できます。

片刃 両刃 ステンレス

10枚組

 収納式ディスポーザブルメス
型式 タイプ 刃長 コード 価　格（1本） コード 価　格（10本）

SS-10 円刃 25㎜ 1-154-0235 ¥180（＋税）1-154-0516 ¥1,600（＋税）
SS-11

尖刃
20㎜ 1-154-0236 ¥180（＋税）1-154-0517 ¥1,600（＋税）

SS-14 26㎜ 1-154-0210 ¥180（＋税）1-154-0518 ¥1,600（＋税）
SS-20

円刃

28㎜ 1-154-0211 ¥180（＋税）1-154-0519 ¥1,600（＋税）
SS-21 34㎜ 1-154-0212 ¥180（＋税）1-154-0520 ¥1,600（＋税）
SS-22 38㎜ 1-154-0213 ¥180（＋税）1-154-0521 ¥1,600（＋税）
SS-23

尖刃
28㎜ 1-154-0214 ¥180（＋税）1-154-0522 ¥1,600（＋税）

SS-24 34㎜ 1-154-0215 ¥180（＋税）1-154-0523 ¥1,600（＋税）
● 刃がハンドル内に収納できるディスポーザブルメスです。
〔仕様〕形状：刃収納タイプ　滅菌：ガンマ線滅菌済

 本品の販売には管理医療機器の販売届出が必要です。

刃が収納できて安全です滅菌
済

収納時

SS-10 SS-11

SS-10

SS-11

SS-14

SS-20

SS-21

SS-22

SS-23

SS-24

刃の形状

 ディスポーザブルメス
コード 型　式 タイプ 刃　長 価　格

1-345-0600 SP-10 円刃 21㎜ ¥180（＋税）
1-345-0601 SP-11

尖刃
18㎜ ¥180（＋税）

1-345-0602 SP-14 22㎜ ¥180（＋税）
1-345-0604 SP-21

円刃
36㎜ ¥180（＋税）

1-345-0605 SP-22 38㎜ ¥180（＋税）
1-345-0606 SP-23

尖刃
28㎜ ¥180（＋税）

1-345-0607 SP-24 36㎜ ¥180（＋税）
● プラスチック製の柄が一体装着された使い捨てタイプの解剖メスです。
※刃は取り外しできません。
〔仕様〕 形状：刃先保護カバー付　滅菌：ガンマ線滅菌済　

包装：アルミ箔完全密封

 本品の販売には管理医療機器の販売届出が必要です。

SP-10

SP-11

SP-14

SP-21

SP-22

SP-23

SP-24

SP-10 SP-11 SP-22

滅菌
済

刃の形状
解剖用具

水槽
飼育

採集
標本製作

植物栽培

バイオ

生きた生物

プレパラート

顕微鏡

天体
気象

地学
岩石

ガラス
プラスチック

素材
パーツ

工具
安全

計量
計測

化学

物理

生物
地学

試薬

195-196_生物・地学.indd   196195-196_生物・地学.indd   196 2019/02/18   18:35:302019/02/18   18:35:30



197

解剖はさみ

コード、価格が赤色のものは、一般によく使用されている商品です。

AR AFAK

 解剖はさみ
コード 型　式 形　状 全　長 価　格

1-154-0271 AR 直型両尖

ネジ止式

140㎜ ¥1,100（＋税）
1-154-0272 AK 直型片尖 140㎜ ¥1,100（＋税）
1-154-0275 AF 眼科直型 120㎜ ¥1,100（＋税）
● 児童や生徒が扱う学習に最適なネジ止式タイプの解剖はさみです。
● ARは両方の先端が尖ったタイプ、AKは片方の先端が尖ったタイプ、AFは先
端が細く、細かな作業に適したタイプです。

〔仕様〕材質：ステンレス

 解剖はさみ
コード 型　式 形　状 全　長 価　格

1-154-0262 C 直型両尖
ハズシ式

140㎜ ¥2,800（＋税）
1-154-0263 D 直型片尖 140㎜ ¥2,800（＋税）
● Cは両方の先端が尖ったタイプ、Dは片方の先端が尖ったタイプです。
〔仕様〕材質：ステンレス

C D

金属柄ベーク柄

 分離針（有柄針）
コード 型　式 規　格 価　格

1-154-0300 ベーク柄 全長130㎜　針部35㎜ ¥280（＋税）
1-154-0301 金属柄 全長150㎜　針部40㎜ ¥580（＋税）
●  解剖やプレパラート製作の際に、各器官の形態を細かく調べたり、試料の一
部分を押えたりするのに用います。

〔別売部品〕
1-154-0302 針（10本組）45㎜　ベーク柄・金属柄共通 ･････ ¥580 （＋税）

 解剖ざら
コード 型式 規　格 価　格

1-154-0223 HE 大・小　各1枚  ホーロー製　ゴム板付 ¥4,800（＋税）
1-154-0220 大 365×275×55㎜　ホーロー製　ゴム板付 ¥2,800（＋税）
1-154-0221 小 270×205×30㎜　ホーロー製　ゴム板付 ¥2,000（＋税）

〔別売部品〕
1-154-0225 ゴム板のみ　大　320×230×厚さ3㎜ ･･･････ ¥680 （＋税）
1-154-0226 ゴム板のみ　小　230×180×厚さ3㎜ ･･･････ ¥500 （＋税）

ゴム板付

ステンレスバット 92頁

 解剖はさみ
コード 型　式 形　状 全　長 価　格

1-154-0264 E 眼科直型
ネジ止式

110㎜ ¥2,600（＋税）
1-154-0278 NY 直型片玉 140㎜ ¥2,500（＋税）
● 眼科用は小型の両尖タイプです。
● NYは片方の先端が丸くなっているはさみで、刃先で下部の組織を傷付けにく
くなっています。

〔仕様〕材質：ステンレス
E

玉付で組織を
傷めません

NY
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ピンセット

198必要な理科実験器がすぐ検索！

コード 型式 全長（㎜）形状 価　格

1-154-0280 A 125 直 ¥150（＋税）
コード 型式 全長（㎜）形状 価　格

1-154-0281 B 125 先曲 ¥150（＋税）

コード 型式 全長（㎜） 形状 価　格

1-154-0289 E 125 尖（AA） ¥200（＋税）

コード 型式 全長（㎜） 形状 価　格

1-154-0292 H 150 歯科用 ¥580（＋税）
コード 型式 全長（㎜） 形状 価　格

1-154-0291 G 125 平（切手用） ¥250（＋税）
コード 型式 全長（㎜） 形状 価　格

1-345-0254 P-881 110 尖（GG） ¥850（＋税）

コード 型式 全長（㎜）形状 価　格

1-154-0283 C-2 150 先曲 ¥380（＋税）

コード 型式 全長（㎜）形状 価　格

1-154-0282 C-1 150
直

¥330（＋税）
1-154-0284 C-3 180 ¥390（＋税）

 ピンセット
● 丈夫で作業性の高い標準ピンセットです。用途に合わせてお選び下さい。　〔仕様〕材質：ステンレス

A B C-1

C-2 D-1 E

P-881 G H

コード 型式 全長（㎜）形状 価　格

1-154-0285 D-1 240
直

¥1,380（＋税）
1-154-0286 D-2 300 ¥1,700（＋税）

 KFIピンセット（精密ピンセット）
コード 型　式 全　長 形　状 価　格

1-345-0200 K-1 130㎜ 尖（AA） ¥1,350（＋税）
1-345-0201 K-3 125㎜ 尖（GG） ¥1,450（＋税）
1-345-0204 K-20 150㎜ 尖（RR） ¥1,600（＋税）
1-345-0207 K-29 140㎜ S ¥1,850（＋税）
1-345-0203 K-14 160㎜ 歯科用タイプ ¥2,900（＋税）
1-345-0211 K-4 130㎜ 尖（MM） ¥1,350（＋税）
● 耐酸性・耐腐食性に優れた精密タイプのピンセットです。
〔仕様〕材質：ステンレスSUS304

K-1

K-3

K-20

K-29

K-14

K-4

 ピンセットセット
コード 型　式 タ　イ　プ 価　格

1-345-0500 3本組 全長125㎜　直・尖（AA）・先曲 ¥780（＋税）
1-345-0501 5本組 直・ベビー用・切手用・尖（AA）・逆作用 ¥1,380（＋税）
● 汎用性の高い形状のピンセットのセットです。
● 収納に便利なケース付です。
〔仕様〕材質：ステンレス

3本組 5本組
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 スチロール丸型水槽
コード 型式 大きさ 価　格

1-132-0310 R-240 240φ×120㎜ ¥780（＋税）
1-132-0311 R-300 300φ×150㎜ ¥1,280（＋税）
●  気体の水上置換など各種化学実験や魚類の
飼育に最適です。

〔仕様〕 材　質：ポリスチレン
使用温度範囲：20～60℃

汎用性の広い丸水槽

 枠付スチロール丸水槽
コード 型式 大きさ 価　格

1-131-0860 WT-300
300φ×
150㎜ ¥2,800（＋税）

●  運搬に便利な枠付きの丸水槽です。
〔仕様〕 材  質：ポリスチレン

容  量：約10L
使用温度範囲：20～60℃
付　属： 運搬用枠

（スチール製コーティング仕上）

枠付で移動に便利

 丸水槽（ガラス製・枠付）
コード 型式 大きさ 価　格

1-131-0792 RG-3
300φ×
150㎜ ¥29,800（＋税）

●  ガラス製の大型丸水槽です。
●  移動に便利な取手付です。
〔仕様〕 材　質：ガラス

付　属： 運搬用枠
（スチール製コーティング仕上）

安全性に優れた枠付

 虫飼育ケース
コード 型　式 大　き　さ 価　格

1-153-0160 ナノ PT2601 215×215×330㎜ ¥8,800（＋税）
1-153-0162 3045 PT2602 315×315×480㎜ ¥13,700（＋税）
● 縦長で、蝶の羽化の観察に適しています。
● 前面が開閉式扉になっています。
● 底部は水をためておくことも可能なので、爬虫類・両生類の飼育に適してい
ます。

〔仕様〕材質：水槽／ガラス（4㎜厚）　天井面／ステンレスメッシュスクリーン

蝶の羽化の観察に

ナノ PT2601

 飼育ケース
コード 型　式 容　量 大　き　さ 価　格

1-153-0145 PW-02BL 3.2L 240×160×165㎜ ¥750（＋税）
1-153-0146 PW-03BL 7.5L 300×200×205㎜ ¥1,450（＋税）
● 小さな生物の飼育に適した小型の飼育ケースです。
● 前面が曲面になっており、中を広く観察できます。

中を広く観察できる曲面タイプ

PW-02BL

 仕切付飼育ケース
コード 型　式 大　き　さ 価　格

1-153-0156 PW-15 235×160×155㎜ ¥980（＋税）
● 仕切をスライドさせられる飼育ケースです。
● 2種の生物を同時に飼うことができます。
● 透明性に優れており、生物の細部まで観察ができます。

仕切付で2種同時に飼育できる!!

PW-15
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 アクアリウム（ガラス水槽）
コード 型　式 容　量 大　き　さ 価　格

1-152-0821 MS-2 約18L 359×220×262㎜ ¥5,800（＋税）
1-152-0822 MS-3 約23L 398×254×280㎜ ¥6,300（＋税）
● 小型タイプでグループでの飼育観察に最適です。
〔仕様〕材質：4面ガラス張　プラスチック枠　　付属：フタ

ガラス水槽

 アクアリウム（ガラス水槽）
■P-45、P-45SBW
コード 型　式 容量 大きさ（㎜） エアーポンプ 価　格

1-152-0825 P-45
約35L 450×300×300

― ¥7,800（＋税）
1-152-0827 P-45SBW ○ ¥11,300（＋税）

※水温度計、すくい網、ハイポが付属しています。
〔仕様〕材質：4面ガラス張　プラスチック枠　
■P-60、P-60SBW
コード 型　式 容量 大きさ（㎜） エアーポンプ 価　格

1-152-0826 P-60
約57L 600×300×360

― ¥8,800（＋税）
1-152-0828 P-60SBW ○ ¥12,300（＋税）

※水温度計、すくい網、ハイポが付属しています。
〔仕様〕材質：4面ガラス張　プラスチック枠　 P-60

P-45

ガラス水槽

 アクリル水槽
コード 容　量 大　き　さ 価　格

1-152-0710 約40L 450×300×300㎜ ¥14,500（＋税）
1-152-0711 約60L 600×300×360㎜ ¥19,500（＋税）
●  ガラスに比べ割れにくく、扱いやすいアクリル製の水槽です。
〔仕様〕材質：アクリル

軽
く
て
割
れ
に
く
い

割れにくいアクリル水槽

 メダカ産卵飼育セット
コード 型式 セット内容 価　格

1-152-0850 MDKS 40㎝ 水槽（フタ付）、LED照明、黒玉土、産卵藻、エサ、水温計 ¥17,300（＋税）

 アクアリウム飼育用具セット
コード 型式 大　き　さ 価　格

1-153-0195 GTS300 300×200×250㎜　約13L ¥6,800（＋税）
〔仕様〕付属： 外掛式フィルタSFS　ガラスフタ　フタ受けホルダ　

クッションマット　カルキ抜き　水質調整剤

MDKS

GTS300

 飼育ケース
コード 型　式 容　量 大　き　さ 価　格

1-153-0140 PW04BL 12.8L 380×230×250㎜ ¥1,800（＋税）
1-153-0141 PW05BL 21.5L 430×260×315㎜ ¥3,200（＋税）
1-153-0142 PW06FB 6.5L 375×250×168㎜ ¥1,800（＋税）
● 昆虫、魚、両生類などの飼育に適したプラスチック製ケースです。
● PW06FBは天窓が広く、観察に適したフラットタイプです。

PW04BL

25㎝

23㎝
38㎝

PW06FB
25㎝

16.8㎝

37.5㎝

ガラス水槽
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稚魚や弱った魚を隔離水に浮く観察カップメダカを静止した状態で観察

 メダカの雌雄観察器
コード 型式 ルーペ 価　格

1-154-0595 MO 4倍 ¥2,800（＋税）

〈先生の困った対応品：オスとメスを比較したい〉
●  水槽内で泳いでいるメダカの雌と雄を比較
観察するのに便利な観察水槽です。

●  左右の水槽にメダカを入れることによりメ
ダカを静止した状態で観察できます。

〔仕様〕水　槽：60×14×42㎜　半凸型
ルーぺ：ガラス製　4倍　直径40㎜φ
大きさ：130×65×60㎜

 メダカの卵飼育カップ
コード 型式 入数 価　格

1-154-0600 BL-4K 4個組 ¥2,500（＋税）
●  水草に産卵したメダカの卵の観察に便利な
レンズ付の観察カップです。

●  飼育カップは浮き輪が付属していますの
で、親メダカの水槽に浮かべて飼育したり、
卵の発育状態の観察に便利です。

〔仕様〕大きさ：57φ×65㎜　浮き輪付
ルーぺ：約5倍　空気穴付
機　能：底面スケール付

 メダカの産卵箱
コード 型式 価　格

1-152-0707 BB ¥1,800（＋税）
●  メダカやグッピー等の卵や弱った魚を水槽
内で隔離できます。

●  生まれたばかりの稚魚は仕切板の下に隔離
され、親魚に食べられる心配がありません。

●  ケースを水槽から移動しても、水が一定量残
るので、稚魚が干上がる心配がありません。

〔仕様〕 大きさ：155×102×127㎜
フタ付

4個組

 フラット観察槽
コード 型式 大きさ（㎜） 価　格

1-154-0590 FK-15 150×150×20 ¥2,500（＋税）
1-154-0591 FKM-14 145×70×30 ¥980（＋税）
1-154-0592 FKM-20 200×140×45 ¥1,800（＋税）
●  動物の向きや動きを制限し、水中の生き物
の観察が容易な薄型水槽です。

〔使用例〕メダカの雌雄・植物の根の観察等
〔仕様〕材質： FK-15／透明アクリル

FKM-14・20／ポリスチレン
規格：スケール付（FKM-14・20のみ）

 メダカ飼育セット
コード 型式 大きさ 価　格

1-157-0780 KM 170×170×170㎜ ¥2,800（＋税）
●  メダカの飼育用の小型水槽セットです。
●  餌やフィルタがセットになっており、購入
後すぐにご使用いただけます。

〔仕様〕セット内容：水槽　専用フタ
 循環装置　餌　カルキ抜き

 産卵ネット
コード 型式 価　格

1-152-0705 SN ¥750（＋税）
●  孵化直後の稚魚や弱った魚を守る防護ネッ
トです。産まれたばかりの魚を他の魚と同
じ水槽で飼育することが出来ます。

●  ソフトな素材で組立てやすい構造です。
●  メダカやグッピーの繁殖に特に適しています。
〔仕様〕大きさ：165×125×130㎜

観察しやすい薄型です

小学校5年生の教科書ではメダカの雄・雌の違いを観察します。広い
水槽ではメダカが活発に動き回るため、じっくりと形態を観察するこ
とは困難ですが、メダカの雌雄観察器やフラット観察槽を使用すると、

動きを制限でき観察しやすくなります。また小学校6年生で魚の血管
と血液の流れを観察する際に、ユニパックを使用すると、顕微鏡観察
が可能になります。

メダカの雌雄判別と血流の観察には豆 知 識

すぐに使える飼育セット

※写真は使用例です。

稚魚の飼育に最適

解剖用具

水槽
飼育

採集
標本製作

植物栽培

バイオ

生きた生物

プレパラート

顕微鏡

天体
気象

地学
岩石

ガラス
プラスチック

素材
パーツ

工具
安全

計量
計測

化学

物理

生物
地学

試薬

201

アクアリウム

コード、価格が赤色のものは、一般によく使用されている商品です。

201-202_生物・地学.indd   201201-202_生物・地学.indd   201 2019/02/20   10:52:072019/02/20   10:52:07



 エアーストーン
コード 型　式 形　状 大きさ 価　格

1-152-0585 GX-63

球状

約20㎜φ ¥150（＋税）
1-152-0586 GX-62 約30㎜φ ¥200（＋税）
1-152-0587 GX-61 約50㎜φ ¥320（＋税）
1-152-0595 GX-73

棒状
10㎝ ¥270（＋税）

1-152-0596 GX-74 15㎝ ¥300（＋税）
● 細かく均一な泡を吐出し、型くずれしない高温焼結エアーストーンです。

GX-73GX-62

 乾電池式エアーポンプ
コード 型　式 大きさ 価　格

1-152-0915 B1
80×180×55㎜

¥1,600（＋税）
1-152-0916 B2（防滴タイプ） ¥2,300（＋税）
● 電池式で持ち運べるエアーポンプです。
● 生物採集や試料の輸送時などに便利です。
〔仕様〕電源：単1アルカリ電池×2（別売）

付属：直径20㎜エアストーン　チューブ70㎝
採水バケツ 205頁

ポンプ

ろ過器

 アクアリウム用エアーポンプ
コード 型　式 商品構成 価　格

1-152-0645 2000SB-S ポンプ　ろ過器　チューブ1m ¥3,200（＋税）
● エアーポンプ内部の音を逃がさない特殊密閉構造で、従来のポンプより静音
設計になっています。

〔仕様〕適応水槽：水深50㎝以下　幅120㎝以下
吐出量：0.5～1.5L/分　強弱調整ダイヤル付
送風口径：5㎜φ（エアーホース用）
電　源：AC100V　50/60Hz　2.1/1.9W
大きさ：103×62×160㎜
ろ過器：3層構造マット　チューブ1m付 プログラムタイマー 152頁

 エアーポンプ
コード 型　式 吐出口 適応水槽 価　格

1-152-0650 2000SB 1個
幅60㎝×水深40㎝以下

¥2,300（＋税）
1-152-0651 4000WB 2個 ¥2,900（＋税）
1-152-0652 6000WB 2個

幅120㎝×水深50㎝以下
¥3,600（＋税）

1-152-0655 9000FB 4個 ¥8,800（＋税）
● エアーポンプ内部の音を逃がさない特殊密閉構造で音が静かです。
※送風口径：5㎜φ（エアホース用）　電　源：AC100V　50Hz/60Hz
※エアーホースは内径4㎜をお薦めします。
※ビニール管は付属していません。

ビニール管 96頁 9000FB

2000SB

最大4つに送気できます

細かく均一な泡を作ります

 活性炭・天然石（敷石）
コード 品名・型式 使用量の目安 価　格

1-152-0906 活性炭70g（1袋入） 45㎝ 水槽　3袋
60㎝ 水槽　4袋 ¥210（＋税）

1-152-0907 天然石3㎏入 40㎝ 水槽以下　3～6㎏ 
60㎝ 水槽　　　4～10㎏ 
90㎝ 水槽　　　8～20㎏ 

¥780（＋税）

1-152-0756 天然石6㎏入 ¥1,500（＋税）

● 活性炭は外部フィルターなどに入れてご使用下さい。
〔仕様〕米粒サイズ

天然石活性炭

野
外
で
使
え
る
電
池
式

B1

2000SB-S
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 カルキ抜き
コード 型　式 規　格 価　格

1-152-0966 テトラコントラコロラインプラス 熱帯魚・金魚用　内容量250mL ¥700（＋税）
● 水道水に含まれる残留塩素を中和します。淡・海水共用です。

 人工海水
コード 品　名 規　格 価　格

1-152-0973 テトラマリンソルトプロ50L用 1.7㎏（約50Lに対応） ¥1,890（＋税）
● 溶解性にすぐれ、すばやく海水をつくることができます。

カルキ抜き人工海水

 ブラインシュリンプ（アルテミア）
コード 型　式 容　量 価　格

1-152-0695 シュリンプS 20g ¥850（＋税）
1-152-0696 シュリンプL 100g ¥5,800（＋税）

● 塩水中に入れると約24時間で孵化するアルテミアの耐久卵です。
● 天然フードなので、熱帯魚や金魚の稚魚の餌として理想的です。

生きた餌

20g 100g

 魚のえさ・メダカのえさ
コード 品　名 規　格 内容量 価　格

1-152-0895 テトラミン 熱帯魚用 52g ¥1,380（＋税）
1-152-0896 テトラフィン 金魚用 100g ¥780（＋税）
1-152-0685 テトラキリミン メダカ用 85g ¥400（＋税）
1-152-0686 ベビー メダカ稚魚用 28g ¥450（＋税）

〔仕様〕形状：フレークタイプ（ベビーのみフレークパウダー）テトラミン テトラフィン ベビーテトラキリミン

 カメ・ザリガニ・ドジョウのえさ
コード 種　類 型　式 価　格

1-152-0550 カメ 小粒50g ¥320（＋税）
1-152-0551 カメ 大粒200g ¥650（＋税）
1-152-0552 カメ 特大粒500g ¥1,200（＋税）
1-152-0555 ザリガニ 50g ¥320（＋税）
1-152-0560 ドジョウ 14g ¥440（＋税）

〔仕様〕カメ（甲ら）の大きさの目安： 小粒／約3㎝　大粒／約8㎝以上
特大粒／約12㎝以上

 水温度計
コード 目　盛 長　さ 付　属 価　格

1-152-0890 0～40℃　1℃目盛 112㎜ 水槽用吸盤 ¥450（＋税）
● 20～35℃まで色表示がされており、適温が一目で分かります。

 メダカの浮く産卵藻
コード 型式 藻 サイズ 付　属 価　格

1-152-0620 大
ヒカゲノカズラ

約15㎝
浮き　小冊子

¥780（＋税）
1-152-0621 小 約12㎝ ¥650（＋税）
● 着卵性に優れた産卵藻で、メダカの飼育・繁殖に最適です。

適温が
分かる

水温度計

メダカの浮く産卵藻

浮き付

カメ　大粒200g ザリガニ ドジョウ
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魚のえさ

コード、価格が赤色のものは、一般によく使用されている商品です。
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プログラムタイマー 152頁

 オートヒーター
コード 型　式 適合水槽 ヒーター 価　格

1-152-0870 SHJ-100 45㎝（40L以下） 100W ¥4,280（＋税）
1-152-0873 SHJ-150 60㎝（60L以下） 150W ¥4,630（＋税）
1-152-0874 SHJ-200 75㎝（130L以下） 200W ¥4,920（＋税）
● 温度固定式のサーモスタットとヒーターを一体化したオートヒーターに空焚
き防止機能が付いています。26℃±1.5℃未満の温度固定サーモ付です。

SHJ-100

26℃の温度固定式

 アクアリウム用すくい網
コード 型　式 規　格 網　部 価　格

1-152-0989 S 全長　約300㎜ 100×75㎜ ¥320（＋税）
1-152-0990 SS 全長　約210㎜ 65×50㎜ ¥290（＋税）
● 水槽の水換えや飼育動物の移し換えに重宝するすくい網です。
● Sは粗目の高級ネットです。
● SSは魚を傷付けにくい極細やわらかメッシュです。稚魚や小型魚をすくうの
に最適です。

小さな稚魚も
すくえます

S SS

 コケバスター
コード 型　式 大きさ 重量 価　格

1-152-0515 ノーマル 72×15×270㎜ 65ｇ ¥850（＋税）
● コケ取り用の多層式スクレーパーです。
● 水槽にキズがつきにくく、先端R加工で曲げ水槽にもフィットします。

ノーマル

階段状多層構造が
ガンコなコケを
そぎおとす !

 フィッシュポンプ
コード 型式 規　格 価　格

1-152-0986 L 手動式　全長：160cm　適合ホース：内径14㎜ ¥850（＋税）
● 水槽の水替えに便利なポンプです。
● ポンプの先端に市販のホースを接続し、サイフォンの原理を利用して水槽内
の水を排水します。

● 吸入口の先端は魚や砂利を吸い込みにくい構造になっています。
L

 実験用聴診器
コード 型式 規　格 ゴム管 価　格

1-117-0415 ST ダブルタイプ　集音部45㎜ 58㎝ ¥980（＋税）
● 心音を調べる実験に活用できる聴診器です。
〔仕様〕形状：フラット式

ST

 児童用聴診器
コード 型式 規　格 ゴム管 価　格

1-117-0420 PA シングルタイプ　集音部45㎜ 60㎝ ¥1,300（＋税）
● 心音を調べる実験に活用できる聴診器です。
〔仕様〕形状：フラット式

PA

解剖用具

水槽
飼育

採集
標本製作

植物栽培

バイオ

生きた生物

プレパラート

顕微鏡

天体
気象

地学
岩石

ガラス
プラスチック

素材
パーツ

工具
安全

計量
計測

化学

物理

生物
地学

試薬

保温器具・聴診器

204必要な理科実験器がすぐ検索！

203-204_生物・地学.indd   204203-204_生物・地学.indd   204 2019/02/21   15:48:312019/02/21   15:48:31



 観察カップ
コード 型　式 ルーペ 大きさ 入数 価　格

1-154-0565 BL-004
5倍 57φ×65㎜

1個 ¥350（＋税）
1-154-0566 BL-004-12K 12個 ¥3,850（＋税）
● コン虫や植物などを手軽に観察できるレンズ付の透明カップです。空気穴付
で小動物を長時間観察することもできます。

● 底面はスケール付で、観察しながら大きさを調べることができます。

 ダブルスコープ
コード 型式 レンズ倍率 大　き　さ 価　格

1-154-0575 BL-201 上部4倍　底部4倍 190×130×130㎜ ¥1,600（＋税）
1-154-0576 BL-010 上部6倍　底部4倍 190×130×100㎜ ¥1,600（＋税）
● ステージの下に鏡が付いており、上から覗くと上面が、横から覗くと底面が
観察できるダブルスコープです。

● コン虫の背と腹部などを同時に観察することができます。
● 上部は取り外してルーペとして使用することもできます。
※防水加工ではありません。

背と腹部を
同時に観察

BL-201

BL-010

 採水バケツ（錘ロープ付）
コード 型式 材　質 大きさ 付　属 価　格

1-168-0151 KW18 EVA製 180×180×170㎜ ロープ8m ¥1,580（＋税）
● おもり付で水に投げ入れるとバケツが傾き簡単に採水できます。
※写真と色が変わる場合があります。

 エアーバケツ（ブクブク）
コード 型式 材　質 大きさ 付　属 価　格

1-151-0721 EVA ビニール製 270×170×180㎜ 電池式ポンプ ¥4,000（＋税）
● 生き物を生きたまま持ち帰るための、電池式エアーポンプ付のバケツです。

KW18
EVA

 水の生きもの観察セット（採水バケツ）
コード 型式 採水バケツ 容　量 価　格

1-151-0735 NE 観察レンズ　空気穴付 約3.5L ¥2,900（＋税）
● 持ち運びに便利な取っ手のついた水槽で、生き物を中に入れたまま観察する
ことができます。

● 上部には観察用のレンズがついています。
〔仕様〕大きさ：150φ×300㎜　口　径：100㎜φ

すくい網　虫めがね　ピンセット

レンズ付

ピンセット

すくい網

虫めがね

 アクアスコープ・はこめがね（水中観察器）
コード 型式 規　格 価　格

1-151-0725 ビッグ 約210×240×200㎜　約450g ¥3,200（＋税）
1-151-0670 たこめがねロング 約280×205×355㎜　約740g ¥4,800（＋税）
● 川底や磯に棲んでいる生物や地形、石の様子などの観察に便利な底が透明レ
ンズの水中観察器です。

● 樹脂製で、水中をクリアに観察できます。
〔仕様〕 本　体：ポリプロピレン

レンズ： AS樹脂

たこめがねロング

水中の様子が見える

ビッグ

BL-004

NE

解剖用具

水槽
飼育

採集
標本製作

植物栽培

バイオ

生きた生物

プレパラート

顕微鏡

天体
気象

地学
岩石

ガラス
プラスチック

素材
パーツ

工具
安全

計量
計測

化学

物理

生物
地学

試薬

205

採水バケツ

コード、価格が赤色のものは、一般によく使用されている商品です。

205-206_生物・地学.indd   205205-206_生物・地学.indd   205 2019/02/18   19:50:002019/02/18   19:50:00



 手持式水網
コード 型　式 形　状 数　量 価　格

1-151-0681 SA-S1 三角　幅28㎝
深さ18㎝

1本 ¥1,500（＋税）
1-151-0682 SA-S（5本組） 5本組 ¥6,800（＋税）
●  小型タイプの手持式水網です。
〔仕様〕網目：2㎜　形状：先端部カバー付　柄：30㎝

扱いやすい
手持式

30㎝

 柄付小型プランクトンネット
コード 型式 形　状 価　格

1-151-0685 PN 直径20㎝φ　長さ34㎝ ¥18,500（＋税）
●  シリコンゴム管とピンチコックを用いた改良型のプランクトンネットです。
●  従来の金属活栓よりも取り出し口が大きいため、微生物の採集が簡単に行え
ます。

〔仕様〕網材質：ナイロン
メッシュ：100（1平方インチ当りの目の数）
木　柄：長さ100㎝
先端チューブ：ピンチコック付　外径10㎜　内径8㎜ ピンチコック式

木柄　100㎝

 柄付小型プランクトンネット
コード 型式 形　状 価　格

1-151-0680 HP 直径20㎝φ　長さ32㎝　金属活栓付 ¥17,500（＋税）
●  岸辺から使用できる柄付のプランクトンネットです。
〔仕様〕網材質：ポリエステル

メッシュ：100（1平方インチ当りの目の数）
スチール柄：伸縮式　長さ90～160㎝
先端コック：金属製　外径9.7㎜　内径4.2㎜

水中の微生物採集に

レバーコック式

伸縮式
90～ 160㎝

 水網（伸縮柄付たも）（5本組）
コード 型式 形　状 入数 価　格

1-151-0240 SA 水底用　幅35㎝　深さ20㎝ 5本組 ¥12,500（＋税）
1-151-0245 MA 水中用　直径36㎝　深さ22㎝ 5本組 ¥9,500（＋税）
● 水中の生物の採取に使用する丈夫な水網です。
● 網には破れ防止のカバーが付いています。
● SA（水底用）には網の先の部分をシリコン加工してあり、丈夫です。
● 柄の部分は90～160㎝まで伸縮できます。

SA
（水底用）

伸縮式
90～ 160㎝

5本組

MA
（水中用）

シリコン
加工済

 簡易型土壌動物抽出器（ツルグレン装置）
コード 型　式 価　格

1-151-0320 TKT ¥3,800（＋税）
●  使い捨てカイロを熱源とした、安全なツルグレン装置です。
●  電源を必要としないので、電源の確保や、コンセントの位置を気にする必要
もありません。

〔仕様〕土収納部：塩ビ製　外径：120φ×105㎜　三脚台付
 網：ステンレス網（網目2㎜）
 付属：使い捨てカイロ×10　捕集瓶
〔別売部品〕
1-151-0321 使い捨てカイロ 10個入 ･････････････････････ ¥680 （＋税）

カイロの熱で
土壌動物を抽出

伸縮式の丈夫な水網です

SA-S1

HP

PN

TKT
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 殺虫管
コード 型式 規　格 価　格

1-151-0480 IKB 玉付ガラス製　コルク栓付　30φ×130㎜ ¥2,400（＋税）
● 殺虫剤を中に入れて、虫を殺す道具です。

 吸虫管
コード 型式 規　格 価　格

1-151-0540 BTI ガラス製　30φ×90㎜ ¥2,800（＋税）
● 小さな虫を吸い込んで捕えるために使用します。
〔仕様〕付属：ゴム栓（捕虫口付）　ビニール管

吸虫管の使い方

殺虫管 吸虫管

 コン虫標本修理のり
コード 型　式 規　格 価　格

1-151-0570 アミールのり 約20g　ガラス瓶入 ¥880（＋税）
● 速乾性の高いコン虫標本修理用の接着のりです。

コン虫標本修理のり

 捕虫網
コード 型式 規　格 入数 価　格

1-151-0195 5本組 口径28㎝φ　伸縮式85～151㎝ 5本 ¥5,500（＋税）
●  スライド式の柄で、長さの調節が可能な捕虫網の5本組です。
〔仕様〕網：口径28㎝φ　ナイロン製　金具付　網目：約1.5㎜

柄：伸縮式　スチール柄　長さ85～151㎝
※本品は網の交換はできません。

伸縮式85～151㎝

5本組

 三角紙
コード 型　式 入　数 価　格

1-151-0430 WP-LMS 大：5枚，中：15枚，小：30枚　計50枚 ¥650（＋税）
● 採集したチョウを包み込み、一時保管するための紙です。

 三角ケース
コード 型式 大きさ 規　格 価　格

1-151-0390 TC 150×200×50㎜ 金属製　バンド止め付 ¥2,800（＋税）
● 採集したチョウを三角紙に包んで一時保管するケースです。肩掛用ひも付。

三角紙

採集したチョウを
包みます

三角ケース

DK
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捕虫網

コード、価格が赤色のものは、一般によく使用されている商品です。

 伸縮式捕虫網（アルミ柄）
コード 型式 規　格 入数 価　格

1-151-0186 DK（4本組） 口径36㎝ 　伸縮式125～195㎝ 4本 ¥8,800（＋税）
●  伸縮式の捕虫網です。柄をスライドさせ、任意の長さに調整できます。
● 柄はアルミ製なので丈夫で軽く、サビにくくなっています。
●  網にはメッシュ素材を使用しているため風切りが良く、蝶やトンボの捕獲に
適しています。

〔仕様〕網：深さ約55㎝　網目約1㎜
柄：伸縮式　アルミ柄　重さ：370g
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 紙製コン虫標本箱
コード 型　式 大　き　さ 価　格

1-152-0190 PK 300×230×50㎜ ¥3,000（＋税）
1-152-0191 PL 272×205×50㎜ ¥2,500（＋税）
1-152-0192 PM 205×150×50㎜ ¥1,900（＋税）
1-152-0193 PS 150×120×50㎜ ¥1,380（＋税）
● ポリフォーム敷きの簡易コン虫標本箱です。
〔仕様〕材質：ボール紙　蓋：ガラス

PL

PM PS

 平均台
コード 型　式 大　き　さ 価　格

1-152-0070 大 約35×80×30㎜（約30×20㎜　4段） ¥780（＋税）
1-152-0071 小 約35×75×35㎜（約15×10㎜　4段） ¥780（＋税）
● コン虫針を通したコン虫の高さや、その下に取り付けるラベルの高さなどを
揃える際に便利な木製の平均台です。 大小

大

中

小

コン虫の翅
はね

を
伸ばします

 展し板
コード 型　式 大　き　さ 価　格

1-152-0060 大 300×120㎜ ¥1,300（＋税）
1-152-0061 中 300×90㎜ ¥1,200（＋税）
1-152-0062 小 300×60㎜ ¥1,100（＋税）
1-152-0063 S-3 大　中　小　各1 ¥3,600（＋税）
● コン虫標本の翅（はね）を水平に伸ばすための溝付台です。
〔仕様〕材質：木（桐）　コルク付

 展足板
コード 規　格 価　格

1-152-0100 大きさ360×100㎜　上面コルク張り ¥2,200（＋税）
● 足の長いコン虫の標本作りに使用します。

足の長いコン虫用

 コン虫針（100本組）
型式 太さ

有　頭 無　頭
コード 価　格 コード 価　格

00号 0.3㎜ 1-152-0208 ¥850（＋税）1-152-0209 ¥450（＋税）
0号 0.35㎜ 1-152-0210 ¥780（＋税）1-152-0211 ¥400（＋税）
1号 0.4㎜ 1-152-0212 ¥680（＋税）1-152-0213 ¥380（＋税）
2号 0.45㎜ 1-152-0214 ¥630（＋税）1-152-0215 ¥380（＋税）
3号 0.5㎜ 1-152-0216 ¥570（＋税）1-152-0217 ¥380（＋税）
4号 0.55㎜ 1-152-0218 ¥570（＋税）1-152-0219 ¥380（＋税）
5号 0.6㎜ 1-152-0220 ¥570（＋税）1-152-0221 ¥380（＋税）

● 標本を台に止める針です。
〔仕様〕材質：ステンレス　長さ：40㎜

〔別売部品〕
1-152-0225 微針（無頭100本入） ････････ ¥3,000 （＋税）
 大きさ：0.18φ×17.5㎜　ステンレス製

有頭 無頭

100本組

※有頭無頭をご指定下さい
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TS-2

葉の光合成を
調べてみよう

 たたき染めセット
コード 型　式 規　格 価　格

1-154-0920 TS-2（木づち付） ビニール板付ゴム板
専用ろ紙　10枚

¥3,600（＋税）
1-154-0921 TS-1（木づち無） ¥3,200（＋税）
●  お湯に浸けた葉をろ紙に挟み、ビニール板とゴム板の間に挟みます。ビニー
ル板の上から木づちでたたいた後、ろ紙にヨウ素溶液をかけると、光合成に
よって作られたでんぷんの付着した部分が変色します。

〔別売部品〕
1-145-0200 木づち ･････････････････････････････････････ ¥500 （＋税）

 植物標本名紙
コード 大　き　さ 入　数 価　格

1-152-0400 86×60㎜ 50シート（250枚） ¥200（＋税）
● 学名、科名、日本名、採集場所、日付を書き込むことができます。
● 1シートに5枚分印刷されており、切ってお使い頂くタイプです。

250枚

 マジカル魚拓紙
コード 型　式 大　き　さ 入数 価　格

1-138-0075 ギョタックル（4枚） 400×230㎜ 4枚 ¥1,300（＋税）
● 魚の「ヌメリ」に含まれたアミノ酸に反応して青紫色を発色するニンヒドリン
を含んだ紙で、高校化学での「ニンヒドリン反応」にも活用できます。

〔仕様〕魚拓保存期間：約10日
※ 時間と共に色があせる為、魚拓を取った翌日にカラーコピーをして保存する
のをおすすめします。

〔作品例〕

※画像はカラーコピー
　したものです。

墨を使わず
魚拓が取れる

4枚組

ギョタックル
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植物標本用具

コード、価格が赤色のものは、一般によく使用されている商品です。

 植物標本台紙（10枚組）
コード 大　き　さ 規　格 入　数 価　格

1-152-0380 260×360㎜ ラベル付 10枚 ¥380（＋税）
● 学名、科名、日本名、採集場所、日付を書き込むことができます。

 吸湿紙（10枚組）
コード 規　格 入　数 価　格

1-152-0390 270×410㎜ 10枚 ¥880（＋税）
● 採集した標本をはさみ、力を加え脱水、乾燥作業に使用します。

植物標本台紙

10枚組

吸湿紙

 植物標本ワンタッチシート
コード 大　き　さ 規　格 入数 価　格

1-152-0410 A4サイズ 10㎜方眼入 25枚 ¥2,100（＋税）
● 糊の付いた台紙に採集した植物等を置き、上から透明フィルムをかぶせるだ
けで簡単に標本ができる便利なシートです。

● セロハンテープや糊で貼り付ける手間がいらず、また長期間きれいに保存で
きます。

● 綴じ紐でまとめれば、標本綴りとしても活用できます。
〔仕様〕台　紙：A4サイズ（297×210㎜）　10㎜方眼入

貼付有効サイズ：297×180㎜

25枚組

標本作りが
簡単です
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 植物染色剤（道管観察液　ファンタジー5色組）
コード 型式 カラー 容量 価　格

1-152-0420 5色組 レッド・ブルー・イエロー・グリーン・オレンジ 100mL×5 ¥2,500（＋税）
● 切り花などの植物に吸わせて花の色を変えることができる染色液です。
● 水を吸っている切り花の場合、1時間程水から上げて、茎の先端を染色液に
10～60分浸けるだけで簡単に染色できます。
※花の種類、気温等により染色時間、染色部位が異なる場合がございます。

 水中発芽実験ネット（2個組）
コード 型　式 大　き　さ 入数 価　格

1-153-0097 SGN-2K 60φ×53㎜　ステンレス製 2個 ¥2,500（＋税）
● インゲンマメやトウモロコシ等の水中発芽実験用金網です。
● 200mLビーカーに合うように作られています。
● 金網は2個付属しており、空気を送り込んだとき、送り込まなかったときの比
較実験ができます。

〔別売部品〕
1-152-0675 エアーポンプセット ････････････････････････¥1,600 （＋税）
 （ポンプ、チューブ、エアーストーン） ※エアーポンプセット、ビーカーは付属しません。

SGN-2K

 植物染色剤（道管観察液　ファンタジー）
コード 型　式 容　量 価　格

1-150-0701
レッド

100mL ¥580（＋税）
1-150-0705 1L ¥3,000（＋税）
1-150-0702

ブルー
100mL ¥580（＋税）

1-150-0706 1L ¥3,000（＋税）
1-152-0422 イエロー 100mL ¥580（＋税）
1-152-0423 グリーン 100mL ¥580（＋税）
1-152-0424 オレンジ 100mL ¥580（＋税）
1-152-0425 ピンク 100mL ¥580（＋税）
● 水を吸っている切り花の場合、1時間程水から上げて、茎の先端を染色液に
10～60分浸けるだけで簡単に染色できます。
※花の種類、気温等により染色時間、染色部位が異なる場合がございます。
〔別売部品〕
1-150-0724 レインボーフラワーメーカー（2個組） ････････¥2,500 （＋税）

〔染色例〕

レッド ブルー イエロー

レインボーフラワーメーカーを使った染め分け

レインボーフラワーメーカーに道管観察液4色を入れます。茎を4
等分に切り開き、それぞれの道管観察液に浸けます。およそ1時間
ほどで葉や花の染め分けができます。

Step1 Step2 Step3

グリーン オレンジ ピンク

 紫外線硬化樹脂・ゲル封入剤
コード 型　式 容　量 価　格

1-152-0336 UVクリスタル 25g ¥1,300（＋税）
1-152-0461 エーノール-500 500g ¥6,500（＋税）
● UVクリスタルは押し花やコン虫などの標本作製やプレパラートの封入剤に
使用できる紫外線硬化樹脂です。乾く前と乾いた後の色は共に透明です。

● エーノールは透明骨格標本やチリメンジャコ、薬などを封入できるゲル状の
封入剤です。湯煎→標本を入れる→冷ます　の3段階のみで封入できます。

紫外線で固まる
透明の樹脂です

UVクリスタル エーノール

カット綿
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植物実験用具

210必要な理科実験器がすぐ検索！

 カット綿
コード 大きさ 価　格

1-764-0913 80×80㎜ ¥2,600（＋税）
1-764-0915 40×40㎜ ¥2,600（＋税）
● 植物の発芽に使用できる脱脂綿です。
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移植ごて・土

コード、価格が赤色のものは、一般によく使用されている商品です。

SHH

J-6K

ゴールドラベル

 スプレー（霧吹）
コード 型　式 容　量 材　質 価　格

1-132-0325 KS-500 500mL
ポリエチレン

¥360（＋税）
1-132-0326 CS-750 750mL ¥380（＋税）
● 先端ノズルを回転することで、直射から噴霧までの調節が可能です。
● 植物への水やりや、雲の発生実験の際の霧吹に使用できます。KS-500 CS-750

 じょうろ（6個組）
コード 型　式 容量 材　質 入　数 価　格

1-153-0365 J-6K 4L ポリエチレン製 6個 ¥6,800（＋税）

6個組

 移植ごて（12本組）
コード 型　式 規　格 入　数 価　格

1-153-0364 ST-12K ステンレス　補強リブ目盛付 12本 ¥6,800（＋税）

12本組

 園芸用土
コード 型　式 規　格 容　量 価　格

1-153-0242 鹿沼土 園芸用 約5L×4袋 ¥1,500（＋税）
1-153-0244 赤玉土 園芸用 約5L×4袋 ¥1,700（＋税）
● 肥料を含まない園芸用土です。
● 植物の成長観察で肥料の有無による比較にも使えます。

鹿沼土 赤玉土

 腐葉土
コード 品　名 規　格 容　量 価　格

1-153-0241 腐葉土 園芸用肥料 約6L×6袋 ¥2,200（＋税）

 バーミキュライト
コード 品　名 規　格 価　格

1-153-0094 バーミキュライト 植物栽培用　5L ¥780（＋税）
● 環境条件を変えて発芽には何が必要か調べる実験に使用できます。

肥料を
含まない
土です

バーミキュライト 腐葉土

 3色スコップ（3色各4本）
コード 型式 入　数 価　格

1-153-0367 PBY 12本（ピンク・ブルー・イエロー各4本） ¥3,900（＋税）

〔仕様〕全長：275㎜　材質：スチール　重量：186g

ST-12K

PBY

 花用の名札
コード 型　式 材　質 幅×全長 入数 価　格

1-153-0235 ゴールドラベル プラスチック製 36×67㎜ 50枚 ¥680（＋税）
● 鉛筆で書き込めます。

50枚組

 種子発芽用袋
コード 型　式 大きさ 価　格

1-153-0320 SHH 160×20×100㎜ ¥500（＋税）
● 発芽条件を調べる実験に使用できます。
● 水の蒸発を防ぐので、水やりの回数を減らせます。

〔使用例〕
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球根栽培瓶・キューネ発酵器

212必要な理科実験器がすぐ検索！

 球根栽培瓶
コード 容　量 材　質 対　象 価　格

1-153-0080 800mL ガラス ヒヤシンス用 ¥880（＋税）

 液体肥料
コード 型　式 植物栄養剤 入　数 価　格

1-153-0230 花と緑いきいき 15㎝位の鉢に1本の目安 30mL×10本 ¥380（＋税）
球根栽培瓶 液体肥料

 遠沈管
コード 型式 容量 大きさ 包装単位 入数 価　格

1-361-0850 PP15 15mL 17φ×120㎜ 50本/袋

100本
¥2,800（＋税）

1-361-0851 PP50
50mL

30φ×115㎜
25本/袋

¥3,500（＋税）
1-361-0852 自立型PP50 30φ×116㎜ ¥5,300（＋税）
● ガンマ線滅菌済の遠心チューブで、本体に大きな書き込み用スペースがあります。
〔仕様〕 材質：PP（チューブ）　高密度PE（キャップ）　滅菌：ガンマ線照射済 PP15 自立型PP50PP50

 キューネ発酵器
コード 型　式 材　質 規　格 価　格

1-154-0830 10mL
ガラス製

0.2mL目盛付
台付

¥2,800（＋税）
1-154-0831 20mL ¥3,300（＋税）
● 管内に酵母溶液を入れる事で微生物の嫌気呼吸の観察実験が行えます。
〔別売部品〕
1-126-0254 D-グルコース（ブドウ糖） 500g･･････････････¥2,000 （＋税）

 ツンベリー管（ツンベルク管）
コード 型　式 材　質 容　量 入　数 価　格

1-154-0839 T-1
ガラス製 10mL

1本 ¥3,100（＋税）
1-154-0840 T-2 2本 ¥5,900（＋税）
● デヒドロゲナーゼによるメチレンブルー還元反応の観察に。接続チューブ：内径10㎜φ

キューネ発酵器 ツンベリー管　T

副室

主室

 乾燥酵母（ドライイースト）
コード 型　式 発酵温度 内容量 価　格

1-157-0850 DY 40～44℃ 500g ¥2,400（＋税）
● キューネ発酵器などを用いて酵母の働きを実験できます。※使用期限：3ヶ月 乾燥酵母

 大型綿棒
コード 型　式 入　数 価　格

1-163-0049 OM-50 50本 ¥1,900（＋税）
● 個包装なので、だ液の実験を衛生的に行うことができます。
〔仕様〕大きさ：全長/150㎜　先端部/12×27㎜　軸：紙製　包装：個包装

個包装で衛生的

 骨と筋肉の実験器　AL・ALKT・KH用部品
コード 型　式 規　格 価　格

1-160-0751 AL・ALKT用　人工筋肉 交換用人工筋肉　1個 ¥13,800（＋税）
1-160-0778 ALKT用　上腕三頭筋 金属ばね・PETチューブ1個 ¥1,200（＋税）
1-160-0758 AL用　上腕三頭筋 ゴム製　1本 ¥980（＋税）
1-160-0752 プラスチックシリンジ 容量：100mL　1本　ロックタイプ ¥650（＋税）
1-160-0759 AL用ルアーコック ¥450（＋税）
1-160-0742 KH用　筋肉部 交換用上・下　1組 ¥2,600（＋税）

人工筋肉 シリンジ ルアーコック上腕三頭筋
AL用

上腕三頭筋
ALKT用

実験動画047

OM-50
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マイクロピペット

コード、価格が赤色のものは、一般によく使用されている商品です。

 クリアピペット
コード 型　式 容　量 本　体　色 価　格

1-155-0700 ep-2G 0.2～2µL グリーン ¥9,000（＋税）
1-155-0701 ep-10P 2～10µL ピンク ¥9,000（＋税）
1-155-0702 ep-20V 2～20µL バイオレット ¥9,000（＋税）
1-155-0703 ep-200R 20～200µL オレンジ ¥9,000（＋税）
1-155-0704 ep-1000B 200～1000µL ブルー ¥9,000（＋税）
1-155-0705 ML10 1～10mL ピンク ¥13,000（＋税）

※チップは下記のクオリティチップが適合します。

ワイドな口径
 培養フラスコ
コード 容　量 大きさ（最大径×高さ×口径） 価　格

1-155-0400 100mL 59×92×47㎜ ¥580（＋税）
1-155-0401 200mL 74×111×54㎜ ¥650（＋税）
1-155-0402 300mL 84×135×58㎜ ¥790（＋税）
● 植物培養におけるカルスの増殖や育種に最適な広口タイプのフラスコです。
また、丈夫で破損しにくいリム形状です。

● 口径が広く植え付け等の作業に便利です。 フラスコ 55頁

 クオリティ・チップ
コード 型　式 容量範囲 チップの色 入　数 価　格

1-316-0952 104-96R
0.1～10µL

透明 96本×10箱 ¥5,800（＋税）
1-316-0953 104 透明 1000本 ¥2,600（＋税）
1-316-0954 110-96R

1～200µL

黄 96本×10箱 ¥5,500（＋税）
1-316-0955 110 黄 1000本 ¥2,400（＋税）
1-316-0956 110N 透明 1000本 ¥2,500（＋税）
1-316-0959 111-R100

101～1000µL
青 100本×10箱 ¥6,500（＋税）

1-316-0957 111 青 1000本 ¥2,800（＋税）
1-316-0951 097 1～10mL 透明 200本 ¥4,200（＋税）

※オートクレーブ滅菌ができます。

オートクレーブ
可

104 110

111

ラック

097

 クオリティ・マイクロチューブ
コード 型　式 容　量 タイプ 入　数 価　格

1-317-0415 505-FT 1.5mL －

500本/袋
¥2,000（＋税）

1-317-0417 509 1.5mL 目盛付 ¥2,100（＋税）
1-317-0413 508GRD 2.0mL 目盛付 ¥2,700（＋税）

※オートクレーブ滅菌ができます。
〔仕様〕材質：ポリプロピレン

オートクレーブ
可

509 508GRD

使い捨て!!
だ液実験
にも便利

 マイクロチューブラック
コード 型　式 架　数 規　格 価　格

1-337-0360 CP-ナチュラル
1.5・2.0mL用×80
（穴径11.5㎜φ）

裏面：0.2・0.5mL用×60
（穴径6㎜φ）

大きさ
66×227×27㎜

PP製

¥850（＋税）
1-337-0361 CP-青 ¥850（＋税）
1-337-0362 CP-黄 ¥850（＋税）
1-337-0363 CP-緑 ¥850（＋税）
1-337-0364 CP-赤 ¥850（＋税）
● マイクロチューブ用のラックで表面には1から80までナンバリングしています。

表面
裏面

CP-ナチュラル
CP-赤

CP-黄

CP-青
CP-緑
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植物培地・ホルモン

214必要な理科実験器がすぐ検索！

 植物生長ホルモンセット
コード 型　式 名　称 入数 価　格

1-155-0640 12本組 2.4-D　NAA　IAA　GA　KI　6-BA 各2本 ¥9,800（＋税）
● 植物ホルモンの作用を調べる実験や組織培養実験ですぐに利用できる溶解済
の植物ホルモン溶液です。

● 保存は冷蔵庫などの冷暗所で保存して下さい。
〔仕様〕内容量：各10mL　濃度1㎎ /mL　滅菌済

 乾燥培地（メルク）
コード 型　式 品　名 用　途 培地組成（精製水1L当たり） 内容量 価　格

1-155-0620 105463 標準寒天培地 一般細菌用 カゼインペプトン5.0g　酵母エキス2.5g　グルコース1.0g　寒天14.0g 500g ¥13,500（＋税）
1-155-0622 110130 ポテトデキストロース寒天培地 カビ・酵母用 ポテトインフュージョン4.0g　グルコース20.0g　寒天15.0g 500g ¥13,900（＋税）
1-155-0624 110283 LB寒天培地（MILLERによる） 大腸菌を用いた

分子生物学実験用
酵母エキス5.0g　カゼインペプトン10.0g　NaCℓ 10.0g　寒天12.0g 500g ¥18,900（＋税）

1-155-0625 110285 LBブイヨン（MILLERによる） 酵母エキス5.0g　カゼインペプトン10.0g　NaCℓ 10.0g 500g ¥9,500（＋税）
● 代表的な培地の組成がはじめから調整されており、精製水に溶かし、オートクレーブ等滅菌処理後、冷やしてすぐに使える便利な粉末培地です。
● 乾燥粉末の為、長期保存にも適しています。

 組織培養用寒天
コード 規　格 価　格

1-155-0575 粉末500g　pH：7.0±0.5 ¥7,800（＋税）
● 高純度で透明度が高く、培地調合後の無機イオンのバラツキもほとんどあり
ません。

〔仕様〕ゼリー強度（1.5％濃度）：550±50g/㎠　pH：7.0±0.5

信頼の
伊那食品製

 植物ホルモン軟膏セット
コード 型　式 規　格 価　格

1-155-0619 3点セット IAA 添加軟膏2種と無添加軟膏のセット ¥4,600（＋税）
● 植物ホルモン（オーキシン）の作用や効果を実験する軟膏3点セットです。
● 植物体に直接塗り付けることで側芽の伸長実験や屈性の影響を実験すること
ができます。

〔仕様〕構　成：IAA添加軟膏（1ppm）　IAA添加軟膏（100ppm）
ホルモン無添加軟膏（対照用）　各10g

オーキシンの性質を調べやすい

 ステンレス製3面マルチラック
コード 型　式 架　数 入数 価　格

1-337-0310 PANDA28 0.5mL×9　1.5/2.0mL×11
5/15mL×6　50mL×2

1個 ￥1,980（＋税）
1-337-0311 PANDA28-2K 2個 ￥3,900（＋税）
● 3面に異なる径の穴が空いており、遠沈管やマイクロチューブを立てられる
ラックです。

〔仕様〕大きさ：75×55×55㎜　約85ｇ　材質：ステンレスSUS304
滅菌：オートクレーブ可 PANDA28 使用例

 植物培地（ムラシゲ・スクーグ植物培地）
コード 型　式 規　格 保存温度 価　格

1-155-0570 MS 10L用　47.08g入 2～8℃ ¥11,800（＋税）
● 植物の組織培養でもっとも広く用いられているムラシゲ・スクーグ培地です。
※ショ糖、植物ホルモン（IAA　カイネチン）、寒天は含んでおりません。

MS
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白金耳

コード、価格が赤色のものは、一般によく使用されている商品です。

 ターンテーブル
コード 大　き　さ 価　格

1-318-0760 テーブル内径94㎜φ　テーブル外径110㎜φ ¥13,800（＋税）
● シャーレ上の培地に均一に試料を広げる際に使用します。
● 作業面はシリコンシート付で汚れが付きにくく、バイオ実験に適しています。

シャーレ 57頁

 白金耳（接種棒）
コード 型　式 形　状 規　格 価　格

1-155-0510 PA ループ状 白金線　0.3㎜φ　長さ50㎜ ¥3,000（＋税）
1-155-0511 PB うず巻状 白金線　0.3㎜φ　長さ70㎜ ¥3,800（＋税）
● 組織培養でのカルスの抽出に使用します。
〔仕様〕ホルダー材質：真鍮　ホルダー大きさ：210㎜

PA

PB

培養カルスの抽出に

 ループ/ニードル（接種棒）
コード 型　式 品　名 先端径×長さ 価　格

1-318-0050 FUN-1
ループ

内径約2φ×70㎜ ¥980（＋税）
1-318-0051 FUN-2 内径約3φ×70㎜ ¥980（＋税）
1-318-0052 FUN-3 ニードル 針状×70㎜ ¥800（＋税）
● 高品質・堅固で経済的な接種棒です。
● ニクロム線を使用していますので、火炎滅菌可能です。
〔仕様〕ホルダー材質：真鍮　ホルダー大きさ：210㎜

先端材質：ニクロム線

FUN-1

FUN-2

FUN-3

 ディスポコンラージ棒
コード 型　式 大　き　さ 入　数 価　格

1-318-0058 100本入 39×129㎜ 10本×10袋 ¥1,200（＋税）
1-318-0059 1000本入 39×129㎜ 10本×100袋 ¥11,000（＋税）
● 安価なディスポーザブルタイプのコンラージ棒で、寒天培地上で菌液を均等
に塗布する作業に適しています。小袋10本毎の包装です。

〔仕様〕材質：PS　滅菌：ガンマ線照射

滅菌
済

培地上に均等に塗布できます

 ディスポループ・ニードル
コード 型　式 容量 全長 入　数 価　格

1-318-0093 DLN-1B 1μL
195㎜

100本
（10本×10袋）

¥1,300（＋税）
1-318-0094 DLN-10B 10μL ¥1,300（＋税）
● ループとニードルが一体化したタイプです。
〔仕様〕滅菌：ガンマ線照射済　材質：PP

滅菌
済

火炎滅菌不要のディスポタイプ

DLN-1B

DLN-10B

 ガラスコンラージ棒
コード 型　式 全　幅 全　長 価　格

1-318-0032 10本 30㎜ 150㎜ ¥1,900（＋税）
● 菌液を均等に塗布するガラス製のコンラージ棒です。
〔仕様〕材質：ガラス

ガラスコンラージ棒
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～メダカ・ドジョウのご注文時の注意について～
 生き物の性質上、下記の点をご了承下さい。

  「ドジョウの成体パック」は実験予定日の10日程前にご注文い
ただければ直送いたします。発送は平日のみとなっております
ので、ご了承の上、到着日をご指定下さい。また、生き物の状
態により、出荷できない場合もございます。

● メダカの種類は「緋めだか」、ドジョウの種類は「マドジョウ」で
す。日本の在来種とは異なりますので、生態系保全の為、自然
に放さず最後まで飼育して下さい。

  「メダカの卵パック」「メダカの成体パック」は実験予定日の10日程
前にご注文いただければ直送いたします。発送は5月・6月頃の毎
週火曜日、木曜日です。学校へ直接お届けする際は学校名・住所・
先生のお名前を代理店までご連絡下さい。なお期間外のご注文は
辞退いたしております。また、生き物の状態により、出荷できない
場合もございます。

学校直送可能

実験動画138

 メダカの卵パック 学校直送可能

コード 型　式 入　数 価　格

1-157-0900 TMG-250 約50卵（目安）×5パック ¥9,800（＋税）
● 小学校「動物の誕生」で学ぶメダカの受精卵のパックです。
● 卵は発送日の産卵分を梱包し、できる限り発生が進んでいない状態で学校へ
直送されます。
 販売期間は5月・6月頃となります。
  発送時に未受精卵の確認が困難なため受精卵の他に未受精卵（ふ化しない
卵）が一部混在しています。そのため全体のふ化率は低くなる恐れがありま
すが、想定数以上の卵（未受精卵を含む）を入れて発送させていただく対応
を行っております。そのことをご了承の上ご注文ください。

メダカの卵パック 孵化（約2週間）

受精卵 発生初期（約4日） 発眼卵（約10日）

 ドジョウパック 学校直送可能

コード 型　式 価　格

1-157-0910 DJU-18 ¥8,600（＋税）
● ドジョウの5㎝前後の成体を酸素パック包装でお届けいたします。
● メダカよりも丈夫なので、血流観察に向いています。
  生き物の性質上、すべてのドジョウが必ずしも生きた状態でお届けするこ
とが困難な商品となっております。
そのため想定数量以上のドジョウを入れた状態で発送させていただく対応
を行っております。そのことをご了承の上ご注文ください。

入　　数 オスメス混合　目安：約18匹
発送形態 酸素パックにて学校直送

オス

メス

 メダカの成体パック 学校直送可能

コード 型　式 価　格

1-157-0903 MDK-45 ¥4,800（＋税）
● メダカの成体を酸素パック包装でお届けいたします。
● 成体のため、血流観察や走流性の実験にも活用できます。
 オスとメスの数には偏りがあります。
 販売期間は5月・6月頃となります。
  生き物の性質上、すべてのメダカが必ずしも生きた状態でお届けすること
が困難な商品となっております。
そのため想定数量以上のメダカを入れた状態で発送させていただく対応を
行っております。そのことをご了承の上ご注文ください。

入　　数 オスメス混合　目安：約45匹
発送形態 酸素パックにて学校直送

メダカの成体パック
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216必要な理科実験器がすぐ検索！

生きたウニの発生実験

 生きたウニの発生実験 学校直送可能

コード 規　格 販売期間 価　格

1-157-0880 バフンウニ約20匹 1月末～2月頃 ¥11,500（＋税）
● 発生実験に古くから用いられているバフンウニです。
● 受精から胚発生まで発生の様子を観察し学べます。
● 産卵期の個体なので、すぐに採精、採卵に用いる事ができます。
〔仕様〕セット内容：バフンウニ約20匹（年によって大きさは異なります）

  ウニの取扱期間は1月末頃からの約1カ月間です。
　  発送は毎週火曜日とさせていただき、発送希望日の10日前までにご注文
いただいた分を直送いたします。学校へ直接お届けする際は学校名・住
所・先生のお名前を代理店までご連絡ください。
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生物実習材料

コード、価格が赤色のものは、一般によく使用されている商品です。

 実習材料到着後のお取扱いについて
生物が到着しましたら、すぐに開封し、20℃の恒温器内でフタを開けて保管してください。
恒温器がご使用できない場合は室温20℃前後の屋内で、直射日光の当たらない場所に保管してください。
また、生物の到着後はできる限り早く観察実験を行ってください。

コード 品　名 特　長 入　数 価　格

1-157-0692 ミジンコ 走光性や形態観察の実験に使用出来る動物プランクトンの定番。約50匹 100mL容器入×1 ¥5,600（＋税）
1-157-0700 ゾウリムシ 繊毛の観察や分裂中の細胞観察が出来る、代表的な単細胞生物。 15mL容器入×2 ¥5,200（＋税）
1-157-0701 ミドリムシ 光合成を行い、動物のように動きます。鞭毛や葉緑体の観察が出来ます。 15mL容器入×2 ¥4,800（＋税）

1-157-0706 ヒドラ
有性生殖と出芽による単為生殖を行います。
「再生」の観察にも適しています。

10匹入 ¥6,200（＋税）

1-157-0690 アメーバ 原形質流動の観察に最適です。 15mL容器入×2 ¥7,100（＋税）
1-157-0703 ミカヅキモ 特長的な三日月型をした植物プランクトンです。 15mL容器入×2 ¥5,200（＋税）
1-157-0702 ボルボックス 球状の群体を形成する生きたボルボックスです。 15mL容器入×2 ¥5,600（＋税）
1-157-0704 プラナリア 再生の実験が行え、全能性の理解に役立ちます。 10匹入 ¥6,200（＋税）

1-157-0695 ブレファリスマ
ゾウリムシよりも大きく、動きが遅いため観察に適した原生動物です。
赤ゾウリムシとも呼ばれています。

15mL容器入×2 ¥7,000（＋税）

1-157-0711 オオカナダモ 光合成、原形質流動の観察に使用出来る生きた水草です。 10本入 ¥3,800（＋税）

〔関連商品〕
1-150-0580 運動緩速液（10mL） ････････････････････････････････････････････････････････････････････････ ¥1,200 （＋税）

運動緩速液の粘性を利用し、運動性プランクトンの動きを制限することで簡単に顕微鏡観察を行うことができます。
 使用期限は製造日より1ヶ月

ゾウリムシ ミカヅキモ

 ご注文時の注意について
生きた生物実習材料は実験予定日の10日程前にご注文いただければ直送い
たします。学校へ直接お届けする際は学校名・住所・先生のお名前を代理店
までご連絡ください。尚、7・8・9月の発送は輸送中に高温のため死ぬこと
がありますので、ご注文は辞退いたしております。また、土日祝日ならびに
それらの前日の発送はお受けしておりませんので、ご了承の上、到着日をご
指定ください。

 生きた生物実習材料 学校直送可能
● 生物の実習材料として広く使用されている生き物をお届けするもので、必要
時にいつでもご利用頂けます。忙しい先生方や慣れない方にも観察実験が手
軽に行なえます。

ミドリムシ プラナリア ヒドラボルボックス

実験動画139

ユスリカの幼虫 ユスリカ唾液染色体

 ユスリカの幼虫 学校直送可能

コード 規　格 付　属 価　格

1-157-0770 1パック（約150匹） 酢酸カーミン
10mL

¥3,900（＋税）
1-157-0771 2パック（約300匹） ¥7,100（＋税）
● 唾液腺染色体の観察に最適なユスリカの幼虫です。
  発送は前週木曜日までにご注文頂いた分を、毎週火曜日に出荷しておりま
す。保存の際は湿らせた新聞紙に包み、冷蔵庫で保存をして下さい。2～3
日の保存が可能です。尚、7～9月は高温により生存率が低くなる為、基本
的にご注文を辞退致します。また、上記期間を含め、気温・送り先によって
別途クール便送料を頂戴する場合がありますことをご了承ください。
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生物実習材料

218必要な理科実験器がすぐ検索！

 ウミホタル発光観察セット
コード 型式 セット内容 価　格

1-157-0735 SFO 乾燥ウミホタル　約0.5g（500匹以上） ¥5,800（＋税）
● ウミホタルを擦りつぶし、実験室で発光を観察できる実験材料です。
● 乾燥ウミホタル10～20匹を乳鉢で擦りつぶし、水を1～2mL加えて暗所で混
ぜると発光を観察できます。
  天然採集品の為、欠品時には納期がかかる場合がございます。

〔別売部品〕
1-157-0736 ガラス乳鉢（直径90㎜φ　乳棒付） ･･･････････¥1,950 （＋税）

ウミホタルの発光の様子

ゾウリムシ

緩速液 固定液
飼料 染色液

 ゾウリムシ培養観察実験セット 学校直送可能

コード 型式 規　格 価　格

1-157-0720 Z ゾウリムシ15mL　飼料バクテリア等 ¥7,200（＋税）
● 代表的な原生動物であるゾウリムシを純粋培養できるセットです。
● 天然採集した水からゾウリムシだけを分離する手間をかける事なく、長期間
培養できます。

● ゾウリムシの走電性を調べたり、好みの餌を探す事ができます。

 ご注文時の注意について
「ゾウリムシ・ミドリムシ培養観察実験セット」は実験予定日の10日程前にご注文いただければ直送いたします。学校へ直接お届けする際は
学校名・住所・先生のお名前と、ご希望の到着日時を代理店までご連絡下さい。
尚、7～9 月は高温により生存率が低くなる為、基本的にご注文を辞退致します。
また、上記期間を含め、気温・送り先によって別途クール便送料を頂戴する場合がありますことをご了承ください。

ミドリムシ

緩速液 固定液
培養薬品 染色液

 ミドリムシ培養観察実験セット 学校直送可能

コード 型式 規　格 価　格

1-157-0725 M ミドリムシ15mL　培養用薬品等 ¥6,800（＋税）
● 動きまわるが光合成も行なう不思議な生き物ミドリムシを培養できます。
● 走光性を実験などに加え、顕微鏡での観察に便利な様に、動きを鈍らす緩速
液や染色液をセットしてあります。

ミドリムシ（ユーグレナ）は植物の機能を持った単細胞ですが、精子と同
じように鞭毛を回転させて動く事から、動物細胞と似ている所もあります。
また、豊富な栄養素と脂肪分は注目されており、人類の将来的な食品やバ
イオ燃料として、研究が進められています。

ミドリムシ（ユーグレナ）豆 知 識

ミドリムシ（ユーグレナ）に注目！

化学発光 253頁

 ウミホタル発光観察キット（6本組）
コード 型　式 仕　様 入　数 価　格

1-157-0738 スポイトタイプ ウミホタル封入スポイト 6本 ¥4,100（＋税）
● 乾燥したウミホタルをスポイトに封入しており、中に水を入れて手でスポイ
トを揉むだけで簡単に発光を観察することができます。

封入タイプ

6本組簡単にウミホタルの発光を観察

生物発光物質を持つウミホタル
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細胞分裂観察材料

コード、価格が赤色のものは、一般によく使用されている商品です。

 ウニの卵割と発生セット
コード 規　格 価　格

1-157-0750 16段階　各容器入　パスツールピペット付 ¥5,400（＋税）
● ウニの卵の発生段階16段階を観察できる標本セットです。

内容量 各アンプル20～30名分

種類
発生段階

バフンウニ卵5％ホルマリン標本　16段階
①精子　②未受精卵　③受精卵　④2細胞期

⑤4細胞期　⑥8細胞期　⑦16細胞期　⑧桑実胚期
⑨胞胚初期　⑩胞胚期　⑪～⑬原腸胚初期～後期

⑭プリズム幼生期　⑮プルテウス初期　⑯プルテウス期
付属 収納ケース　パスツールピペット

※ホルマリン標本のため、観察時は水で5～10倍に希釈して下さい。

尾芽胚期卵割初期 桑実期
～胚芽期

原腸胚
（のう胚）期

神経胚期

 カエル発生順序観察実験材料
コード 規　格 価　格

1-157-0760 5段階　各容器入 ¥7,200（＋税）
● ヒキガエルの卵の発生段階5段階を観察できる標本セットです。
● カエルの卵は大きい為、実体顕微鏡やルーペで観察できます。

内容量 各段階10卵入

種類
発生段階

ヒキガエル卵5％ホルマリン標本　5段階
①卵割初期　②桑実期～胚芽期　③原腸胚（のう胚）期

④神経胚期　⑤尾芽胚期
※ホルマリン標本のため、観察時は水で5～10倍に希釈して下さい。

 タマネギ細胞分裂材料
コード 規　格 価　格

1-157-0800 根端　約30本入　染色液付 ¥6,200（＋税）
● 押しつぶし法によるタマネギの根端の細胞分裂の観察がすぐにできる実習材
料です。

● 塩酸処理剤のため、試料を水で洗った後、押しつぶして付属の酢酸オルセイ
ンで染色して観察します。

〔仕様〕セット内容：タマネギの根端（約30本）　酢酸オルセイン　スポイト
使用期限： 製造日より約1ヶ月（1ヶ月を超えると染色性が低下します）

※ 染色しやすいようあらかじめ予染処理を行っています。観察の際は本染色を
行ってください。

※天然採集品の為、欠品時には納期がかかる場合がございます。
酢酸オルセイン 225頁

細胞分裂を鮮明に観察できます

解剖実習材料

  解剖実習材料はクール便にて直送いたします（鶏頭水
煮缶は除く）。学校へ直接お届けする際は学校名・住
所・先生のお名前を代理店までご連絡下さい。土、日、
祝日並びにそれらの前日の発送はできませんので、
ご了承の上、到着日をご指定下さい。尚、本商品は生
物材料のため1日に用意できる数に限りがありますの
であらかじめご了承下さい。また発送後3～4日以内
にご使用ください。腐敗が進み匂いがきつくなりま
す。

 解剖実習材料 学校直送可能

コード 品　名 入　数 価　格

1-157-0975 豚の心臓 1個 ¥9,800（＋税）
1-157-0976 豚の肺（気管支付） 1個 ¥9,500（＋税）
1-157-0977 豚の腎臓※ 10個 ¥12,000（＋税）
1-157-0970 豚の目 10個 ¥9,800（＋税）
1-157-0972 豚の血（0.3％クエン酸ナトリウム入）※ 1L ¥6,200（＋税）
● 解剖実習に使用できる豚の実習材料です。 
● 豚の肺は左右の肺が気管でつながった状態です。
※ 豚の腎臓は一度冷凍したものを使用しています。そのため、血管に墨を入れ
て腎臓でろ過する実験には適していません。
※豚の血はクエン酸ナトリウム入のため凝固実験には適していません。

コード 品　名 入　数 価　格

1-157-0973 鶏頭水煮缶 15個 ¥650（＋税）
● 鶏頭水煮缶は、ピンセットなどを用いて簡単に鳥の頭部解剖が行えます。
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 ■ プレパラートのつくり方（水中の小さな生物を採取して調べてみよう）

コード 品　　　　名 価　格
微　　生　　物

1-157-0461 アオミドロ（正常） ¥3,800（＋税）
1-157-0462 　　〃　　（接合） ¥4,200（＋税）
1-157-0463 ボルボックス ¥4,100（＋税）
1-157-0466 ビール酵母 ¥4,000（＋税）
1-157-0469 麹かび ¥4,900（＋税）
1-157-0470 青かび ¥4,900（＋税）
1-157-0471 乳酸菌 ¥3,900（＋税）
1-157-0475 ミカヅキモ ¥3,900（＋税）
1-157-0476 珪そう ¥3,900（＋税）
1-157-0510 ケンミジンコ ¥3,800（＋税）
1-157-0511 ミジンコ ¥3,800（＋税）
1-157-0513 アメーバ ¥4,800（＋税）
1-157-0514 ゾウリムシ ¥3,900（＋税）
1-157-0515 ツリガネムシ ¥3,900（＋税）
1-157-0516 夜光虫 ¥3,700（＋税）
1-157-0518 ミドリムシ（ユーグレナ） ¥3,800（＋税）
1-157-0519 カニの幼生 ¥3,900（＋税）

植　　　　物
1-157-0450 細胞分裂（タマネギ）（根端の縦断面） ¥5,500（＋税）
1-157-0451       〃        （ソラマメ）（根端の縦断面） ¥5,500（＋税）
1-157-0452       〃        （ヒヤシンス）（根端の縦断面） ¥5,500（＋税）
1-157-0453 単子葉茎　横断（トウモロコシ） ¥3,800（＋税）
1-157-0454      〃       縦断（       〃        ） ¥3,800（＋税）
1-157-0455 双子葉茎　横断（ムクゲ） ¥3,800（＋税）
1-157-0456     〃        縦断（　〃　） ¥4,000（＋税）
1-157-0457 双子葉茎　横断（ホウセンカ） ¥4,000（＋税）
1-157-0458     〃        縦断（　　〃　　） ¥4,300（＋税）
1-157-0483 師管横断 ¥4,500（＋税）
1-157-0484 らせん紋道管 ¥4,500（＋税）
1-157-0488 根の横断（ホウセンカ） ¥4,900（＋税）
1-157-0491 葉横断（ツバキ） ¥3,800（＋税）
1-157-0494 根横断（タマネギ） ¥4,100（＋税）
1-157-0486 タマネギ表皮細胞 ¥3,900（＋税）
1-157-0487 葉の表面（ベンケイ草） ¥3,900（＋税）
1-157-0492 気孔表面（ソラマメ） ¥3,800（＋税）
1-157-0493 気孔横断（シャガ） ¥3,900（＋税）
1-157-0495 葉の表面（ムラサキツユクサ） ¥3,800（＋税）

※実習用プレパラートはスライドグラスケース入です。
 受注生産のため、納期がかかる場合がございます。

 実習用プレパラート（10枚組）
コード 品　　　　名 価　格

植　　　　物
1-157-0472 しだの胞子 ¥3,900（＋税）
1-157-0473 しだの子のう群 ¥3,900（＋税）
1-157-0474 しだの前葉体 ¥8,500（＋税）
1-157-0477 ゼニゴケ　雄器 ¥3,900（＋税）
1-157-0478      〃    　雌器 ¥3,900（＋税）
1-157-0481 貯蔵澱粉（ジャガイモ） ¥3,800（＋税）
1-157-0496 虫媒花粉（カボチャ） ¥3,800（＋税）
1-157-0497 風媒花粉（マツ） ¥3,700（＋税）
1-157-0498 花粉管（チャ） ¥3,800（＋税）
1-157-0499 ユリの花粉 ¥3,800（＋税）
1-157-0500 ホウセンカの花粉 ¥3,800（＋税）
1-157-0501 アサガオの花粉 ¥3,700（＋税）
1-157-0502 スギの花粉 ¥3,700（＋税）
1-157-0503 イネの花粉 ¥3,700（＋税）

動　　　　物
1-157-0520 昆虫複眼　縦断 ¥3,900（＋税）
1-157-0522 ショウジョウバエ ¥3,900（＋税）
1-157-0526 蛙の血球 ¥3,700（＋税）
1-157-0527 魚の血球 ¥3,900（＋税）
1-157-0535 人の血球 ¥3,900（＋税）
1-157-0536 平滑筋 ¥3,800（＋税）
1-157-0537 横紋筋 ¥3,800（＋税）
1-157-0538 心臓筋 ¥4,100（＋税）
1-157-0539 大脳 ¥4,100（＋税）
1-157-0540 胃壁 ¥4,100（＋税）
1-157-0541 小腸 ¥4,100（＋税）
1-157-0542 肺臓 ¥4,100（＋税）
1-157-0543 腎臓 ¥4,100（＋税）
1-157-0544 卵巣 ¥4,200（＋税）
1-157-0545 睾丸 ¥4,200（＋税）
1-157-0546 精子（ヒト） ¥4,200（＋税）
1-157-0524 唾腺染色体（ショウジョウバエ） ¥6,500（＋税）
1-157-0525 減数分裂（バッタ） ¥6,200（＋税）
1-157-0529 ウニの発生　4～16細胞期混在 ¥6,700（＋税）
1-157-0530       〃         胞胚期混在 ¥6,700（＋税）
1-157-0531       〃         原腸胚期混在 ¥6,700（＋税）
1-157-0532       〃         プルテウス期 ¥6,700（＋税）

① 観察する試料を
スライドガラス
の上に落とす。

スライドガラス

ピペット ② 気泡が入らないように分
離針を使用しカバーガラ
スをゆっくりと被せる。

分離針
カバーガラス ③ はみ出した余

分な水はろ紙
で吸い取る。

ろ紙

気孔表面（ソラマメ） 単子葉茎 縦断（トウモロコシ） 虫媒花粉（カボチャ） 花粉管（チャ）

ピンセット 198頁
分離針 197頁

カバーグラス 223頁
スライドグラス 222頁
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220必要な理科実験器がすぐ検索！
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プレパラート

コード、価格が赤色のものは、一般によく使用されている商品です。

 小学校用プレパラートセット（12種）
コード 型　式 セット内容 入　数 価　格

1-156-0978 12P 下表参照 12種各1枚 ¥5,300（＋税）

セット内容
学　年 単　元 プレパラート

5年生
水中の小さな生物 ミジンコ　ボルボックス　アオミドロ

ゾウリムシ　ミドリムシ
植物の受粉、結実 ヘチマの花粉　アサガオの花粉

6年生
水の通り道

ホウセンカの茎（横断・縦断）
ホウセンカの根（横断）
ムラサキツユクサの気孔

でんぷんのでき方 ジャガイモの貯蔵でんぷん

教科書に準拠した
便利なセット

ミジンコ ホウセンカの茎 ジャガイモのでんぷん

①池の水の微生物プレパラート

切片が長く、細胞を比較できる

 学習用プレパラート
コード 品　名 セット内容 入　数 価　格

1-157-0350 微生物プレパラート ミジンコ、ボルボックス、夜光虫など 10種各1枚 ¥4,800（＋税）
1-156-0990 池の水の微生物プレパラート ミジンコ、ゾウリムシ、ミドリムシなど 1種5枚 ¥4,300（＋税）
1-157-0405 長い根の細胞分裂プレパラート タマネギの根端 1種5枚 ¥4,500（＋税）
1-157-0401 細胞分裂プレパラート タマネギの根端 1種5枚 ¥3,800（＋税）
1-157-0340 プランクトンプレパラート ミジンコ、ミカヅキモ、ミドリムシなど 10種各1枚 ¥5,500（＋税）
1-157-0100 花粉プレパラート マツ、トウモロコシ、イネなど 10種各1枚 ¥3,900（＋税）
1-157-0355 藻類プレパラート ホシミドロ、アオミドロ、ミカヅキモなど 10種各1枚 ¥4,800（＋税）
1-157-0430 減数分裂プレパラート ユリの花粉の減数分裂 5種各1枚 ¥8,000（＋税）
1-157-0395 カエルの発生プレパラート アメリカツメガエル　卵の発生段階 10種各1枚 ¥11,000（＋税）

 中学校用プレパラートセット（20種）
コード 型　式 セット内容 入　数 価　格

1-156-0982 20P 下表参照 20種各1枚 ¥8,500（＋税）

セット内容
学　年 単　元 プレパラート

1年生

生物の観察 ミジンコ　ミカヅキモ　アオミドロ　ゾウリムシ
クンショウモ　ケイソウ（淡水）　ミドリムシ

花のつくりと働き マツの花粉

葉・茎・根の
つくりと働き

ホウセンカの茎（横断・縦断）
トウモロコシの茎（横断・縦断）

ツバキの葉の断面　ムラサキツユクサの気孔
種子をつくらない
植物の仲間

シダの茎の断面　シダの前葉体
シダの胞子　ゼニゴケの胞子と弾糸

2年生 生物と細胞 ムラサキツユクサの気孔

3年生
細胞分裂と生物の成長 細胞分裂（タマネギの根端）
生物のふえ方 チャの花粉管アオミドロ ムラサキツユクサの気孔 チャの花粉管

単元に合わせたプレパラートセットです

②長い根の細胞分裂プレパラート（タマネギ）

拡大図

一枚に5種の
微生物

①

②

③

④

⑤

 プレパラランド
コード 品　名 入　数 価　格

1-156-0970 花粉プレパラートセット 5種各1枚 ¥2,800（＋税）
1-156-0971 植物のつくりプレパラートセット 5種各1枚 ¥2,800（＋税）
1-156-0972 微生物プレパラートセット 5種各1枚 ¥2,800（＋税）
1-156-0996 単子葉（トウモロコシ）セット 5種各1枚 ¥2,900（＋税）
1-156-0997 双子葉（ホウセンカ）セット 5種各1枚 ¥2,900（＋税）

〔セット内容〕
花粉プレパラートセット：カボチャ　ヘチマ　アサガオ　スギ　マツ
植物のつくりプレパラートセット：トウモロコシの茎（横断）　ホウセンカの茎（横断・縦断）　ムラサキツユクサの気孔　ジャガイモのでんぷん
微生物プレパラートセット： アオミドロ　タマミジンコ　ボルボックス　ゾウリムシ　ツリガネムシ
単子葉（トウモロコシ）セット：ムラサキツユクサの気孔　トウモロコシの花粉　トウモロコシの茎（横断・縦断）　トウモロコシの根（横断）
双子葉（ホウセンカ）セット：ツバキの葉断面　ホウセンカの花粉　ホウセンカの茎（横断・縦断）　ホウセンカの根（横断）④単子葉セット ⑤双子葉セット

① ② ③

観察部位
がわかる
イラスト入
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スライドグラス

222必要な理科実験器がすぐ検索！

 高撥水性印刷スライドグラス（5枚組）
コード 型　式 対　象 大きさ 入数 価　格

1-321-0310 4穴（10㎜Φ） 実体20倍
26×76㎜ 5枚

¥1,500（＋税）

1-321-0311 12穴（5㎜Φ） 実体40倍 ¥1,500（＋税）

● 動き回る水生生物の観察に便利なスライドグラスです。

5枚組

4穴
12穴

微生物の観察に
適しています

 ケニス ホールスライドグラス
コード 型　式 大きさ 厚さ 入数 価　格

1-321-0298 1穴（50枚） 25×75㎜ 1.0～1.2㎜ 50枚入 ¥3,400（＋税）
1-150-0616 2穴（50枚） 25×76㎜ 1.4㎜ 50枚入 ¥6,800（＋税）
●  中央にくぼみがあり、厚みのある試料をつぶさずに観察する事ができるスラ
イドグラスです。
型式 1穴（50枚） 2穴（50枚）
穴径 5～18㎜φ　深さ0.2～0.4㎜ 14～15㎜φ　深さ0.2～0.4㎜

1穴

書込例

書き込み可能

50枚組

 ケニス　フロストスライドグラス
コード 型　式 大きさ 厚　さ 入　数 価　格

1-321-0295 水縁磨 25×75㎜ 1.0～1.2㎜ 50枚 ¥680（＋税）
●  ガラス断面の縁磨に加えて、4つのコーナーを45°に研磨している安全なス
ライドグラスです。

●  スライドグラスの端にスリ加工がされており、鉛筆やサインペンで書き込み
することができます。

書き込みができるスライドグラス

割れにくいプラスチック製
 プラスチック製スライドグラス
コード 型　式 大きさ 厚　さ 入数 価　格

1-150-0664 PS（150枚） 25×75㎜ 約1.2㎜ 150枚 ¥1,300（＋税）

● ガラスに比べ割れにくいプラスチック製スライドグラスです。
● 割れにくいので、学校での観察実験に適しています。
〔仕様〕材質：ポリスチレン

150枚組

 ケニス　スライドグラス
コード 型　式 大きさ 厚　さ 入　数 価　格

1-321-0290 水縁磨（50枚）
25×75㎜ 1.0～1.2㎜ 50枚

¥580（＋税）
1-321-0291 白縁磨（50枚） ¥780（＋税）
● ガラス断面の縁磨に加えて、4つのコーナーを45°に研磨している安全なス
ライドグラスです。

● 白縁磨はより透明度の高いガラスを使用したスライドグラスです。
鉱物用スライドグラス 244頁

スタンダードな水縁磨　ハイグレードな白縁磨 縁磨き処理済で安全
50枚組

水縁磨
白縁磨

安価な水縁磨タイプ 透明度の高い白縁磨タイプ

PS

221-222_生物・地学.indd   222221-222_生物・地学.indd   222 2019/02/21   15:49:582019/02/21   15:49:58



解剖用具

水槽
飼育

採集
標本製作

植物栽培

バイオ

生きた生物

プレパラート

顕微鏡

天体
気象

地学
岩石

ガラス
プラスチック

素材
パーツ

工具
安全

計量
計測

化学

物理

生物
地学

試薬

223

カバーグラス

コード、価格が赤色のものは、一般によく使用されている商品です。

ソーダガラス ホウケイ酸ガラス

 ケニス　カバーグラス
コード 型　式 規　格 入　数 価　格

1-321-0347 ソーダガラス 18×18㎜
ケース入

200枚
¥380（＋税）

1-321-0353 ホウケイ酸ガラス ¥650（＋税）
● コストパフォーマンスに優れたカバーグラスです。
● ホウケイ酸ガラスの方がより透明度が高く高品質です。
〔仕様〕付属：プラスチックケース　包装：真空パック

 カバーグラス（マツナミ製）
コード 規　格 入　数 価　格

1-150-0650 18×18㎜トロフィー
ケース入

小箱　100枚組 ¥380（＋税）
1-150-0651 大箱　100枚組×10 ¥3,600（＋税）
1-150-0656

18×18㎜　ケース入
小箱　200枚組 ¥980（＋税）

1-150-0657 大箱　200枚組×5 ¥4,800（＋税）
● カバーグラスのくっつきを防止する特殊コート処理済です。
〔仕様〕材質：硼珪酸ガラス　包装：紙製ケース

 プラスチック製カバーグラス
コード 型式 大きさ 材質 入　数 価　格

1-321-0890 PL100
22×22㎜ 塩化ビニル

小箱　100枚組 ¥1,100（＋税）
1-321-0891 PL1000 大箱　100枚組×10 ¥10,000（＋税）
● ガラスに比べ割れにくい塩化ビニル製のカバーグラスです。
● 割れにくいので学校での観察実験に適しています。
● 通常のカバーグラスと同様に使用できます。
〔仕様〕厚さ：0.17～0.25㎜　包装：紙製ケース

PL100

破損やケガの心配
がありません

 練習用プレパラートフィルム
コード 型　式 商品構成 価　格

1-321-0300 MP（20匹） シート2枚　20匹（シート1枚に10匹印刷） ¥1,980（＋税）

〈先生の困った対応品：顕微鏡の検鏡操作を練習させたい〉
● 生物顕微鏡の扱いに慣れるための練習用プレパラートフィルムです。
● 顕微鏡画像が倒立（上下左右逆）になっていることをメダカフィルムで学習し
ます。また小さくメ・ダ・カと書かれた文字を楽しく探すこともできます。
※メダカは1枚のシートに10匹印刷されています。

自然に顕微鏡の使い方をマスター
20枚組

 カバーグラス（武藤化学製）
コード 型　式 大　き　さ 入　数 価　格

1-321-0790 1818
18×18㎜

200枚 ¥840（＋税）
1-321-0791 1818-10 200枚×10箱 ¥8,200（＋税）
1-321-0792 2424

24×24㎜
200枚 ¥2,000（＋税）

1-321-0793 2424-5 200枚×5箱 ¥9,500（＋税）
● 価格が非常に経済的なカバーグラスです。
〔仕様〕付属：プラスチックケース

マイクロ
文字入
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マイクロメーター

224必要な理科実験器がすぐ検索！

［拡大図］

［拡大図］

MR-3　目盛全長10㎜　最小目盛0.05㎜

MR-1　目盛全長40㎜　最小目盛0.25㎜

MR-2　目盛全長20㎜　最小目盛0.05㎜

［拡大図］

MR-4　目盛全長7㎜　最小目盛0.02㎜

 顕微鏡用マイクロルーラー（微小ものさし）
コード 型式 形　状 目盛全長 最小目盛 入数 価　格

1-321-0690 MR-1
定規タイプ

40㎜ 0.25㎜
5枚

¥2,900（＋税）
1-321-0691 MR-2 20㎜ 0.05㎜ ¥2,900（＋税）
1-321-0692 MR-3 カバー

グラス
10㎜ 0.05㎜

5枚
¥2,900（＋税）

1-321-0693 MR-4 7㎜ 0.02㎜ ¥2,900（＋税）
1-321-0694 4種組 上記参照（MR-1～4各1枚） ¥2,400（＋税）
● 対物マイクロメーターのように、顕微鏡観察下で対象物を測定できる微小目
盛です。プラスチック製で割れにくく安全に使用できます。

 ディスポ細胞計算盤（血球計算盤）
コード 型　式 大きさ 試料室高さ サンプル量 入数 価　格

1-318-0905 OneCell 24×65×2㎜ 0.1㎜ 約10μL 10枚 ¥2,600（＋税）
● 安価で操作が簡単なディスポ細胞計算盤です。
● 細菌や血球の算定に利用できます。
● 1枚で2サンプルを検査できます。

目盛寸法図

OneCell

10枚組

 スライドグラス立
コード 型式 材　質 大きさ 架　数 価　格

1-150-0588 SS ステンレス製 150×80㎜ 20枚用 ¥730（＋税）
● スライドグラスの乾燥に便利なラックです。

 接眼マイクロメーター
コード 型　式 適合サイズ 規　格 価　格

1-102-0150 EM 19㎜φ 0.1㎜目盛　目盛長10㎜（目盛数字入） ¥2,200（＋税）
1-102-0151 EM-L 20.4㎜φ 0.1㎜目盛　目盛長10㎜（目盛数字入） ¥2,800（＋税）
● 顕微鏡の接眼レンズに取り付けるタイプの接眼マイクロメーターです。
● 対物マイクロメーターと併用することで、観察対象の大きさを測定できます。
 ご注文前に必ず取り付ける顕微鏡への適合径をご確認下さい。

顕微鏡の適合径を
ご確認下さい。

接眼レンズに装着して計測します

拡大図

 対物マイクロメーター
コード 型　式 規　格 価　格

1-102-0140 OM 26×76㎜　0.01㎜目盛　目盛長1㎜ ¥3,800（＋税）
● スライドグラスの試料面に実寸法目盛りが等分に入っている基準器で、顕微
鏡のステージに載せて使います。

● 試料の実際の長さを求める時は、接眼レンズに入れた接眼マイクロメーター
を併用し、1目盛りの長さを算出して計測します。

試料の大きさ測定に

スライドグラスの一時置きに

EM

OM

SS
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染色液・封入液

コード、価格が赤色のものは、一般によく使用されている商品です。

エンテランニューキシロールバルサム ホイヤー氏液

 プレパラート製作用封入剤
コード 品　名 容量 規　格 価　格

1-150-0715 キシロールバルサム 20mL 生物プレパラート用封入剤 ¥1,800（＋税）
1-150-0716 ホイヤー氏液 20mL 土壌動物・微生物用封入剤※

¥1,400（＋税）
1-321-0675 アクアテックス 50mL 水溶性封入剤 ¥4,600（＋税）
1-321-0676 エンテランニュー 100mL キシレン溶性封入剤 ¥4,300（＋税）
● プレパラート作成のための各種封入剤です。
※ ホイヤー氏液は麻酔成分が入っており、生きた小さな虫をそのまま入れて封
入するのに適しています。

 プレパラート染色液セット
コード 型　式 規　格 価　格

1-150-0586 YSS10 染色液9種、封入材（カナダバルサム） ¥4,800（＋税）
● 動物や植物の組織の染色に適した代表的な染色液のセットです。
● 濃度調整済ですぐにご使用いただけます。
染色液： ①サフラニン　②エオシンY　③ゲンチアナバイオレット　

④メチレンブルー　⑤ヘマトキシリン　⑥ヤヌスグリーン　
⑦メチルグリーンピロニン　⑧ライトグリーン　⑨ニュートラルレッド

封入材：カナダバルサム　容量：10mL（点眼瓶入）

 染色液（点眼瓶10本入）
コード 型式 規　格 入数 価　格

1-150-0780 SK 酢酸カーミン15mL 10本 ¥4,800（＋税）
1-150-0781 SO 酢酸オルセイン15mL 10本 ¥7,100（＋税）
1-150-0782 SD 酢酸ダーリア15mL 10本 ¥3,800（＋税）
1-150-0784 YS ヨウ素溶液15mL 10本 ¥3,800（＋税）
● 調整済みでそのまますぐに使用できます。使用に便利な点眼瓶入りです。カーミン ダーリア

10本組

 プレパラート製作セット
コード 型式 規　格 価　格

1-150-0733 BK プレパラート用器具・試薬のセット ¥8,300（＋税）

器　具：メス　ピンセット　ルーペ　スパーテル　虫ピン　ハサミ　柄付針
染色液： メチレンブルー（細胞質、細菌、赤血球、白血球等の生体染色用）

エオシン（動物組織、細菌、そう類、細胞質、原形質用）
封入液： ガムメディア（プレパラート用）　グリセリン（半永久プレパラート用）
その他： スライドグラス　カルチャースライド　カバーグラス　ピス

スポイト

酢酸カーミン メチルグリーンピロニン

 染色用試薬
コード 品　名 規　格 価　格

1-150-0738 酢酸カーミン 50mL　核・染色体用　濃度調整済 ¥3,200（＋税）
1-150-0753 酢酸オルセイン 50mL　核・染色体用　濃度調整済 ¥3,900（＋税）
1-150-0762 酢酸ダーリア 50mL　核・染色体用（青）　濃度調整済 ¥2,100（＋税）
1-126-0163 ダーリアバイオレット 25g　核・染色体用　青色染色 ¥8,800（＋税）
1-150-0743 レフレルメチレンブルー 100mL　核・細菌など　青色染色 ¥3,500（＋税）
1-150-0757 メチルグリーンピロニン 100mL　DNA・RNA用 ¥4,600（＋税）
● 細胞中の核や染色体の染色に使用します。
※メチルグリーンピロニンは冷蔵保存です。
※ ダーリアバイオレットは粉末です。使用するには別途調整が必要です。その
他は調整済みです。
使用期限：未開封で半年（調整済試薬）※お早めにお使い下さい。

核や染色体の染色に

BK

YSS10
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スンプ板・ニワトコ芯

226必要な理科実験器がすぐ検索！

スンプセット

 スンプセット
コード セット内容 価　格

1-150-0760 スンプ板・スンプ液の便利なケース入 ¥5,500（＋税）
● 作業時間も10～20分と非常に短時間で観察プレパラートを作製することが
できます。

● 凹凸の大きいサンプルに適したスンプ板Cとスンプ2号液が付属しています。
〔仕様〕 セット内容： スンプ板B（厚0.3㎜ ）　90枚・スンプ板C（厚0.5㎜ ）　20枚

スンプ液1号液、2号液　各20mL　
台紙100枚　スポイト　ポリ滴瓶　ピンセット
プラスチックケース入

 スンプ基本セット
コード 材　質 商品構成 価　格

1-150-0755 B板セット スンプ板　スンプ台紙　スンプ液 ¥1,700（＋税）
● スンププレパラート作りがすぐに行えるセットです。
● 植物の気孔の観察、キューティクルの観察などに最適です。
● 凹凸のはぎ取り操作後、生物顕微鏡での観察がしやすい台紙付です。
〔仕様〕セット内容： スンプ板B（厚0.3㎜ ）：30枚　スンプ台紙：50枚

スンプ液1号液：20mL

スンプ液1号液 スンプ板B

スンプ台紙

 ニワトコ芯（ピス）
コード 材　質 大　き　さ 入数 価　格

1-150-0470 ニワトコ 約10㎜φ×約200㎜ 10本 ¥3,000（＋税）
1-150-0472 発泡ポリスチレン棒 約10㎜φ×約250㎜ 10本 ¥750（＋税）
● 植物の葉の断面等のやわらかい試料を切断する際に、試料を固定するために
使用します。

ニワトコ 発泡ポリスチレン

10本組

 簡易ミクロトーム
コード 型　式 切断巾 刃 価　格

1-150-0457 カットスタンプ 0.15㎜ ディスポ替刃 ¥7,800（＋税）

《東京都立高等学校　濱田 健先生ご指導》
● 生徒でも簡単に手軽に、切片作成ができるスタンプ式のミクロトームです。
● 試料に対して垂直にスタンプを押す要領で、短時間に沢山の切片が作れます。
● 通常のカミソリ式に比べて、安全・簡単です。
● 刃は差し込み式で、交換も簡単です。
〔仕様〕大きさ：18φ×70㎜　刃：12枚付属

2号液

1号液

B板
台紙

C板

毛髪

 スンプ板・スンプ液
コード 品　名 内　容 数/容量 価　格

1-150-0745 B板 厚0.3㎜ 　一般的な標本用 30枚 ¥430（＋税）
1-150-0746 C板 厚0.5㎜ 　凹凸の大きい標本用 20枚 ¥480（＋税）
1-150-0749 台紙 B板またはC板の台紙 50枚 ¥600（＋税）
1-150-0747 台紙 B板またはC板の台紙 100枚 ¥1,150（＋税）
1-150-0748 1号液 B板と組合せて使用 20mL ¥650（＋税）
1-150-0750 2号液 B板またはC板と組合せて使用 20mL ¥650（＋税）
● スンプ板の表面にスンプ液を一滴たらし、可視物の表面にはりつけ約3分間
放置した後、剥ぎとると標本が出来あがります。

スタンプ感覚で切片が作れます

替刃

植物の気孔観察が手軽に行えるスンプセット

B板セット

カットスタンプ
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プレパラート貯蔵箱

コード、価格が赤色のものは、一般によく使用されている商品です。

P-25 P-12

 プレパラート貯蔵箱
コード 型　式 収納枚数 大　き　さ 価　格

1-150-0682 P-25 25枚 95×83×33㎜ ¥530（＋税）
1-150-0683 P-12 12枚 82×50×32㎜ ¥480（＋税）

材質：プラスチック　規格：26×76㎜スライドグラス収納用

 ニュープレパラートボックス
コード 型　式 収納枚数 大　き　さ 価　格

1-321-0537 PB-100K 100枚 210×170×35㎜ ¥1,380（＋税）
1-321-0536 PB-50K 50枚 105×170×35㎜ ¥1,050（＋税）
1-321-0535 PB-25K 25枚 105×88×35㎜ ¥700（＋税）

透明ふた付
● ロック式のフタが付いたプレパラートボックスです。
材質：プラスチック　規格：26×76㎜スライドグラス収納用

PB-25K

PB-100K

PB-50K

 プレパラートボックス
コード 型　式 収納枚数 大　き　さ 価　格

1-321-0505 PG-S01 25枚 93×113×44㎜ ¥350（＋税）

材質：プラスチック　規格：26×76㎜スライドグラス収納用

JR-100

JR-50

JR-25

 プレパラート貯蔵箱
コード 型　式 収納枚数 大　き　さ 価　格

1-150-0595 JR-100 100枚 220×180×35㎜ ¥1,200（＋税）
1-150-0596 JR-50 50枚 200×95×33㎜ ¥850（＋税）
1-150-0597 JR-25 25枚 140×90×30㎜ ¥580（＋税）

材質：プラスチック　規格：26×76㎜スライドグラス収納用

 ボール紙製マッペ
コード 型　式 大　き　さ 価　格

1-321-0360 2枚用 73×96㎜ ￥200（＋税）
1-321-0361 5枚用 98×172㎜ ￥380（＋税）
1-321-0362 10枚用 182×193㎜ ￥580（＋税）
1-321-0363 20枚用 195×350㎜ ￥1,200（＋税）
1-321-0364 30枚用 282×351㎜ ￥1,500（＋税）
● 蓋が付いており、持ち運びに便利なボール紙製のマッペです。
● 取り出しに便利な溝付です。

20枚用

5枚用

30枚用

10枚用

 プレパラート貯蔵箱（木製）
コード 型　式 収納枚数 大　き　さ 価　格

1-150-0684 W-100 100枚 255×200×38㎜ ¥1,800（＋税）
1-150-0685 W-50 50枚 200×150×38㎜ ¥1,600（＋税）
1-150-0768 CW-25 25枚 130×108×35㎜ ¥680（＋税）
● スライドグラスの保管に適した木製のプレパラート貯蔵箱です。
材質：木　規格：26×76㎜スライドグラス収納用CW-25W-100

PG-S01
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接眼レンズ（生物顕微鏡用） 接眼レンズ（実体顕微鏡用）
WF10× WF15× WF10× WF10×

 接眼レンズ（実体顕微鏡用）
コード 対応機種 規　格 価　格

1-150-0067 ニコンSM SME10×A 2個組 ¥12,000（＋税）
1-150-0068 SME15×A 2個組 ¥12,000（＋税）
1-150-0069 SME20×A 2個組 ¥12,000（＋税）
1-150-0151 ケニスDAE

　　・SCC
WF10× 2個組 ¥11,000（＋税）

1-150-0152 WF15× 2個組 ¥13,000（＋税）
1-150-0153 WF20× 2個組 ¥13,000（＋税）

1-150-0147
ケニスPX・PX-LED
・RS-LED・HS-LED

WF10× 2個組 ¥12,000（＋税）

1-150-0197 ケニスSS・SZ
STL・ST-LED

WF10× 2個組 ¥12,000（＋税）
1-150-0198 WF20× 2個組 ¥12,000（＋税）
1-150-0215 ケニスLZ WF10× 2個組 ¥12,000（＋税）
1-150-0216 WF20× 2個組 ¥13,000（＋税）

1-150-0071
ケニスNT-LED
・NL-LED

WF10× 2個組 ¥12,000（＋税）

 接眼レンズ（生物顕微鏡用）
コード 対応機種 規　格 接眼マイクロメーター 価　格

1-149-0599 ケニスFK・NFK・JLB・NJL・
JTO・JTL・SFC・SB

SWF10× 19㎜φ ¥7,000（＋税）
1-149-0594 WF15× 20.4㎜φ ¥6,000（＋税）
1-149-0425 ケニスTK・LB

KD・LKD
WF10× 19㎜φ ¥6,500（＋税）

1-149-0426 WF15× 19㎜φ ¥7,000（＋税）
1-149-0555 ケニスKE H7× 不可 ¥4,800（＋税）
1-149-0556 H10× 19㎜φ ¥3,500（＋税）
1-149-0557 H15× 19㎜φ ¥3,500（＋税）
1-149-0548 ケニスFK-S

・LVS・JLS
WF10× 19㎜φ ¥5,500（＋税）

1-149-0549 WF15× 20.4㎜φ ¥6,000（＋税）
1-149-0431 ケニスE5 SWF10× 20.4㎜φ ¥9,000（＋税）
1-149-0024 WF15× 20.4㎜φ ¥7,000（＋税）
1-149-0672 ケニス　SX WF10× 不可 ¥4,000（＋税）

掲載以外の顕微鏡レンズについては、顕微鏡のメーカー名と型式・レンズ倍率をお知らせ頂ければ別途お見積りいたします。

 対物レンズ（生物顕微鏡用）
コード 対応機種 規　格 価　格

1-149-0586 ケニスKD・LKD 5 × ¥4,000（＋税）
1-149-0587 10 × ¥5,800（＋税）
1-149-0588 30 × ¥8,000（＋税）
1-149-0558 ケニスTK・LB 

・KE

4 × JIS 規格 ¥5,000（＋税）
1-149-0559 10 × JIS 規格 ¥7,500（＋税）
1-149-0560 S40 × JIS 規格 ¥12,000（＋税）
1-149-0428 S60 × JIS 規格 ¥14,000（＋税）
1-149-0429 S100 × JIS 規格 ¥19,000（＋税）
1-149-0787 ケニスFK-S

・LVS
・JLS

4× DIN規格 ¥5,500（＋税）
1-149-0788 10× DIN規格 ¥7,500（＋税）
1-149-0789 S40× DIN規格 ¥11,000（＋税）
1-149-0595 ケニスFK

・NFK・JLB
・NJL・ SFC

4× DIN規格 ¥5,500（＋税）
1-149-0596 10× DIN規格 ¥7,500（＋税）
1-149-0597 S40× DIN規格 ¥11,000（＋税）

Ach4× Ach10×

DIN 規格と
JIS 規格を
確認して下さい

 対物レンズ（生物顕微鏡用）
コード 対応機種 規　格 価　格

1-149-0480 ケニスNJL-SM
セミプランレンズ

4× DIN規格 ¥8,000（＋税）
1-149-0481 10× DIN規格 ¥11,000（＋税）
1-149-0482 S40× DIN規格 ¥16,000（＋税）
1-149-0572 ケニスJTL 4× DIN規格 ¥6,000（＋税）
1-149-0573 10× DIN規格 ¥8,000（＋税）
1-149-0574 S40× DIN規格 ¥12,000（＋税）
1-149-0575 S60× DIN規格 ¥15,000（＋税）
1-149-0568 ケニスJTL-SP

セミプランレンズ
SP4× DIN規格 ¥8,000（＋税）

1-149-0569 SP10× DIN規格 ¥11,000（＋税）
1-149-0576 SPS40× DIN規格 ¥16,000（＋税）
1-149-0793 ケニスJTO 4× DIN規格 ¥6,500（＋税）
1-149-0794 10× DIN規格 ¥8,500（＋税）
1-149-0795 S40× DIN規格 ¥13,000（＋税）
1-149-0796 S60× DIN規格 ¥16,000（＋税）
1-149-0797 S100×（オイル） DIN規格 ¥19,000（＋税）
1-148-0950 ケニスE5

プランレンズ

4× DIN規格 ¥9,000（＋税）
1-148-0951 10× DIN規格 ¥12,000（＋税）
1-148-0952 S40× DIN規格 ¥16,000（＋税）
1-148-0953 S60× DIN規格 ¥18,000（＋税）
1-148-0954 S100× DIN規格 ¥22,000（＋税）

対物レンズ

実験動画069
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顕微鏡用光源ランプ

コード、価格が赤色のものは、一般によく使用されている商品です。

①

②

③

④

 生物顕微鏡用ランプ
コード 品　名 対応機種 規　格 価　格

1-149-0457 照明用ランプ TK用 100V30W ¥2,000（＋税）
1-149-0458 照明用ランプ LB用 100V20W ¥1,400（＋税）
1-320-0032 ハロゲンランプ LB-HM・TK-H用 6V20W ¥2,000（＋税）
1-149-0459 LEDランプ JLB・JTO用 3.5V70mW ¥1,900（＋税）

※①照明用ランプTK用は片面鏡面です。③ ④① ②

▲

▲

24㎜

▲

▲

68㎜
▲

▲

20㎜
▲

▲

48㎜

▲

▲8㎜

▲

▲

26㎜

▲

▲6㎜

▲

▲

13㎜

▲

▲ 8㎜

 メカニカルステージ
コード 型式 規　格 価　格

1-150-0373 CM 作動範囲：左右50㎜　前後30㎜　副尺1/10㎜付 ¥6,800（＋税）
● 顕微鏡ステージに装着して使用します。
● 操作ネジを回すだけでプレパラートを前後左右に自在に動かせます。
※適合する顕微鏡と、適合しない顕微鏡が有ります。お問い合わせ下さい。

 実体顕微鏡用ランプ
コード 品　名 対応機種 規　格 価　格

1-150-0135 透過照明用ランプ SCC・DAW用 12V3W ¥800（＋税）
1-150-0136 落射照明用ランプ SCC・DAE・DAW用※ 12V10W ¥800（＋税）
1-150-0196 落射透過両用ランプ STL用 12V10W ¥900（＋税）
1-150-0146 落射透過両用ランプ PX用 12V10W ¥900（＋税）

※DAW-TZL型は使用不可

⑤

⑥

⑦

⑧

透過・落射照明用ランプ

⑤

▲

▲

10㎜

▲

▲

19㎜

▲

▲

14㎜

▲

▲

26㎜

⑥

落射透過両用ランプ

⑦ ⑧

▲
▲ ▲

▲
▲ ▲

8㎜

10㎜ 10㎜

▲

▲

36㎜

▲

▲

8㎜

▲

▲

38㎜

 実体顕微鏡用ランプ
コード 品　名 対応機種 規　格 価　格

1-150-0137 透過照明用ランプ
LZ（ハロゲン）用

12V10Wハロゲン ¥1,200（＋税）
1-150-0138 落射照明用ランプ 12V10Wハロゲン ¥1,300（＋税）

⑨

⑩

▲

▲

33㎜

▲

▲

35㎜

⑩

▲

▲

8㎜

▲

▲

30㎜

⑨

 フィリップス　ハロゲンランプ
コード 型　式 規　格 価　格

1-149-0290 5761 6V　30W ¥2,500（＋税）
1-149-0291 7388 6V　20W ¥2,100（＋税）
1-320-0385 6423 15V　150W ¥4,400（＋税）

5761 7388 6243

⑪

⑫

 高輝度LED光源
コード 対応機種 付　属 価　格

1-150-0345 ケニス　FK・FK-S・NFK用 単4電池×2 ¥6,800（＋税）
1-150-0346 ケニス　SX用 ACアダプタ ¥3,800（＋税）
● 反射鏡を外してLED光源を取付けます。

⑫⑪

CM
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顕微鏡用部品

230必要な理科実験器がすぐ検索！

 ダストカバー
コード 対応機種 価　格

1-149-0908 ケニス FK-S・JLS・LVS用 ¥550（＋税）
1-149-0901 ケニスJLB・SFC・FK・ZF・SB等 ¥550（＋税）

※大型の顕微鏡については別途お問合せ下さい。

 顕微鏡用ACアダプタ
コード 対応機種 価　格

1-149-0890 ケニス JTL ¥3,000（＋税）
1-149-0897 ケニス JLS ¥3,000（＋税）
1-149-0892 ケニス JTO ¥3,000（＋税）
1-149-0893 ケニス JLB ¥3,000（＋税）
1-149-0895 ケニス ST-LED ¥3,000（＋税）
1-149-0970 ケニス NT-LED・NL-LED ¥3,000（＋税）
1-149-0896 ケニス SS-LED ¥3,000（＋税）
1-149-0973 ケニス SZ-LED ¥3,000（＋税）
1-149-0974 ケニス LZ-LED ¥3,600（＋税）
1-149-0975 ケニス RS-LED・RSR-LED ¥3,000（＋税）

 イマージョンオイル（油浸オイル）
コード 型　式 メーカー 容　量 価　格

1-321-0885 IO-8 オリンパス 8mL ¥1,500（＋税）
1-321-0889 N50CC ニコン 50mL ¥6,000（＋税）
1-321-0887 IO-100 メルク 100mL ¥4,600（＋税）

 目当てゴム
コード 対応機種 入　数 価　格

1-150-0155 ケニス　DAW・DAE・SCC用 2個 ¥980（＋税）
1-150-0156 ケニス　STL・ST・SS・SZ用 2個 ¥650（＋税）
1-150-0157 ケニス　LZ用 2個 ¥650（＋税）
1-150-0158 ケニス　PX-LED・PX・RS-LED・HS-LED用 2個 ¥650（＋税）
1-150-0163 ケニス　NT-LED・NL-LED用 2個 ¥650（＋税）

 ミラー（反射鏡）
コード 対応機種 規　格 価　格

1-149-0562 ケニス　KE・KD用 弓付 ¥2,400（＋税）
1-149-0579 ケニス　FK・SFC用 弓・ベース付 ¥2,500（＋税）
1-149-0677 ケニス　FK-S用 弓・ベース付 ¥2,500（＋税）
1-149-0566 ケニス　SB用 弓付 ¥2,500（＋税）
1-149-0678 ケニス　SX用 弓付 ¥2,200（＋税）
1-149-0554 ケニス　JLS用 弓・ベース付 ¥2,800（＋税）
1-149-0058 ケニス　NFK・NJL用 弓・ベース付 ¥2,700（＋税）

ミラー（弓付） ミラー（弓・ベース付）

 クレンメル（クリップ）
コード 対応機種 規　格 価　格

1-149-0561 ケニス　KE・KD・LB用 2個組 ¥980（＋税）
1-149-0564 ケニス　FK・SFC・JLB用 2個組 ¥1,000（＋税）
1-149-0553 ケニス　FK-S・JLS用 2個組 ¥1,000（＋税）

2個組

コード 品　名 対応機種 価　格

1-150-0222 消しガラス

ケニスSS・SZ用
¥1,500（＋税）

1-150-0223 アクリル（白） ¥1,000（＋税）
1-150-0224 アクリル（黒） ¥1,000（＋税）
1-150-0238 消しガラス ケニスPX・

PX-LED用
¥1,600（＋税）

1-150-0239 アクリル（白・黒） ¥1,200（＋税）
1-150-0241 消しガラス ケニスNT-LED・

NL-LED用
¥1,500（＋税）

1-150-0242 アクリル（白・黒） ¥1,200（＋税）

 実体顕微鏡用ステージ
コード 品　名 対応機種 価　格

1-150-0235 消しガラス
ケニス

STL・ST-LED用

¥1,800（＋税）
1-150-0236 アクリル（白） ¥1,200（＋税）
1-150-0237 アクリル（黒） ¥1,200（＋税）
1-150-0232 消しガラス

ケニスLZ用
¥2,000（＋税）

1-150-0233 アクリル（白） ¥1,500（＋税）
1-150-0234 アクリル（黒） ¥1,500（＋税）

NL-LED

目当てゴム
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メンテナンス用品

コード、価格が赤色のものは、一般によく使用されている商品です。

 顕微鏡用ケース
コード 対応機種 材　質 価　格

1-149-0524 生物顕微鏡用　FK・JLB・SFC用 塩ビ ¥8,000（＋税）
1-149-0529 生物顕微鏡用　FK-S・JLS用 塩ビ ¥8,000（＋税）
1-149-0532 生物顕微鏡用　JTO用 木製 ¥13,000（＋税）
1-149-0818 生物顕微鏡用　JTL用 木製 ¥13,000（＋税）
1-149-0655 生物顕微鏡用　SB・TTL用 木製 ¥11,500（＋税）
1-149-0654 生物顕微鏡用　FK・FK-S・JLB・JLS・SFC・LVS用 木製 ¥13,000（＋税）
1-150-0230 実体顕微鏡用　ST-LED・PX・PX-LED用 塩ビ ¥8,000（＋税）
1-149-0656 実体顕微鏡用　NT・NL用 塩ビ ¥8,000（＋税）
1-149-0657 実体顕微鏡用　SS・SZ用 木製 ¥15,000（＋税）
1-149-0651 実体顕微鏡用　HS-LED用 木製 ¥15,000（＋税）

塩ビ製 木製

顕微鏡保管用のケースです

 ハンドラップ
コード 容　量 本　体 大きさ 価　格

1-150-0445 150mL ガラス製 底径80φ×全高100㎜ ¥1,800（＋税）
● サイフォンの頭部を押すと液体を上部の皿に送り出します。エタノールなど
の揮発性液体を安全かつ無駄なく使用できます。

● レンズクリーニングティッシュと併用して、レンズ磨きなどのメンテナンス
時に使用します。

顕微鏡レンズの
清掃保守に

手軽にレンズ部分をクリーニング  レンズクリーニングセット
コード 型　式 規　格 価　格

1-347-0596 CC8 8点組 ¥2,200（＋税）
● デジタルカメラや顕微鏡などのレンズを手軽にクリーニングできるレンズ保
守管理の必需品8点セットです。

● 汚れを隅々まで拭き取るマイクロファイバー製クロスやクリーナー液、細部
のゴミを取り除くブラシやピンセットなど、日常的に行う簡易メンテナンス
におすすめです。

〔仕様〕セット内容：ブロワーブラシ　レンズクリーナー液
ハイテククロス　綿棒　精密ドライバー　ブラシ
ピンセット　ハイテククリーニングペーパー

ブラシクロス

精密
ドライバー

ピンセット

クリーニングペーパー

綿棒

ブロワーブラシ

クリーナー液

ルーペ

ハンドラップ

ピンセット
竹串

綿棒

ブロアー

スプレー
クロス

ペーパー

ブラシ

 レンズクリーニングセット
コード 型　式 規　格 価　格

1-347-0595 KCS 10点組　ケース入 ¥6,800（＋税）
● カメラや顕微鏡などの光学機器のメンテナンスに必要なものが揃ったセット
です。レンズクリーニングに必要なハンドラップも付属しています。

● 収納に便利なケース付です。
〔仕様〕セット内容：ルーペ（10倍）　ハンドラップ（150mL）

ピンセット　竹串　綿棒　ブロアー
クリーニングスプレー　クリーニング用クロス
クリーニングペーパー（30枚）　クリーニングブラシ

 レンズクリーニングティッシュ
コード 型　式 大きさ 入　数 価　格

1-150-0448 ダスパーシグマ 100×220㎜ 150枚 ¥650（＋税）

〔別売部品〕
1-150-0787 レンズクリーナー 35093 リキッドタイプ（60mL） ････ ￥1,600 （＋税）
1-150-0486 レンズクリーナー 3310 エアゾールタイプ（100mL） ････ ￥2,400 （＋税）

ケイドライ 300頁
ダスパーシグマ

35093
  （リキッド
タイプ）

3310
  （エアゾール
タイプ）
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手ブレせずに
撮影できます

 デジタルカメラ用レリーズ
コード 規　格 価　格

1-167-0044 レリーズの長さ：約30㎝　重さ：約80g ¥6,200（＋税）
● デジタルカメラのシャッターを遠隔操作できますので、ブレの無い綺麗な写
真が撮影できます。

解剖顕微鏡用の
接眼ルーペ

 接眼ルーペ（解剖顕微鏡用）
コード 対応機種 規　格 価　格

1-149-0851 ケニス
DA-1

ラムスデンルーペ 10× ¥3,500（＋税）
1-149-0852 〃 20× ¥3,500（＋税）
1-149-0853 ケニス

DA-2
スタインハイルルーペ 10× ¥7,500（＋税）

1-149-0854 〃 20× ¥8,000（＋税）

ファーブル ファーブルミニ

 ファーブル・ファーブルミニ用部品
コード 品　名 規　格 価　格

1-150-0037 ファーブル用クレンメル 2個組 ¥1,000（＋税）
1-150-0038 ファーブル用Bプレート 黒いプレート ¥1,200（＋税）
1-150-0023 ファーブル用シャーレホルダー 90㎜シャーレまで対応 ¥1,200（＋税）
1-150-0024 ファーブル用ハロゲンランプ 2.5V-0.5A ¥800（＋税）
● ファーブル・ファーブルミニ用の各種パーツです。

ZOOM

UVライト付 ハンディ顕微鏡
コード 型　式 倍　率 大きさ 電　源 価　格

1-148-0960 ZOOM 60～120× 60×30×92㎜ 単3×1個（別売） ¥2,100（＋税）
●  携帯性に優れ、野外での観察に適したライト付顕微鏡です。
●  照明LEDライトとUVライトが付いています。明るく観察するだけではなく、
UVでしか見えないものも観察できます。

 ハンディ顕微鏡
コード 型　式 倍　率 大きさ 価　格

1-148-0965 petit 20倍 40×24×43㎜ ¥1,600（＋税）
●  携帯に便利なコンパクトハンディ顕微鏡です。
●  照明はLEDライトとUVライトが付いています。明るく観察するだけでなく、
UVでしか見えないものも観察できます。

〔仕様〕電源：ボタン電池LR43×3（付属）
petit

DX

 ハンディ顕微鏡
コード 型　式 倍　率 大きさ 電　源 価　格

1-148-0980 DX 100～250倍 62.7×30×112.2㎜ 単3×1個（別売） ¥3,500（＋税）
●  透過型顕微鏡と落射型顕微鏡の2つの顕微鏡の機能が1つになったハンディ
顕微鏡です。

●  付属のスマホアダプタを使用すると観察物を簡単に撮影できます。カメラの
ズーム機能を使って高倍率の撮影が可能です。

解剖用具
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REL

 赤色LEDライト（天体観測用）
コード 型　式 大きさ 電　源 価　格

1-141-0246 REL 39φ×153㎜ 単3電池×2（別売） ¥2,300（＋税）
●  天体観測時に使用する赤色のLEDライトです。
●  目に優しい赤色ライトのため、星座早見盤などを確認しながら夜空の星を観
察するのに最適です。

 星座早見盤（金属製）
コード 型　式 規　格 価　格

1-141-0150 PM 金属製　直径21㎝　おわん型 ¥1,500（＋税）
●  日付と時刻目盛を合わせれば、その時刻の星空がセットでき、星座を分かり
やすく理解できます。

●  付属の赤色ビニール袋は懐中電灯使用時に星の光に眼が慣れるように袋に入
れて照らすものです。

〔仕様〕付属：赤色ビニール袋

21㎝

PM

 星座早見盤（プラスチック製）
コード 型　式 規　格 価　格

1-141-0175 スターディスク プラスチック製　直径22㎝ ¥1,200（＋税）
●  1等星から4等星までの星を印刷してあり、日付と時刻目盛をあわせれば、そ
の時刻の星座が盤面にあらわれます。

●  盤面には星座のほか、冬の大三角形や夏の大三角形が表示されています。ま
た、星団や星雲の位置も印刷されています。

22㎝

スターディスク

 簡易星座早見盤（紙製）
コード 型式 規　格 価　格

1-141-0147 SC 紙製　直径約22㎝　1～4等星の星を表示 ¥300（＋税）
●  一人一人が観察できる低価格の星座早見盤です。
●  星座観測時は盤上に描かれた『指』マークに指を合わせることで、星座盤の持
ち方と方角が正しく理解できます。

22㎝

裏面に解説付

SC

 簡易星座早見盤（紙製）
コード 型式 規　格 価　格

1-141-0138 KEN-Ⅱ 紙製　直径19㎝　1～4等星の星を表示 ¥580（＋税）
●  一人一人が観察できる低価格の星座早見盤です。
●  1等星から4等星までの星や星雲・星団を表示してあります。また、場所によ
る誤差を修正できます。表面が開き、全ての星座を見ることができます。

19㎝

KEN-Ⅱ

 黄道12星座観察器（組立式）
コード 型　式 商品構成 価　格

1-141-0130 KS-10（10枚組） クラフト用紙（A4）　割りピン ¥2,800（＋税）
●  季節による星座の移り変わりを学習できる組み立てキットです。
●  地球に立っている人の東と西に地平線を長く伸ばすことで、季節によって東
や西に見える星座をはっきりと確認することができます。また、夕方や夜中
など時間によって東や西に見える星座も確認することができます。

●  切り込みが入っているので、簡単に工作することができます。　完成品
※製品は星座の  向きが一部異なります。

10枚組

KS-10
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星座早見盤

コード、価格が赤色のものは、一般によく使用されている商品です。
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 透明半球（2個組）
コード 型　式 規　格 価　格

1-141-0370 Y 2個組　実習用　直径20㎝　棒付吸盤2本付 ¥1,300（＋税）

※全球に組み立てることはできません。
〔別売部品〕
1-141-0381 吸盤のみ　棒付（長さ10㎝）　4本組 ･･･････････ ¥430 （＋税）

2個組

 しゃ光板
コード 型式 しゃ光度番号 大きさ 入数 価　格

1-141-0280 SF No.13 160×70㎜ 1枚 ¥2,000（＋税）
● 太陽の動きや位置を調べる際に使用するしゃ光板です。
● このフィルタはJIS規格同等のしゃ光能力をもち、可視光線の標準透過率は
0.00072％で太陽の観察も安心です。

〔仕様〕しゃ光番号：13
可視光透過率：標準0.00072％
紫外線透過率： 365nm　0.000076％

313nm　0.0000076％以下
赤外線透過率：近遠外最大0.014％　中赤外最大0.060％

  下敷やセロハンを使用しての太陽観察は、児童の目を痛めるため危険です。

太陽観察の必需品

 角度目盛付透明半球セット（10個組）
コード 型式 規　格 入数 価　格

1-141-0387 KMSI 直径7㎝　角度目盛付 10個 ¥6,000（＋税）
● 地球儀の上に透明半球を固定し、太陽の1日の動きや季節による南中高度の
違いを調べることができます。

〔仕様〕付属： 底板付透明半球（方位十字ライン入）　1個
粘着シール（透明　直径2㎝）　12枚付

10個組

地
球
儀
に
貼
付
け
て
学
習

 太陽の通り道観察記録器
コード 型　式 価　格

1-141-0410 TY ¥3,000（＋税）
● 透明半球に太陽の方位と高度を記録する記録器です。
〔仕様〕大きさ：270×270㎜　
 付属：実験板1枚　透明半球1個　棒付吸盤4個　方位磁針1個

 底板付透明半球（10個組）
コード 型　式 規　格 入数 価　格

1-141-0385 SI-10 直径7㎝　十字ライン入底板付 10個 ¥5,300（＋税）
● 方位と太陽高度の関係が調べられます。

10個組 動
き
が
分
か
る
方
位
付

 小型透明半球（10個組）
コード 型　式 直径/半球高 入数 価　格

1-141-0361 T-7 7㎝φ/約3.2㎝

10個
¥1,850（＋税）

1-141-0362 T-9 9㎝φ/約4.2㎝ ¥2,100（＋税）
1-141-0363 T-12 12㎝φ/約5.8㎝ ¥3,600（＋税）

※全球に組み立てることはできません。

10個組

安
価
な
実
習
用

SF

TY

KMSI

SI-10

T-7

Y
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雨水の浸み込み方観察器

コード、価格が赤色のものは、一般によく使用されている商品です。

 雨水の浸み込み方観察器
コード 型　式 大きさ 価　格

1-141-0675 AS 90×90×270㎜ ¥18,000（＋税）
● 水の浸み込み方が、粒の大きさによって異なることを観察する実験器です。
● 花壇の泥や砂場の砂を使って実験したり、付属のカラーサンドで実験するこ
ともできます。

● 水が浸み込む時に土が水を吸収します。粒の大きさの違いにより吸収する量
が違うことを観察できるように、水槽下部に目盛シールを貼っています。

〔仕様〕 水槽：上部/金網付　下部/計測目盛付　
セット内容： 水槽（上・下）×3　金網×3　カラーサンド3種（各500g）

青色食紅×1　ヘラ×1
〔別売部品〕
1-141-0717 実験用砂（雨水の浸み込み比較用）3種各1㎏  ･････¥4,800 （＋税）

 雨水の浸み込み方実験セット
コード 型　式 商品構成 価　格

1-141-0716 AM（ボトル・キャップ付） ボトル×6　キャップ×6 ¥5,000（＋税）
1-141-0715 BC（キャップのみ） キャップ×10 ¥2,500（＋税）
● 校庭の泥や砂をペットボトルに入れて、水の浸み込む早さが異なることを確
認できる実験器です。

● キャップは金属製で金網が付いており、水だけを落とすことができます。
● AMタイプは輪切りにカットされたペットボトルが6個付属しています。
〔商品構成〕ステンレスフィルタ付金属キャップ
〔別売部品〕
1-141-0717 実験用砂（雨水の浸み込み比較用）3種各1㎏  ･････¥4,800 （＋税）

※カラーサンドは付属していません

 露点比較実験器
コード 型　式 大きさ（ボックス） 価　格

1-114-0355 RH 120×120×120㎜ ¥11,000（＋税）

〈岡山大学　荒尾真一先生ご監修〉
● 空気中の水蒸気量が異なる環境をつくり、露点と含まれる水蒸気量の関係を
実験から捉えやすくした教材です。

● 水蒸気量の調節には、付属の除湿剤（シリカゲルでも可）と水に濡らしたキッ
チンペーパーを使います。

〔仕様〕 セット内容：200mLステンレス製コップ×3　アルコール温度計×3　
湿度維持用ボックス×2　温度計ホルダー×3　除湿剤　指導用手引書

〔別売部品〕
1-114-0350 露点実験器SS（コップ、温度計、ホルダ各1） ･････¥2,300 （＋税）
1-114-0356 湿度維持用ボックス（1個） ･･････････････････¥2,500 （＋税）
1-335-0985 除湿乾燥剤（ドライフレッシュ） ･･････････････¥1,200 （＋税）

フィルタ付
金属キャップ

粗目 細目中目
AS

 水の対流説明器（前線モデル説明器）
コード 型式 材　質 大　き　さ 価　格

1-142-0875 MT アクリル製 300×50×150㎜ ¥8,500（＋税）
● 左右の水槽にそれぞれ温度の異なる水を入れ、中央の仕切板を外すと温度の
高い水が上に、温度の低い水が下に移動します。

● 付属の実験液を使用すると液の粘性が高く移動の様子をゆっくりと観察でき
ますので、水の対流現象のほか、気象現象の前線の動きも実験できます。

● 温度によって色が変わるサーモインク（別売）を用いると、可逆性により液を
捨てずに繰り返し実験でき経済的です。

〔仕様〕材質：アクリル製　大きさ：300×50×150㎜　付属：実験液（無色）
〔別売部品〕
1-114-0300 サーモインク（240mL） ･････････････････････¥3,000 （＋税）
1-110-0934 PVA洗濯のり 750mL ･･･････････････････････ ¥380 （＋税）

仕切りを
取ると…

冷たい水 温かい水
前線前線面

温暖前線・寒冷前線の動きがわかる

MT

RH
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 ルサフォード最高最低温度計
コード 型　式 規　格 価　格

1-142-0660 最高温度計  RH －20～50℃（0.5℃目盛） ¥19,000（＋税）
1-142-0661 最低温度計  RL －40～40℃（0.5℃目盛） ¥19,000（＋税）
● 最高温度計には、水銀の先に指針が入っており、指針の左端を読み取ります。
● 最低温度計には、透明のアルコールの中に指針が入っており、指針の右端を
読み取ります。
※ 最高温度計は水銀を使用しています。廃棄時には水銀使用製品廃棄物として
適切に処理を行ってください。

RH

RL

 乾湿計
コード 型式 測定範囲 大　き　さ 価　格

1-142-0755 IT －30～50℃（1℃目盛） 79×29×271㎜ ¥1,450（＋税）
1-142-0760 SK-1 －10～50℃（1℃目盛） 104×28×260㎜ ¥1,350（＋税）
● 乾球温度と湿球温度を同時に測定します。
● 温度計は乾球側は赤、湿球側は青に着色されており、示度が明確に分かりま
す。

● SK-1型の湿度換算表の数字はレンズで拡大され見やすくなっています。

IT SK-1

湿度計測のしくみを学ぶ

 雲の発生実験セット
コード 型式 セット内容 価　格

1-143-0132 CJ 炭酸加圧ポンプ4個　液晶温度計など ¥4,800（＋税）
● 手軽に安全に断熱膨張で、ペットボトル内に雲を発生させる実験セットです。
● わずかなポンピングでより濃い雲を観察する為のエタノール噴霧用スプレー瓶
と、空気の断熱温度変化を観察するデジタルサーモテープが付属しています。

〔別売部品〕
1-143-0133 雲の発生ボトルCB（炭酸加圧ポンプとペットボトルのセット） ･･･ ¥980 （＋税）
1-143-0130 炭酸加圧ポンプ 1個 ･････････････････････････ ¥780 （＋税）
1-143-0114 液晶シートのみ ･････････････････････････････ ¥680 （＋税）

一瞬で雲が発生

温度と湿度の値から快適度が分かります

ホワイティ UD温湿度計

 ホワイティ温湿度計
コード 測定範囲 大きさ 価　格

1-142-0598 －20～40℃　10～90％ 130φ×30㎜ ¥2,600（＋税）
●  表示盤が見やすいシンプルなデザインです。

 UD温湿度計
コード 型　式 測定範囲 大きさ 価　格

1-142-0621 壁掛式 －13～43℃　18～90％ 120φ×27㎜ ¥2,000（＋税）
●  誰にでも使いやすいユニバーサルデザインの温湿度計です。

CJ
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SN-908

 大型デジタル温湿度計
コード 型　式 測定範囲 大きさ 価　格

1-142-0517 SN-908 －9.9～50.0℃　20～95％ RH 235×25×165㎜ ¥4,200（＋税）
●  文字高62㎜の大きな温湿度表示で空調等の目安となる快適表示機能が付い
ています。

 ソーラーデジタル温湿度計
コード 型　式 測定範囲 大きさ 価　格

1-142-0679 PC-5200TRH －10～50℃　20～95% 90×20×115㎜ ¥4,500（＋税）
●  現在温湿度、最高最低温湿度を常時表示します。卓上・壁掛け兼用です。

PC-5200TRH

 ワイヤレス温湿度照度計
コード 型　式 測定範囲 価　格

1-142-0005 HLT-100BT 温度：－10～50℃　湿度：20～95％ RH　照度：0～30,000lux ¥9,800（＋税）
●  記録した温度・湿度・照度データを、Bluetoothにより無線でスマートフォ
ンやタブレットで受信できるデータロガーです。

●  保存データはスマートフォンやタブレット上でグラフ表示することができま
す。また、CSV形式に変換しメールで送信することもできます。

〔仕様〕精度： 温度：±1℃（0～40℃）　±2℃（その他）　
湿度：±5％（25℃、40～85％ RH）　±10％（その他）　
照度：±20％

記録時間：84日間（サンプリング間隔：1時間）　
対応OS：iOS7.1以上　Android4.4以上　通信距離：10m（無障害）　
大きさ：32×32×76㎜　約65ｇ（電池含む）　
電源：単4電池×2（テスト電池付属）

温湿度・照度データを簡単収集

CSVに変換してメールで送信

TD-8155

 デジタル最高最低温度計
コード 型式 測定範囲 大きさ 価　格

1-142-0644 TD-8155 －10～50℃ 80×30×150㎜ ¥2,300（＋税）
●  現在の温度と最高・最低温度を同時に表示する温度計です。
●  シンプルなつくりで操作も簡単です。

 デジタル最高最低温度計
コード 型　式 測定範囲 大きさ 価　格

1-142-0647 D-10 －10～50℃ 217×64×19㎜ ¥3,300（＋税）
●  デジタル数字と温度バーのダブル液晶表示です。（防水仕様）
〔仕様〕精度：0～40℃±1℃　それ以外±2℃　電源：単4電池×1（付属）

D-10

防水

デカデジⅤ

 デジタル最高最低温湿度計
コード 型　式 測定範囲 大きさ 価　格

1-142-0523 デカデジⅤ
内部センサ：－10～50℃　20～90％ RH

外部センサ：－50～70℃
約96×20×103㎜ ¥2,500（＋税）

●  室内外の温度を交互に表示し、最高・最低値をメモリーします。

 デジタル最高最低温湿度計
コード 型　式 測定範囲 大きさ 価　格

1-107-0580 オプシスプラス －10～50℃　10～98％ RH 95×22×122㎜ ¥2,300（＋税）
●  5段階の表情で熱中症・インフルエンザの危険度をお知らせします。

オプシスプラス

HLT-100BT
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最高最低温湿度計

コード、価格が赤色のものは、一般によく使用されている商品です。
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 雲量観察器（10個組）
コード 型式 規　格 入　数 価　格

1-141-0390 UN 直径7cm　黒色半球 10個 ¥2,800（＋税）
● 雲量観察器に空を移して雲の量を調べます。
● 雲量観察器に映し出された空は全体的に見渡せるもので、雲の量がよく分か
ります。デジタルカメラで時間ごとに撮影すると雲の変化も観察できます。

 カートリッジペン（記録計用部品）
コード 型　式 規　格 価　格

1-142-0582 紫色 各種共通タイプ
約1年間連続使用できます。

¥1,980（＋税）
1-142-0583 赤色 ¥1,980（＋税） カートリッジペン

 記録用紙（記録計用部品）
コード タイプ 対応機種 価　格

1-142-0553 シグマⅡ型記録温度計 7230-00用（AT1681540）¥2,200（＋税）
1-142-0581 シグマⅡ型記録温湿度計 7210-00用（C1681540）¥3,300（＋税）
1-142-0556 シグマ記録温湿度計 ミニα用（S1681550） ¥2,900（＋税）
1-142-0558 シグマ記録温湿度計 ミニキューブ用（S1685100） ¥2,900（＋税）
1-142-0493 シグマⅡ型記録気圧計 7237-00用（AB1684045）¥2,200（＋税）
1-142-0806 シグマⅡ型記録地中温度計 ES用（AR140-1） ¥2,900（＋税）

〔仕様〕7日巻用1年分　55枚入

 地中温度計
コード 型式 規　格 価　格

1-142-0836 SP －20～110℃　プラスチックケース（33.5㎝） ¥550（＋税）
1-142-0835 SI －20～105℃　金属ケース（33㎝） ¥1,300（＋税）
● 日なた・日かげの温度測定などに使います。

SI

SP

簡易真空槽 164頁 温度モジュール 142頁

 気圧計
コード 型式 規　格 価　格

1-142-0450 FG-5102 気圧：0～1040hPa　高度：0～4500m ¥3,500（＋税）
● 大気圧測定に便利な、見やすく安価な気圧計です。
●  真空槽に気圧計と温度計を入れ、空気を抜いていくと圧力が下がり、併せて
温度も下がることが確認できます。

FG-5102

 天気図用紙（10個組）
コード 型　式 タイプ サイズ 入　数 価　格

1-143-0050 No.1 初級者用
B4判 50枚綴×10冊

¥6,000（＋税）
1-143-0051 No.2 中級者用 ¥6,000（＋税）
● No.1は天気図記号の説明と各地の天気が書ける様になっています。
〔仕様〕（財）日本気象協会版 NO.1 NO.2

天気図を書込むことで理解が深まります

観察例UN

使用例
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鉱物ハンマー

コード、価格が赤色のものは、一般によく使用されている商品です。

 鉱物ハンマー
コード 型　式 規　格 価　格

1-145-0230 KM 全長31.5㎝　刃全長12.8㎝　約560g ¥3,500（＋税）
1-145-0231 KL 全長30㎝　刃全長17㎝　約700g ¥4,500（＋税）

焼入鋼製　パイプ柄付

 化石ハンマー
コード 型　式 規　格 価　格

1-145-0250 KH 全長30㎝　刃全長15㎝　約310g ¥2,800（＋税）

焼入鋼製　かし柄付鉱物ハンマー 化石ハンマー

 岩石研ま用板
コード 品　名 大　き　さ 価　格

1-145-0692 鋼板 260×190㎜　厚さ6㎜ ¥9,500（＋税）
1-145-0691 鋳鉄板 260×180×18㎜　肉厚6㎜ ¥19,000（＋税）
1-145-0693 透明ガラス板 260×180㎜　厚さ5㎜ ¥2,400（＋税）
1-145-0694 すりガラス板（粗） 260×180㎜　厚さ5㎜ ¥2,600（＋税）
1-145-0695 すりガラス板（細） 260×180㎜　厚さ5㎜ ¥2,500（＋税）
● 硬さの違う鉄板と表面の粗さの段階的なガラス板を使って研磨します。

①
②
③
④
⑤

① ②

③ ④ ⑤

 研ま粉
コード 型　式 粒度 規　格 価　格

1-145-0700 C80 ＃80 炭化珪素系
（カーボランダム）

比重約3
1㎏

¥3,500（＋税）
1-145-0702 C150 ＃150 ¥3,500（＋税）
1-145-0704 C320 ＃320 ¥6,000（＋税）
1-145-0706 A1000 ＃1000 アルミナ

比重約1.7
1㎏

¥5,800（＋税）
1-145-0709 A2000 ＃2000 ¥6,500（＋税）

※ 数字が大きい程、粒子径は小さくなっています。
カーボランダム

岩石プレパラート
製作用の
研ま材です

エスチングピック エスチングチゼル

先端形状 先端形状

 鉱物ハンマー
コード 品　名 型　式 規　格 価　格

1-145-0223 エスチングチゼル E3-20PC 全長28㎝　800g ¥12,800（＋税）

ナイロングリップ付

 鉱物ハンマー
コード 品　名 型　式 規　格 価　格

1-145-0221 エスチングピック E3-22P 全長33㎝　900g ¥11,800（＋税）

ナイロングリップ付
安全めがね 297頁

 たがね
コード 型　式 規　格 価　格

1-145-0260 平形 16×180㎜　焼入鋼製 ¥650（＋税）
1-145-0261 丸形 16×180㎜　焼入鋼製 ¥700（＋税）
1-145-0262 平小 10×140㎜　焼入鋼製 ¥600（＋税）
1-145-0280 T-3 上記の3本組 ¥1,950（＋税）

丸形

平小

平形
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火山灰・琥珀

240必要な理科実験器がすぐ検索！

蒸発皿 89頁

 実習用火山灰
コード 規　格 容　量 価　格

1-147-0118 熊本県　阿蘇山 約100g ¥2,100（＋税）
1-147-0115 宮崎県　新燃岳 約100g

ボトル入り
¥1,600（＋税）

1-147-0116 鹿児島県　桜島 ¥1,600（＋税）
1-147-0117 鳥取県　大山 約2g×6 ¥1,800（＋税）
● 火山灰を蒸発皿に入れて水洗し、実体顕微鏡で色々な鉱物を観察出来ます。

 断層・しゅう曲モデル
コード 型式 商品構成 大　き　さ 価　格

1-141-0810 DS 断層モデル　しゅう曲モデル 300×100×60㎜ ¥4,800（＋税）
● 地層の断層としゅう曲のしくみをモデル化したものです。ウレタン樹脂製で
柔らかく簡単に大地の変動を演示できます。

● 大地の変動がわかりやすいように、地層ごとに色分けしています。
〔仕様〕材　質： 断層モデル：硬質ウレタン樹脂

しゅう曲モデル：軟質ウレタン樹脂

大地が変動するしくみを説明

 実習用コハク（コパル）原石
コード 型　式 規　格 入　数 価　格

1-147-0951 KG-100 琥珀原石（小指先大）100g 約30個 ¥5,500（＋税）

※ 1粒の大きさが小指先程度の原石が100g入っており、約30%の確率で虫が
入っています。

 コハク（コパル）磨き体験セット
コード 品　名 規　格 価　格

1-147-0950 体験セット 原石2～3個　水ペーパー　研磨剤等 ¥2,200（＋税）
● 虫入りのコハク（コパル）を水ペーパー等で磨いて中に虫が入っているか観察
するセットです。原石2～3個のうち、1つは虫が入っています。

コハク（コパル）磨き体験セット

コハクを丁寧に
磨いていきます

虫が入っていれば
ラッキー !

オリジナルコハク
の完成です

実習用コハク（コパル）原石

 フズリナ原石研磨セット
コード 型　式 入　数 価　格

1-147-0945 FG-12 12個 ¥4,000（＋税）
● フズリナを含んだ石灰岩を耐水ペーパーで研磨し、化石標本を作るセットです。
● 石灰岩は子どもにも磨きやすい柔らかい岩石であり、綺麗な研磨化石標本を
作製できます。

〔仕様〕セット内容： フズリナ原石　（約30×30㎜　岐阜県大垣市産）　
耐水ペーパー2種　各6枚 FG-12

しゅう曲

断層

DS

 砂鉄
コード 容　量 価　格

1-147-0618 約10g（小袋入）×12 ¥1,800（＋税）
● 自然の砂鉄で、実習用に使用します。

便
利
な

小
袋
入
り

 たい積実験用砂
コード 型式 容　量 価　格

1-141-0623 3C 茶・イエロー・ブルー　各1㎏ ¥5,000（＋税）
● 沈降実験や地層のでき方、たい積実験などに使用できる砂です。
〔仕様〕セット内容： 茶：粒度2㎜φ以上　容量1㎏　

イエロー：粒度2～0.06㎜φ　容量1㎏　
ブルー：粒度0.06㎜φ以下　容量1㎏ たい積実験用砂3C
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 標準化石標本
コード 型　式 紙箱の大きさ 価　格

1-147-0702 12TS 190×145×30㎜ ¥7,800（＋税）

セット内容： 12種、巻貝化石、琥珀、メタセコイア、サメの歯、アンモナイト、硅化木、フズリナ、
ファコプス、直角石、クサリサンゴ、ウミユリ石灰岩、ストロマトライト

 標準化石セット
コード 型　式 構　成 価　格

1-147-0710 6KS 教科書に出てくる代表的な化石6種 ¥2,500（＋税）

セット内容：三葉虫・サンゴ化石・アンモナイト・モササウルスの歯・
サメの歯・貝の化石

6KS 12TS

 化石標本（※自然化石の為、大きさは若干異なります）
コード 品　名 時　代 原産地 大　き　さ 価　格

1-147-0937 ストロマトライト 先カンブリア代 中国 約150×150㎜ ¥1,800（＋税）
1-147-0938 ウミユリ 古生代 中国 約50×70㎜ ¥1,300（＋税）
1-147-0930 三葉虫（エルラシア母岩付） 古生代 アメリカ 約50～65㎜ ¥1,500（＋税）
1-147-0936 サメの歯化石 古生代 モロッコ 約25×25㎜ ¥1,500（＋税）
1-147-0973 フズリナ石灰岩 中生代 岐阜県 約35×50㎜ ¥2,300（＋税）
1-147-0910 シダの葉化石 中生代 アメリカ 約50×80㎜ ¥3,800（＋税）
1-147-0974 アンモナイト 中生代 フランス 約40×50㎜ ¥2,300（＋税）
1-147-0934 モササウルスの歯化石 中生代 モロッコ 約20×10㎜ ¥1,000（＋税）
1-147-0975 魚の化石（ダシティルベ属） 中生代 ブラジル 約40×50㎜ ¥2,700（＋税）
1-147-0909 ビカリア（巻貝） 新生代 岡山県 約40～50㎜ ¥7,000（＋税）
1-147-0911 木の葉化石 新生代 岡山県 約50×80㎜ ¥2,600（＋税）
1-147-0912 メタセコイア 新生代 アメリカ 約40×30㎜ ¥2,600（＋税）

①

②

③

④

⑤

⑥

⑦

⑧

⑨

⑩

⑪

⑫

ルーペ 166頁

 示準化石
コード 型式 化石ケース 紙箱の大きさ 価　格

1-147-0717 6種組 40×40×34㎜（化石は接着済） 130×90×38㎜ ¥2,800（＋税）
● 地層の時代を推定する示準化石のセットです。
● 地層年代表のイラスト付で化石のイメージが分かりやすくなっています。
● 化石は個々にプラスチックケース入で紛失防止に役立ちます。
内容：三葉虫、直角石、ゴニアタイト、アンモナイト、恐竜の骨、サメの歯

 地質年代標本「地球の歴史」
コード 規　格 価　格

1-147-0153 サイズ：280×185×30㎜ ¥3,800（＋税）
● 46億年もの地質年代に関連した岩石・化石標本を使ったブック型標本です。
標本： 10種（ストロマトライト、赤鉄鉱、三葉虫、直角石、フリズナ、恐竜の骨、アンモナイトなど）
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化石標本

コード、価格が赤色のものは、一般によく使用されている商品です。

①ストロマトライト ⑥シダの葉化石②ウミユリ

⑦アンモナイトM ⑩ビカリア（巻貝）

③三葉虫（エルラシア）

⑧モササウルスの歯化石 ⑪木の葉化石

⑤フズリナ

⑨魚の化石（ダシチウベ） ⑫メタセコイア

④サメの歯化石
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 化石標本
コード 品　名 時代 原産地 大きさ 価　格

1-147-0901 三葉虫（フレキシカリメネ） 古生代 モロッコ 約40×50㎜ ¥4,800（＋税）
1-147-0915 アンモナイト 中生代 マダガスカル 約50㎜ ¥3,500（＋税）
● 型取りに適した形の良い化石です。
※寸法は自然化石のため、若干異なります。 立体レプリカ工作セット 267頁 三葉虫（フレキシカリメネ） アンモナイト

 火成岩をつくる鉱物
コード 型式 構　成 紙箱の大きさ 価　格

1-147-0148 7種組
石英、長石、黒雲母、輝石
角閃石、カンラン石、磁鉄鉱

195×145×30㎜ ¥1,300（＋税）

● 火成岩や火山灰に含まれる鉱物の実標本を名称や色等で比較し示しています。
● 玄武岩と花崗岩を構成する鉱物をイラストと写真で図解しています。

 おもな堆積岩
コード 型式 構　成 紙箱の大きさ 価　格

1-147-0140 4種組 泥岩、砂岩、れき岩、凝灰岩 195×145×30㎜ ¥1,400（＋税）
● 小学校で学習するおもな堆積岩4種のセットです。
● 堆積岩の基本的な成り立ちを分かり易く図解イラストと実標本で示しています。

 代表的な火成岩とそのつくり
コード 型式 構　成 紙箱の大きさ 価　格

1-147-0144 6種組
玄武岩、安山岩、流紋岩
斑レイ岩、閃緑岩、花崗岩

195×145×30㎜ ¥1,500（＋税）

● 火山岩と深成岩のつくりの違いを分かり易く、組織の拡大写真付の標本です。
● マグマが急に冷え固まった火山岩とゆっくり冷え固まった深成岩のつくりの
違いを分かり易く説明できる標本です。

● 火成岩の斑状組織と深成岩の等粒状組織の拡大写真付です。

見やすい写真入り

 化石箱（化石セット）
コード セット内容 価　格

1-147-0151 アンモナイト、サメの歯、恐竜の骨、直角石 ¥1,900（＋税）
● 代表的な化石がセットされています。ガイド付。
※セット内容は異なる場合があります。

 火山灰・砂比較プレパラート
コード 型　式 入　数 大　き　さ 価　格

1-156-0940 HP-6 6枚 76×26×4㎜ ¥9,800（＋税）
● 色や大きさの異なる火山灰3種と砂を封入したプレパラートです。
● 火山灰を洗って乾燥させる手間が省けます。
〔仕様〕 セット内容：桜島・新燃岳・古琵琶湖層の火山灰・砂

付属：プレパラート保存ケース

火山の違いによる色・鉱物の違いを観察

 珪藻土
コード 型　式 時代 原産地 構　成 価　格

1-157-0853 KED 新生代 岡山県 0.5g×サンプル管6本入 ¥2,600（＋税）
●  珪藻土は珪藻の殻の化石からできた堆積物で、微量のサンプルを水に入れる
と珪藻化石の顕微鏡観察ができます。 観察例（400倍）

KED
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岩石標本

242必要な理科実験器がすぐ検索！
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火成岩・たい積岩

コード、価格が赤色のものは、一般によく使用されている商品です。

 火成岩標本（研磨・小学校用）
コード 型式 構　成 大きさ 価　格

1-147-0090 6KE
花崗岩・安山岩・火山灰（桜島）
火山灰（新燃岳）・軽石・溶岩

約20㎜角 ¥2,300（＋税）

 火成岩標本（研磨・中学校用）
コード 型式 構　成 大きさ 価　格

1-147-0091 6KJ
花崗岩・閃緑岩・斑れい岩・
流紋岩・安山岩・玄武岩

約20㎜角 ¥2,900（＋税）火成岩標本（研磨・小学校用） 火成岩標本（研磨・中学校用）

 たい積岩標本（研磨・小学校用）
コード 型式 構　成 大きさ 価　格

1-147-0092 6TE
れき岩・砂岩・泥岩・アンモナイト・
火山灰（桜島）・貝の化石

約20㎜角 ¥2,300（＋税）

 たい積岩標本（研磨・中学校用）
コード 型式 構　成 大きさ 価　格

1-147-0093 6TJ
れき岩・砂岩・泥岩・石灰岩・

チャート・凝灰岩
約20㎜角 ¥2,900（＋税）たい積岩標本（研磨・小学校用）たい積岩標本（研磨・中学校用）

 火成岩・たい積岩標本（研磨）
コード 型式 構　成 大きさ 価　格

1-147-0094 6KT
安山岩・玄武岩・花崗岩・
れき岩・砂岩・泥岩

約20㎜角 ¥2,900（＋税）

 火山噴出物標本
コード 型　式 構　成 価　格

1-147-0125 6KH
溶岩・火山れき・火山灰（桜島）
火山灰（有珠山）軽石・硫黄 ¥1,300（＋税）火山噴出物標本火成岩・たい積岩標本（研磨）

 おもしろい石
コード 品　名 規　格 価　格

1-115-0850 方解石 マダガスカル産　約30～40㎜　ケース入 ¥2,800（＋税）
1-118-0177 磁鉄鉱 アメリカ産　約25㎜　ケース入 ¥1,600（＋税）
1-147-0424 蛍石 約30㎜　ケース入 ¥1,800（＋税）
1-147-0885 クジャク石 約20×30㎜　500g ¥7,500（＋税）

方解石 磁鉄鉱

砂鉄が着きます

蛍石 クジャク石

銅を取り出す実験に

 鉱物箱（鉱物セット）
コード セット内容 価　格

1-147-0150 石英、紫水晶、ホタル石、メノウ、黄鉄鉱、黒曜石 ¥1,400（＋税）
● 代表的な鉱物がセットされています。ガイド付。
※セット内容は異なる場合があります。
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蛍光鉱物

244必要な理科実験器がすぐ検索！

 レークサイドセメント
コード 大　き　さ 入　数 価　格

1-145-0713 170×10×15㎜ 1本 ¥2,400（＋税）
● 研磨した岩石をスライドグラスに固定するのに使用します。
※輸送時に折れる場合がございますが、使用上は問題ありません。

 鉱物用スライドグラス
コード 規　格 入　数 価　格

1-145-0715 28×48㎜　縁ずり 100枚組 ¥1,500（＋税）

 鉱物用カバーグラス
コード 大　き　さ 入　数 価　格

1-145-0725 22×24㎜ 100枚組 ¥850（＋税）

 鉱物プレパラート保存箱（薄片箱）
コード 型　式 規　格 価　格

1-145-0740 K-100 鉱物用　木製　100枚入用 ¥3,000（＋税） 鉱物プレパラート保存箱

レークサイドセメント

鉱物用スライドグラス

100枚組

鉱物用カバーグラス

100枚組

 蛍光鉱物標本
コード 型　式 大きさ 価　格

1-147-0385 長波10種 205×88×35㎜（紙箱入） ¥9,800（＋税）
● 紫外線により蛍光を発する鉱物のセットです。
〔仕様〕 セット内容：アグレル石　直閃石　ブラウン方解石　蛍石　他

 蛍光鉱物　
コード 品　名 規　格 価　格

1-147-0393 ルビー天然結晶 インド産　約10㎜ ¥1,500（＋税）
1-147-0395 マンガン方解石 メキシコ産　約20㎜ ¥1,000（＋税）
1-147-0396 蛍石 約20㎜ ¥1,200（＋税）
1-147-0397 琥珀 バルト海一帯産　約20～40㎜ ¥1,900（＋税）
1-147-0398 ウェルネル石 カナダ産　約30㎜ ¥1,300（＋税）
1-147-0399 珪亜鉛鉱 アメリカ産　約20～30㎜ ¥1,300（＋税）
● ブラックライトを当てると、発光もしくは発色します。ケース入です。

マンガン方解石 蛍石

琥珀 ウェルネル石 珪亜鉛鉱

 蛍光鉱物セット
コード セット内容 価　格

1-147-0152 5種（ホタル石、コハク、方解石（2種）、柱石） ¥3,400（＋税）
● 紫外線長波で蛍光する蛍光鉱物5種セットです。ガイド付。
※セット内容は異なる場合があります。

実験例
UV照射

ルビー天然結晶

 蛍光鉱物標本
コード 型　式 付　属 価　格

1-147-0403 長波6種 ペン型ブラックライト ¥5,000（＋税）
● 紫外線により蛍光を発する鉱物とブラックライトのセットです。
※セット内容は異なる場合があります。
〔仕様〕 セット内容： 6種　ルビー（赤）　カルサイト（ピンク）　蛍石（白紫）

ウェルネル石（黄）　原油入り水晶（白）　コパル（黄緑）

専用のブラックライトで
鮮やかに発光します
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 金属板チップセット
コード 型　式 規　格 入　数 価　格

1-126-0220 3種組 下記の3種各30枚ケース入 3種　各30枚 ¥2,200（＋税）
1-126-0221 銅板 10×10㎜ 30枚組 ¥830（＋税）
1-126-0222 鉄板 10×10㎜ 30枚組 ¥780（＋税）
1-126-0223 アルミ板 10×10㎜ 30枚組 ¥640（＋税）
● 試験管に入れやすいサイズにした金属チップです。
〔仕様〕大きさ：10×10㎜　厚み：0.5㎜

試験管に
ピッタリ！

 実験用金属板セット
コード 型　式 規　格 入　数 価　格

1-126-0145 JKS 下記の6種各5枚ケース入 6種　各5枚 ¥2,600（＋税）
1-126-0201 銅板 15×45㎜ 30枚組 ¥1,280（＋税）
1-126-0202 鉄板 15×45㎜ 30枚組 ¥960（＋税）
1-126-0204 亜鉛板 15×45㎜ 30枚組 ¥2,500（＋税）
1-126-0208 ニッケル板 15×45㎜ 30枚組 ¥3,600（＋税）
1-126-0209 鉛板 15×45㎜ 30枚組 ¥3,200（＋税）
1-126-0203 アルミ板 15×45㎜ 30枚組 ¥800（＋税）
● 金属のイオン化傾向・電気分解・ボルタ電池・鉛蓄電池におすすめの、金属板
6種各5枚のセットです。

〔仕様〕大きさ：15×45㎜　厚み：0.5㎜（鉛板1.5㎜　ニッケル板0.3㎜）

銅
鉄

アルミ

亜鉛

ニッケル
鉛

6種セット

金属板セット
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コード、価格が赤色のものは、一般によく使用されている商品です。

 金属箔
コード 品　名 大　き　さ 膜厚 枚数 価　格

1-331-0650 金箔 109×109㎜ 約0.4㎛ 10 ¥8,500（＋税）
1-331-0651 銀箔 115×115㎜ 約0.4㎛ 100 ¥12,800（＋税）
1-331-0652 白金箔 112×112㎜ 約0.5㎛ 10 ¥14,800（＋税）
● 金属の光沢性、延性、溶解性、導電性、反射・透過性などを調べる化学、物理
実験に使用できます。

銀 金 白金

 金属板セット（銅・鉄・アルミセット）
コード 型　式 規　格 入　数 価　格

1-126-0146 30枚組 下記の3種各10枚ケース入 3種　各10枚 ¥1,600（＋税）
1-126-0201 銅板 15×45㎜ 30枚組 ¥1,280（＋税）
1-126-0202 鉄板 15×45㎜ 30枚組 ¥960（＋税）
1-126-0203 アルミ板 15×45㎜ 30枚組 ¥800（＋税）
● 身のまわりで多く使われている代表的な金属の特長的な性質を調べる実験に
おすすめです。

〔仕様〕大きさ：15×45㎜　厚み：0.5㎜

3種セット

アルミ

銅 鉄

身近な金属3種

化学実験の定番6種

 金属板セット（電池実験用電極セット）
コード 型　式 規　格 入　数 価　格

1-126-0148 DKS 下記の4種各10枚ケース入 4種　各10枚 ¥4,500（＋税）
1-126-0201 銅板 15×45㎜ 30枚組 ¥1,280（＋税）
1-126-0202 鉄板 15×45㎜ 30枚組 ¥960（＋税）
1-126-0204 亜鉛板 15×45㎜ 30枚組 ¥2,500（＋税）
1-126-0207 マグネシウム板 15×45㎜ 30枚組 ¥6,300（＋税）
● 亜鉛板と銅板を使うことでレモン電池など、教科書と同じ実験をすることが
できます。

〔仕様〕大きさ：15×45㎜　厚み：0.5㎜

マグネシウム

亜鉛 鉄
銅

4種セット

電池実験に適した4種
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必要な理科実験器がすぐ検索！

 金属板
コード 品　名 形状 大きさ 厚み 入数 価　格

1-126-0221

銅板

チップ 10×10㎜ 0.5㎜ 30 ¥830（＋税）
1-126-0725 短　冊 9×50㎜ 1㎜ 20 ¥2,000（＋税）
1-126-0201 短　冊 15×45㎜ 0.5㎜ 30 ¥1,280（＋税）
1-123-0063 短　冊 40×65㎜ 0.5㎜ 5 ¥720（＋税）
1-126-0355 短冊（大） 20×70㎜ 0.5㎜ 20 ¥2,500（＋税）
1-124-0140 大　版 360×400㎜ 0.5㎜ 1 ¥3,800（＋税）
1-126-0222

鉄板

チップ 10×10㎜ 0.5㎜ 30 ¥780（＋税）
1-126-0202 短　冊 15×45㎜ 0.5㎜ 30 ¥960（＋税）
1-126-0357 短冊（大） 20×70㎜ 0.5㎜ 20 ¥1,800（＋税）
1-124-0145 大　版 450×450㎜ 0.5㎜ 1 ¥1,200（＋税）
1-126-0226

亜鉛板

チップ 10×10㎜ 0.5㎜ 30 ¥980（＋税）
1-126-0726 短　冊 9×50㎜ 1㎜ 20 ¥1,600（＋税）
1-126-0204 短　冊 15×45㎜ 0.5㎜ 30 ¥2,500（＋税）
1-123-0064 短　冊 40×65㎜ 0.5㎜ 5 ¥650（＋税）
1-126-0356 短冊（大） 20×70㎜ 0.5㎜ 20 ¥2,500（＋税）
1-124-0141 大　版 500×400㎜ 0.5㎜ 1 ¥4,800（＋税）
1-126-0223

アルミ板

チップ 10×10㎜ 0.5㎜ 30 ¥640（＋税）
1-126-0203 短　冊 15×45㎜ 0.5㎜ 30 ¥800（＋税）
1-126-0358 短冊（大） 20×70㎜ 0.5㎜ 20 ¥1,500（＋税）
1-124-0142 大　版 400×400㎜ 0.5㎜ 1 ¥1,300（＋税）
1-124-0144 鉛板 大　版 500×300㎜ 1.5㎜ 1 ¥5,800（＋税）
1-124-0146 ステンレス板 大　版 500×450㎜ 0.5㎜ 1 ¥3,500（＋税）
1-126-0225 銀板 チップ 10×10㎜ 0.1㎜ 30 ¥3,800（＋税）
1-126-0227

マグネシウム板
チップ 10×10㎜ 0.5㎜ 30 ¥980（＋税）

1-126-0207 短　冊 15×45㎜ 0.5㎜ 30 ¥6,300（＋税）

銅板 亜鉛板 アルミ板鉛板 真鍮板鉄板
銀板ステンレス板 ニッケル板

銅（チップ）
アルミ（チップ）

亜鉛（短冊）
鉄（短冊） 銅（短冊）

銅板（大版）

アルミ板（大版）

人間電池セット 264頁

ダニエル電池実験セット 128頁

品名（純度） 大　き　さ 厚み
ターミナルなし ターミナル付

コード 型　式 価　格 コード 型　式 価　格

銅板（99.96％）
45×120㎜ 0.5㎜ 1-126-0111 B-02 ¥220（＋税） 1-126-0110 B-01 ¥500（＋税）
45×150㎜ 0.5㎜ 1-126-0113 B-04 ¥260（＋税） 1-126-0112 B-03 ¥540（＋税）

亜鉛板（99.4％）
45×120㎜ 0.5㎜ 1-126-0115 B-06 ¥220（＋税） 1-126-0114 B-05 ¥500（＋税）
45×150㎜ 0.5㎜ 1-126-0117 B-08 ¥250（＋税） 1-126-0116 B-07 ¥530（＋税）

鉛板（99.99％） 45×120㎜ 1.5㎜ 1-126-0127 B-18 ¥430（＋税） 1-126-0126 B-17 ¥710（＋税）

アルミ板（99.7％）
45×120㎜ 0.5㎜ 1-126-0119 B-10 ¥100（＋税） 1-126-0118 B-09 ¥380（＋税）
45×150㎜ 0.5㎜ 1-126-0121 B-12 ¥120（＋税）

鉄板（99.84％）
45×120㎜ 0.5㎜ 1-126-0131 B-22 ¥120（＋税）
45×150㎜ 0.5㎜ 1-126-0133 B-24 ¥120（＋税）

真鍮板 45×120㎜ 0.5㎜ 1-126-0123 B-14 ¥210（＋税）
ステンレス板 45×120㎜ 0.5㎜ 1-126-0135 B-26 ¥160（＋税）

ニッケル板（99％）
45×120㎜ 0.3㎜ 1-126-0136 B-27 ¥980（＋税）
50×60㎜ 0.3㎜ 1-126-0137 B-28 ¥550（＋税）

銀板（99.99％） 30×46㎜ 0.3㎜ 1-126-0138 B-29 ¥2,800（＋税） ターミナル付

ターミナル電極と導線の接続方法
① 先端のく形が穴
の位置にくるよ
うにターミナル
中央部を曲げま
す。
② 先端のく形を穴
に押込みリード
線を通すと接続
できます。

②

①

 実験用金属板
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コード、価格が赤色のものは、一般によく使用されている商品です。

 ホルダー付炭素電極
コード 型式 電極（炭素棒） 適合ビーカー 付　属 価　格

1-126-0060 DH 5φ×100㎜ 100～200ｍL リード線 ¥1,900（＋税）

〔別売部品〕
1-126-0033 炭素棒（ゴム栓付） 5φ×100㎜（2個） ････････¥1,280 （＋税）

 炭素電極
コード 型式 電極（炭素板） 大きさ 備　考 価　格

1-126-0055 Hny 10×65×5㎜ 90×10×130㎜ 100mLビーカー対応 ¥3,800（＋税）

〔別売部品〕
1-126-0056 炭素板（2枚組） 10×65×5㎜ ･･･････････････¥2,600 （＋税）

炭素電極（ビーカーは付属していません）
ホルダー付炭素電極

銅の析出に

 導電電極
コード 電　極 大　き　さ 価　格

1-126-0088 SUS304ステンレス 90×20×130㎜
電極部10×65㎜

¥2,600（＋税）
1-126-0098 白金めっき付チタン ¥3,900（＋税）
● 高輝度赤色LED付の電極で、水溶液中のイオンの存在をLEDの点灯で検証す
ることができます。

● 電極・LED・電池が一体構造のため、簡単に実験を行うことができます。
● 白金めっき付チタンは電気分解により電極が溶け出すことがありませんの
で、中和反応等にもお使い頂けます。

● 電極は、少量の水溶液でも測定できるよう、100mLビーカーに対応しており、
ビーカーの上に置くこともできます。

〔仕様〕本　体：ベークライト柄　LED　電池ホルダー付　100mLビーカー対応
付　属：単3電池×2

電気を通すか
通さないかは
LEDの点灯で
分かります。

 ステンレス電極
コード 型式 電　極 大　き　さ 価　格

1-126-0090 DN SUS304ステンレス 90×10×130㎜ ¥1,500（＋税）

〔仕様〕100mLビーカー対応　電極部：10×65㎜

 白金めっき付チタン電極
コード 型式 電　極 大　き　さ 価　格

1-126-0103 DG 白金めっき付チタン 90×10×130㎜ ¥3,000（＋税）
● 白金めっき付チタンは電流を流しても、電極が溶け出すことがありません。
中和反応における電導度の変化を見る実験等にも使用できます。

〔仕様〕100mLビーカー対応　電極部：10×65㎜

白金めっき付チタン電極 ステンレス電極

 試験管用ステンレス電極（2本組）
コード 電　極 規　格 入　数 価　格

1-126-0078 SUS304ステンレス 18㎜φ・16㎜φ
試験管対応

2本組
¥1,200（＋税）

1-126-0079 白金めっき付チタン ¥2,000（＋税）
● 様々な溶液について電解質・非電解質を調べることができる電極です。白金
めっき付チタンは電極が溶け出すことがありません。

● スリム設計で、18㎜φのほか16㎜φ以下の試験管にも入ります。
● 先端部分を浸すだけなので、少ない溶液で実験できます。
〔仕様〕電　極：1.5㎜φ×長さ175㎜

本　体：柄：塩化ビニル　被覆：スミチューブ
大きさ：44×4×210㎜　8g　18㎜φ・16㎜φ試験管対応

ステンレス

白金めっきだから
電極が溶け出さない

白金めっき付チタン

2本組

35㎜

白金めっき付

LEDの点灯で検証できます

水溶液の電解やイオンの確認実験に

教科書教科書
準拠準拠
教科書
準拠
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必要な理科実験器がすぐ検索！

 実験用炭素板
コード 型　式 規　格 大　き　さ 純度 価　格

1-126-0128 B-19 ターミナル付
42×120×8㎜ 99％

¥1,600（＋税）
1-126-0129 B-20 ターミナルなし ¥1,300（＋税）
● 酸やアルカリで反応して溶解する金属電極の変わりに使用する化学的に安定
で溶けない炭素板です。

● 塩化銅や硫酸銅などの水溶液の電気分解用や金属めっきの実験にご使用くだ
さい。

● 電極として使用する場合はターミナル付が便利です。 ターミナル付 ターミナルなし

 炭素棒（10本組）
コード 大　き　さ 入　数 価　格

1-126-0011 5φ×300㎜ 10本 ¥7,200（＋税）
1-126-0013 5φ×100㎜ 10本 ¥3,600（＋税）
1-126-0012 5φ×75㎜ 10本 ¥2,900（＋税）
● 酸やアルカリで金属電極の代わりに使う不溶性の炭素電極です。
● 塩化銅や硫酸銅水溶液の電気分解で陽極に銅が析出する様子がよく解ります。

100㎜

75㎜
300㎜

10本組

 電解装置用電極（2個組）
コード 種　類 規　格 入数 価　格

1-126-0096 白金めっき付チタン極 5φ×95㎜　ゴム栓付 2個組 ¥3,100（＋税）
1-126-0031 ニッケル極 10×70㎜　ゴム栓付 2個組 ¥900（＋税）
1-126-0032 炭素極 5φ×75㎜　ゴム栓付 2個組 ¥980（＋税）
1-126-0033 炭素極 5φ×100㎜　ゴム栓付 2個組 ¥1,280（＋税）
1-126-0062 銅電極（銅の電解精錬用）10×70㎜　ゴム栓付 2個組 ¥850（＋税）

※ゴム栓は黒ゴム栓No.2を使用しています。
■対応表

希硫酸
（10～15%）

希塩酸
（5～10%）

水酸化ナトリウム
（5～10%） 食塩水（30%）

白金めっき付チタン極 ○ ○ ○ ー
ニッケル極 ー ー ○ ー
炭素極 ○ ○ ー ○

炭素（100㎜）白金めっき付
チタン

ニッケル銅 炭素（75㎜）

便利な
ゴム栓付

2個組

 金属板・炭素棒ホルダー（電極ホルダー）
コード 型式 差込口 電極間隔 大きさ 価　格

1-126-0140 5枚組 3ヶ所 15、25、40㎜ 65×130㎜ ¥980（＋税）
●  金属板や炭素棒を差込み、ビーカーの上に置くだけで簡単に電池
の実験が行えます。

● 中央にある穴には温度計を差し込むことも可能です。
● 幅45㎜までの金属板、直径5㎜φの炭素棒の取付が可能です。

温度計にも！ ※ビーカーは付属していません

これは便利5枚組

 燃料電池実験用ニッケル金網
コード 規　格 大　き　さ 価　格

1-123-0018 アミ目：200メッシュ 10×10㎝ ¥1,800（＋税）
● 燃料電池の自作用金網です。パラジウムめっき加工して使用します。

電気分解装置 127頁

パラジウムめっき
したニッケル金網
を電極に巻き付け
て固定します。

便利なゴム栓付電極
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コード、価格が赤色のものは、一般によく使用されている商品です。

透過します

 金蒸着ガラス
コード 大　き　さ 膜　厚 入　数 価　格

1-331-0653 22×26㎜ 約30nm 10枚 ¥15,000（＋税）
1-331-0654 22×26㎜ 約30nm 1枚 ¥1,800（＋税）
● 金蒸着ガラスは、扱いにくい金箔に比べ、ガラス表面に金がコートされてお
り、簡単に取扱うことができます。

 金属棒（5本組）
コード 品　名 直径×長さ 入　数 価　格

1-124-0147 銅棒 5㎜φ×50㎝ 5本 ¥3,500（＋税）
1-124-0148 アルミ棒 5㎜φ×50㎝ 5本 ¥1,580（＋税）
1-124-0150 鉄棒 5㎜φ×50㎝ 5本 ¥980（＋税）
● 加熱実験や化学反応などで使用頻度の高い銅・鉄・アルミの金属棒です。
● 材質によって熱の伝導速度が違うことが分かります。

アルミ銅 鉄

 金属棒セット
コード 型　式 内　容 大　き　さ 価　格

1-126-0142 3種組 銅・鉄・アルミ各50本 2φ×100㎜ ¥2,200（＋税）
● 身のまわりで多く使われている代表的な金属（銅・鉄・アルミニウム）を使い
やすい棒状にしたセットです。

● 酸やアルカリとの反応や加熱による変化を観察するのにご使用ください。アルミ 銅
鉄

 熱の伝わり方実験板用部品
コード 型　式 大　き　さ 価　格

1-114-0076 実験板 2種組

150×150㎜
¥2,360（＋税）

1-114-0077 実験板 1スリット ¥1,380（＋税）
1-114-0078 実験板 スリットなし ¥980（＋税）

スリットなし 1スリット

 ピアノ線
コード 線　径 長　さ 価　格

1-124-0161 0.3㎜φ 10m ¥950（＋税）
1-124-0162 0.6㎜φ 10m ¥980（＋税）

 針金（軟鉄）
コード 番　手 線　径 長　さ 価　格

1-124-0281 #20 0.9㎜φ 40m ¥850（＋税）

ピアノ線

 熱の伝わり方実験セット用　実験板（10枚組）
コード 型　式 大　き　さ 入　数 価　格

1-114-0031 銅板 50×50㎜ 10枚 ¥1,600（＋税）
● 50㎜ 角と小さいためお湯を使った熱の伝わり方実験ができます。

 熱の伝わり方実験板（5枚組）
コード 型　式 大　き　さ 材　質 入　数 価　格

1-114-0062 A型長方形 67×110㎜ 鉄板
ろう引き済

5枚組
¥280（＋税）

1-114-0063 B型変形 67×105㎜ ¥280（＋税）
● 鉄板にろう引きしたものです。
● ろうの溶ける様子で、熱の伝わり方が観察できます。

A型長方形 B型変形

実験動画025

50℃のお湯で
安全に実験

150×150㎜ 

50×50㎜ サーモインク 143頁

針金
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必要な理科実験器がすぐ検索！

 実験用金属球（鋼球）インチサイズ
コード 直　径 インチ 重　さ 入　数 価　格

1-110-0240 15.88㎜φ 5/8 約17g 10個（ケース入） ¥800（＋税）
1-110-0241 20.64㎜φ 13/16 約36g 10個（ケース入） ¥980（＋税）
1-110-0242 25.4㎜φ 1" 約60g 10個（ケース入） ¥1,900（＋税）
1-110-0249 30.16㎜φ 1" 3/16 約112g 10個（ケース入） ¥5,200（＋税）

※インチサイズの鋼球です。

 実験用金属球（ミリサイズ）
コード 品　名 直　径 重　さ 入　数 価　格

1-110-0231 チタン球 20㎜φ 約19g 1個 ¥2,800（＋税）
1-110-0232 銅球 20㎜φ 約37g 1個 ¥1,800（＋税）
1-110-0233 アルミ球 20㎜φ 約11g 1個 ¥980（＋税）
1-110-0327 鋼球（10個組） 20㎜φ 約33g 10個 ¥1,700（＋税）
1-118-0267 鋼球（10個組） 15㎜φ 約14g 10個 ¥780（＋税）

※ミリサイズの実験用金属球です。

チタン球 銅球

アルミ球 鋼球

 発泡スチロール球（10個入）
コード 直径 価　格 コード 直径 価　格

1-138-0731 20㎜ ¥330（＋税） 1-138-0736 50㎜ ¥680（＋税）
1-138-0732 25㎜ ¥360（＋税） 1-138-0737 60㎜ ¥900（＋税）
1-138-0733 30㎜ ¥410（＋税） 1-138-0738 75㎜ ¥1,500（＋税）
1-138-0734 35㎜ ¥480（＋税） 1-138-0739 100㎜ ¥2,900（＋税）
1-138-0735 40㎜ ¥510（＋税）

10個組

 実験用金属球（フック付）インチサイズ
コード 直　径 インチ 重　さ 形　状 入　数 価　格

1-110-0243 15.88㎜φ 5/8 約17g フック付 10個 ¥3,200（＋税）
1-110-0244 19.05㎜φ 3/4 約28g フック付 10個 ¥4,100（＋税）
1-110-0245 25.4㎜φ 1" 約60g フック付 10個 ¥5,200（＋税）
1-110-0247 44.45㎜φ 1" 3/4 約360g フック付 1個 ¥3,900（＋税）

※インチサイズの鋼球で製作しています。
19㎜φ 25㎜φ

45㎜φ

16㎜φ

 実験用球（10個組）
コード 品　名 規　格 重さ 入数 価　格

1-110-0235
ガラス玉

20㎜φ 10g 10個 ¥600（＋税）
1-110-0226 30㎜φ 35g 10個 ¥880（＋税）
1-110-0237 スーパーボール 18㎜φ 3g 10個 ¥350（＋税）
1-110-0236

プラスチック球
19㎜φ 5g 10個 ¥1,400（＋税）

1-110-0234 19㎜φフック付 6g 10個 ¥2,500（＋税）
1-110-0239

木球
20㎜φ　穴付 3g 10個 ¥680（＋税）

1-110-0255 30㎜φ　穴無 10g 10個 ¥1,800（＋税）

※10個入はケース付です。　※木球穴付は貫通していません。
※ガラス玉は青みがかっています。無色・透明ではありません。
※スーパーボール、プラスチック球（フック付）の色指定はできません。

ガラス玉

木球

プラスチック球 プラスチック球（フック付）

スーパーボール

10個組

木球（穴付）
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 浮き浮き実験器
コード 型　式 大きさ 付　属 価　格

1-120-0430 うきうき 150×150×220㎜ 手回し発電機　紙風船 ¥8,900（＋税）
● 手回し発電機で発電した電気でプロペラを回し、その風の力で紙風船を浮か
せエネルギーを体験できるとても楽しい実験器です。

● 手回し発電機のハンドルを回す速さによって風力が変わります。
● 安定した風を送る整風板が付いていますので、身近にある軽い発泡容器等も
浮かせて遊ぶ事もできます。

紙風船が
浮かぶ

 1モルバルーン（10枚入）
コード 規　格 入数 価　格

1-138-0754 気体1モル（約22.4L）　直径35㎝　ラテックス製 10枚 ¥2,200（＋税）
● 膨らませると気体1モルに相当する22.4Lになる風船です。

 ゴム風船（丸風船）
コード 型　式 膨らまし後 入数 価　格

1-110-0808 ふうせんパック 22㎝φ 100枚 ¥1,800（＋税）
● 品質が良く、やわらかい感触と、つややかな光沢が特長のゴム風船です。
〔別売部品〕注入ノズル付で風船に充填できる使い切りボンベです。
1-110-0691 ヘリウムガス　大（400L） ･･････････････････¥15,500 （＋税）
1-110-0692 ヘリウムガス　中（230L） ･･････････････････¥12,500 （＋税）
1-110-0693 ヘリウムガス　小（120L） ･･･････････････････¥9,300 （＋税）

1モルバルーン

10枚組

35㎝

ゴム風船

22㎝100枚組

3フィートバルーン（透明）

90㎝

ジャイアントバルーン

150㎝  ジャイアントバルーン
コード 規　格 入数 価　格

1-110-0805 膨らまし後：150㎝φ　吸入口径：約90㎜φ 1枚 ¥1,800（＋税）
● コンプレッサーやふいごを使って空気を入れると巨大に膨らむ風船です。
● 直径150㎝の風船の中の空気は約1800Lあり、空気の重さは約1900gに相当
します。重さがあるため慣性が作用し、軽く押すだけでも比較的遠くまで飛
ばすことができます。

〔別売部品〕
1-110-0690 ミニブロアー ････････････････････････････ ￥28,000 （＋税）
 空気注入用の電動ブロアーです。

 3フィートバルーン
コード 型　式 規　格 入数 価　格

1-110-0806 赤 膨らまし後：90㎝φ
吸入口径：約25㎜φ

1枚
¥1,400（＋税）

1-110-0807 透明 ¥1,500（＋税）
● 口を止めるのに便利な結束バンドが付属しています。

 送風機（整風板付）
コード 型　式 規　格 価　格

1-110-0520 HA 強・中・弱3段階切替　ハニカム構造整風板付 ¥9,800（＋税）
● ハニカム構造式の整風板で直進性の高い風を起こすことができます。

 紙風船（5枚入）
コード 型　式 規　格 入数 価　格

1-110-0813 地球型 膨らまし後：24㎝φ　紙製 5枚 ¥980（＋税）
● 地球柄がプリントされた紙風船です。（正確な地図ではありません。）

紙風船

24㎝

5枚組

送風機

整
風
板
付

送風機・風船
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コード、価格が赤色のものは、一般によく使用されている商品です。
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 マジックバルーン（ロングバルーン）
コード 型　式 膨らまし後 入　数 価　格

1-110-0801 FUN100 5φ×150㎝ 100本 ¥2,000（＋税）
●  ねじる・むすぶなどをして様々な作品を作れるロングバルーンです。
●  静電気を発生しやすく、定番である電気くらげ実験にも最適です。
〔仕様〕色：アソート

静電気で風船を壁にくっつけてみよう

FUN100

 エアーポール（10枚組）
コード 型　式 大　き　さ 入　数 価　格

1-110-0809 AP 直径10㎝φ×長さ2.5m 10枚組 ¥1,600（＋税）
● 空気の重さや抵抗を実感したり、的当てゲームなど、様々に利用できます。
※色は選べません。
〈遊び方〉
エアーポールの端から口を少し離して
息を吹き込むと一気にふくらみます。

10枚組

 空気砲用ダンボール（10個組）
コード 型　式 穴　径 大　き　さ 入数 価　格

1-113-0360 SK 150㎜φ 300×280×300㎜ 10枚 ¥3,900（＋税）
● 組み立てて作る小型空気砲用のダンボールです。
● 本体側面をたたいてドーナツ状の空気の輪を発射できます。
● ダンボールにはあらかじめ15㎝φ穴が開いてますので、組み立てはガムテー
プで固定するだけです。

〔仕様〕ダンボール製（穴あけ加工済）

穴あけ加工済　組立て簡単
10枚組

実験動画077

 CDエアーパック（2個組）
コード 型　式 大きさ 入　数 価　格

1-110-0465 AP-2 直径120㎜φ　高さ40㎜ 2個 ¥1,600（＋税）
● CD盤に風船を取付けたシンプルな構造でスムーズに滑走します。
●  実験台などの平板に乗せると風船からのエアーで本体が浮き、等速度運動や
斜面での等加速度運動の実験を行えます。

〔仕様〕付属：風船×10個

2個組

AP-2

等速・等加速度運動の実験に

 風船ポンプ
コード 大　き　さ 注入口 価　格

1-110-0816 直径：38㎜φ　長さ：約29㎝ 外径：6～9.5㎜φ ¥1,800（＋税）
1-110-0817 直径：54㎜φ　長さ：約29㎝ 外径：6～14㎜φ ¥780（＋税）
● バルーンを膨らませる際に使用します。

①

② ① ②

風船ポンプ
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必要な理科実験器がすぐ検索！

 熱気球実験用袋（50枚組）
コード 型式 材　質 大きさ 入　数 価　格

1-114-0112 NK50 HDPEフィルム 750×1200㎜ 50枚 ¥2,800（＋税）
●  厚さ0.01㎜の特殊軽量タイプの袋で中に熱気をためることで、熱気球のよう
に袋を飛ばすことができます。

特殊軽量袋50枚組
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コード、価格が赤色のものは、一般によく使用されている商品です。

青

＋

ピンク

＝

…！

光の混色温度による反応速度の変化

70℃に
湯煎→

室温→

光の混色

 化学発光液（AQUA）
■ 200mLセット（セット内容：蛍光液　酸化液　各 100mL）
コード 型　式 発光色 蛍光液 価　格

1-111-0000 A200-W 白 オレンジ ¥2,200（＋税）
1-111-0001 A200-P ピンク ピンク ¥2,200（＋税）
1-111-0002 A200-O オレンジ オレンジ ¥2,200（＋税）
1-111-0003 A200-G 緑 黄 ¥2,200（＋税）
1-111-0004 A200-B 青 薄黄 ¥2,200（＋税）

■ 1Lセット（セット内容：蛍光液　酸化液　各 500mL）
コード 型　式 発光色 蛍光液 価　格

1-111-0005 A1000-W 白 オレンジ ¥9,800（＋税）
1-111-0006 A1000-P ピンク ピンク ¥9,800（＋税）
1-111-0007 A1000-O オレンジ オレンジ ¥9,800（＋税）
1-111-0008 A1000-G 緑 黄 ¥9,800（＋税）
1-111-0009 A1000-B 青 薄黄 ¥9,800（＋税）
● 2つの液体を混ぜると化学反応によって発光する液体です。
● お湯につけると発光強度が増すことから温度による反応速度の変化の実験に
活用できます。

● この発光は熱くなることはなく安全です。
〔仕様〕発光時間：約2時間（発光強度は温度により変化します）
※実験の際は、ガラスや陶器製の容器をご使用下さい。
※廃棄の際は付属の吸収パッドに吸収させて可燃ごみとして処理してくださ
い。
※生物発光であるホタルルシフェラーゼ反応とは異なります。

化学発光液（AQUA）

発光時

セット内容

実験動画019

開く花に液をそそぐと…光って咲いた！

キレイで不思議な光の花

光る花セット（メルヘンブルーム）

メルヘン
ブルーム液

開く花

光る花びら

 光る花セット（メルヘンブルーム）
コード 型　式 セット内容 価　格

1-111-0010 基本セット Ⅰ液・Ⅱ液　各100mL　開く花　光る花びら ¥2,980（＋税）
● 2つの液体の混合液に入れると発光する不思議な花です。
※液のみ、花・花びらのみでは発光しません。
● 化学発光の技術を応用した実験セットです。
● この発光は熱くなることはなく安全です。
〔仕様〕構　成：Ⅰ液・Ⅱ液　各100mL　開く花×1輪　光る花びら×16枚

発光時間：約2時間（発光強度は温度により変化します）
※実験の際はガラスや陶器製の容器をご使用下さい。
※廃棄の際は付属の吸収パッドに吸収させて可燃ごみとして処理してくださ
い。
※生物発光であるホタルルシフェラーゼ反応とは異なります。
※花の色は選べません。
〔補充部品〕

コード 品　名 内　容 価　格

1-111-0011 メルヘンブルーム液1Lセット Ⅰ液・Ⅱ液　各500mL ¥9,200（＋税）
1-111-0012 開く花 12輪 ¥4,100（＋税）
1-111-0013 光る花びら 200枚 ¥3,100（＋税）

発光時

実験動画019
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必要な理科実験器がすぐ検索！

 発光スティック
コード 型　式 規　格 入数 価　格

1-110-0991 グリーン
発光時間4～6時間
大きさ6φ×50㎜

5本 ¥580（＋税）
1-111-0015 ピンク 5本 ¥580（＋税）
1-111-0016 ブルー 5本 ¥580（＋税）
● スティックを軽く折り曲げるとスティック内部のガラスアンプルが割れ、2
つの化学物質が化学変化を起こし光り始めます。

● 化学変化の原理は蛍の光と同じで、光に熱はともないません。 グリーン ピンク ブルー

発光時

発光スティック

5本組

 マローブルー
コード 型　式 内容量 価　格

1-138-0058 アントシアニンA 20g（約2L分） ¥1,800（＋税）
●  ハーブ茶を活用した自然の指示薬で、酸性、アルカリ性で色が変わります。
●  マローブルー1つまみを水100mLに2～3分程度浸して撹拌するだけで、赤紫
色のアントシアニンを抽出できます。
※マローブルー20gで約2Lの指示薬が作れます。 比色の見本

アントシアニンA

20g入

実験動画079

 化学発光学習キット
コード 型　式 セット内容 価　格

1-111-0026 光の三原色 蛍光液（赤・緑・青）　酸化液 ¥3,000（＋税）
● 化学発光を用いて光の三原色を学習できるセットです。
● 三色の発光液を一列に並べ、光を重ねて観察すると白色に見えます。
● 三色の発光液を適量混合すると、白色に発光します。
〔仕様〕商品構成：蛍光液（赤・緑・青）各50mL　酸化液50mL×3
※廃棄の際は付属の吸収パッドに吸収させて可燃ごみとして処理してください。

化学発光の実験が手軽にできる！

 化学発光学習キット
コード 型　式 セット内容 価　格

1-111-0025 ルミキット エレメンタリーキット　ベーシックキット ¥3,000（＋税）
● 化学発光を学習するのに適した2種類のキットのセットです。
● ベーシックキットは蛍光液と酸化液の2液混合で化学発光を観察できます。
● エレメンタリーキットは化学発光における酸化剤や触媒の役割を学習できる
4種の試薬の混合で化学発光を観察します。

〔仕様〕商品構成： ベーシックキット：蛍光液（オレンジ）　酸化液　各50mL
エレメンタリーキット：色素溶液（ブルー）　過酸化水素溶液
シュウ酸エステル溶液　サリチル酸ナトリウム溶液　各50mL

発光時間：約1時間
※廃棄の際は付属の吸収パッドに吸収させて可燃ごみとして処理してください。

ベーシックキット エレメンタリーキット

横から見て観察

光の三原色実験

 紫キャベツパウダー
コード 型　式 内容量 価　格

1-138-0057 MP（アントシアニンB） 20g（約20L分） ¥3,600（＋税）
●  野菜の紫キャベツの色素を粉末にしたもので、付属の小さじ一杯を50mLの
水に溶かすだけで、赤紫色のアントシアニンを抽出できます。

赤 紫 青 緑 黄ピンク

酸性 アルカリ性

マローブルーも
紫キャベツパウダーも
少量の水で抽出できます

比色の見本

紫キャベツパウダー

計量さじ

スポイト

計量カップ

比色表

MP（アントシアニンB）

20g入

色素パウダーで準備が簡単
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 低融点金属
コード 型　式 融　点 形　状 価　格

1-110-0980 Uアロイ　70P 70℃ ペレット状約50g×5個 ¥4,000（＋税）
1-110-0982 Uアロイ　70G 70℃

インゴット状500g×1本
¥5,800（＋税）

1-110-0983 Uアロイ 138G 138℃ ¥7,500（＋税）

※融点が低いので、高温場所での保管は避けて下さい。
※容器は鋳鉄製の物をご使用下さい。ガラス容器、磁器、陶器類は使用しない
で下さい。（写真は製品をわかりやすくするためにガラス容器を用いていま
すが、実際は使用しないで下さい。）

 低融点金属（ガリウム）
コード 品　名 純度 形　状 価　格

1-126-0314 Ga 99.99％以上 タブレット状（インゴット） ¥6,500（＋税）
●  元素（周期表）の中で水銀の次に融点が低いガリウムです。インジウムや錫を一
定の組成比で混ぜ合わせて融解させると、共晶合金を製造することもできます。

〔仕様〕重さ：約5g（1個入）　融点：29.8℃
ガリウム

30
℃
で
融
け
ま
す
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コード、価格が赤色のものは、一般によく使用されている商品です。

 低融点金属材料セット
コード 型　式 セット内容 価　格

1-126-0313 BIS （In：1g　Sn：0.65g　Bi：2.19g ）×5セット ¥6,500（＋税）
● お湯の温度で融けるインジウム-ビスマス-錫系の低融点合金（78℃）の製造に
使用する金属セットです。5グループで実験できます。

● すぐに実験できるよう、材料は融点78℃の組成比で分けて梱包しています。
● 質量比を変えると組成の異なる合金を製造することもできます。

■低融点金属用材料
コード 品　名 粒　径 融　点 容　量 価　格

1-126-0315 In（インジウム） 2～7㎜ 156.6℃ 50g ¥23,000（＋税）
1-126-0316 Bi（ビスマス）

2～5㎜
271.4℃

100g
¥5,800（＋税）

1-126-0317 Sn（錫） 232.0℃ ¥5,200（＋税）
● 上記の低融点金属材料を作るのに必要な材料です。

ビスマス 錫
インジウム

～金属を混ぜたら融点は？～
金属の溶ける温度は、原子どうしが結びつく力の大きさに
よって決まり、種類の違う金属どうしを組み合わせて合金に
すると、融点が上がる場合と下がる場合があります。

5セット

 形状記憶合金
コード 品　名 大きさ 線　径 変形温度 価　格

1-114-0196 クローバー 40φ×120㎜ 0.6㎜φ 70℃ ¥1,800（＋税）
● 常温で力を加えて任意の形状に変形させても、加熱すると形状が元の形に戻
る性質をもった金属です。

〔仕様〕材質：ニッケル・チタン形状記憶合金クローバー

 導電性銀インクペン
コード 型　式 電気抵抗 インク量の目安 価　格

1-124-0315 CS 約5Ω/㎝ 60～80m ¥3,300（＋税）
● 導電性の銀インクを封入したボールペンで、紙に線を描くと電子回路をすぐ
につくることができます。

● 非毒性で導電性の高い銀と水をベースとした水性インクを採用しています。

 温度変色マグカップ
コード 型　式 大きさ 容　量 価　格

1-114-0246 MUG-195 約85φ×95㎜ 約350mL ¥3,800（＋税）
● 星が散りばめられた夜空のマグカップに熱い飲み物を入れると、星座の絵が
現れます。冷たい飲み物を入れたり液体の温度が下がると、元の夜空の柄に
戻ります。

〔仕様〕材質：磁器　電子レンジ可
星空のマグカップに
お湯を注ぐと…

星座の絵が現れます！
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必要な理科実験器がすぐ検索！

作品例

お湯で好きな形に
加工できます

 おゆまる（プラスチックねんど）
コード 型式 規　格 価　格

1-110-0990 O-300 7色　7本入（1本あたり15×58×7㎜） ¥330（＋税）
● 80℃以上のお湯に入れると約3分でやわらかくなり、好きな形が作ることが
できるプラスチックねんどです。

● 水に入れて冷やせば硬くなり、何度でも作り直すことができます。
● 色の異なるおゆまるを混ぜ込むこともできます。
カラー：透明・ピンク・オレンジ・黄・黄緑・青・紫の7色入

 ネイチャープリントペーパー
コード 型　式 大　き　さ 入　数 価　格

1-164-0521 NPP 140×180㎜ 30枚 ¥3,200（＋税）
● 日光を当ててプリントできる感光用紙です。
● 青色用紙にプリントしたい物を載せ、日光に2～3分当てると光が当たったと
ころが変色します。その後水ですすぐと、模様（物の形）が白色に型取れます。
  水洗いしないと物を置いていた部分も化学変化を起こし、模様が消えてしまい
ます。
  用紙の再利用はできません。未使用の用紙は光に当たらない場所に保管してく
ださい。

太陽光でプリントします 作品例

 プラフレンド（お湯で柔らかくなるプラスチック）
コード 容　量 材　質 色 価　格

1-164-0497 100g（袋入） PCL粒状
（ポリカプロラクトン）

白
¥1,200（＋税）

1-164-0498 250g（ボトル入） ¥2,400（＋税）
● 60℃以上のお湯で粘土のように柔らかくなって自由自在に成形ができ、冷め
ると固まる不思議なプラスチックです。

● 一度成形して固まった物も、再びお湯につければ、再度成形が可能です。
〔別売部品〕
1-164-0499 プラフレンド　カラー ･･････････････････････¥3,500 （＋税）
 3g×5色セット（赤・黄・緑・青・黒）

100g
カラー

250g

 蓄光シート
コード 型　式 価　格

1-110-0996 250×250㎜ ¥1,800（＋税）
● 太陽光や蛍光灯の光を約10～30分照らすだけで長時間発光するシートです。
● 何度でも繰り返し使用できます。
〔仕様〕大きさ：250×250㎜

発光時

暗闇で発光します

 水飲み鳥
コード 型　式 価　格

1-114-0380 平和鳥（ハッピーバード） ¥2,400（＋税）
 ●鳥の頭と尻の温度差を利用して、水飲み動作をする熱機関の玩具です。
 ●沸点の低い内部液が上昇して頭を下げ、コップの水で冷やされて元に戻りま
す。
 ●ジクロロメタンが内部に封入されています。
〔仕様〕大きさ： 50×50×200㎜ 　材質： 本体/ガラス　台/プラスチック 

※写真と色が異なる場合があります。 平和鳥
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 箱カメラの仕組キット（4個組）
コード 型　式 凸レンズ 入数 価　格

1-115-0424 HK ガラス製　24㎜φ　焦点距離100㎜ 4個組 ¥2,200（＋税）
●  光学実験で人気の箱カメラを作る製作キットです。
●  焦点距離やレンズの性質などを学習するのに最適です。
セット内容： 箱カメラ本体（組立式）×4　スクリーン×10

凸レンズ×4
※感光紙は付属していません。下記の感光紙セットをお求めください。

4個組

 望遠鏡組立キット
コード 型式 タイプ 倍　率 付属レンズ 価　格

1-115-0465 BK ケプラー式 約5倍　倒立像 凸レンズ2種 ¥980（＋税）
● 凸レンズ2枚を使って簡単に望遠鏡が作れる組立キットです。
● 付属の紙筒にレンズを接着し外側を紙で巻くだけでスライド焦点調節で倒立
像が見られるケプラー式望遠鏡が作れます。

〔別売部品〕
1-115-0466 凸レンズ（接眼用30㎜φ　焦点距離44㎜） ･････ ¥280 （＋税）
1-115-0467 凸レンズ（対物用45㎜φ　焦点距離220㎜） ････ ¥200 （＋税）

20
分

組立時間組立時間

倒立像のケプラー式

 望遠鏡工作セット
コード 型式 タイプ 倍　率 付属レンズ 価　格

1-115-0575 NS ガリレオ式 約3倍　正立像 凸・凹レンズ各1 ¥980（＋税）
● 2枚のレンズと紙筒を使って簡単に望遠鏡が作れる工作セットです。のりも
はさみも不要です。

● 2個の紙筒に凸レンズ（対物）と凹レンズ（接眼）を1つずつはめ込み、筒をスラ
イドさせることで焦点調節します。正立像のガリレオ式望遠鏡が作れます。

〔別売部品〕
1-115-0560 凸レンズ（対物用55㎜φ　焦点距離340㎜） ････ ¥190 （＋税）
1-115-0563 凹レンズ（接眼用18㎜φ　焦点距離－95㎜） ･･･ ¥110 （＋税）

対物用 接眼用

完成品
鏡筒

凹レンズ 凸レンズ

5
分

組立時間組立時間

正立像で見易いガリレオ式

 感光紙セット（現像液付）
コード 大きさ 入　数 現像液 価　格

1-115-0426 100×150㎜ 20枚 10mL　2本 ¥2,600（＋税）
●  手作り箱カメラでの写真撮影に使える感光紙と現像液です。
●  箱カメラのスクリーン部分に感光紙を貼り、30分ほど固定した後、現像液を
塗れば、感光紙が青色に変化していき、撮影した画像が浮き出てきます。

●  現像液10mLで感光紙10枚の現像ができます。
※現像液は、お手持ちのコットンペーパーや綿棒などで感光紙に塗って下さ
い。感光紙

現像液

 ウインドカー工作セット
コード 型　式 特　長 価　格

1-110-0720 10セット 材料一式のセットですぐに組立できます ¥6,000（＋税）

神奈川工科大学　石綿良三先生ご考案
● 小学校の「風やゴムの働き」で風やゴムで動く車を工作できるセットです。
● 一般的な風の力を利用して走る車のほか、風に向って風上に走る車（ウインド
カー）を作ることができます。又、付属のフックを取付けるとゴムの力を利用
して走らせる事ができます。

完成イメージ

ゴムの実験

20
分

組立時間組立時間

10セット

実験動画012
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必要な理科実験器がすぐ検索！

 ガラスビーズ
コード 型　式 入　数 規　格 価　格

1-340-0812 GB-0.2 1㎏ 直径0.17～0.25㎜φ ¥2,100（＋税）
1-340-0807

GB-2
1㎏

直径1.5～2.5㎜φ
¥3,500（＋税）

1-110-0931 10g（約800個） ¥280（＋税）
● 黒画用紙にガラスビーズ（GB-0.2）を隙間無く貼り付け、太陽光を背にして見
ると虹が観察できます。

● ガラスビーズ（GB-2）をレンズにしてペットボトル顕微鏡が作れます。
※ガラスビーズに穴は開いていません。

 カルメ焼きセット
コード 型　式 セット内容 価　格

1-126-0455 JT-5 おたま5個　重曹50g　かき混ぜ棒5個 ¥5,800（＋税）
● 材料として砂糖を用意するだけでカルメ焼きを作る事ができるセットです。
〔別売部品〕
1-126-0456 カルメ焼き用おたま（かきまぜ棒付） 1個 ･･････¥1,100 （＋税）
1-126-0457 重曹　50g ･････････････････････････････････ ¥200 （＋税）

5個組

おたま

かき混ぜ棒

重曹

 ペットボトル顕微鏡製作セット
コード 型式 特　長 価　格

1-110-0945 PM 材料一式ですぐに組立できます ¥5,800（＋税）
● 1班4～6人で作業する際に必要な道具を揃えたセットです。
●  ガラスビーズが800個付属していますので、お手持ちのペットボトルを使え
ば大量に製作できます。
セット内容： ガラスビーズ10g（約800個）　ペットボトルはさみ×2

千枚通し×2　ペットボトル（300mL）×6　フタ（内側フラット）×6 ペットボトル
ガラスビーズ 千枚通し

ペットボトルはさみ
実験動画017

 しょう油入れとナット（浮沈子製作用部品）
コード 型式 規　格 入　数 価　格

1-110-0968 SNF 魚型しょう油入　M6ナット 各100個 ¥750（＋税）

 ● しょう油入れの口にナットを取り付けます。炭酸用ペットボトルの口いっぱ
いまで水を入れます。これにナットを取りつけたしょう油入れを入れ、フタ
をしめればできあがりです。

ペットボトル 271頁

浮沈子の実験100個組

魚型しょう油入 ナット

実験動画068

 手作り豆腐セット
コード セット内容 価　格

1-164-0465
豆腐型（ひのき）　こごし布　仕上げ布
天然にがり12.5mL×8袋（16丁分） ¥3,300（＋税）

● 天然にがりを使用したおいしい豆腐を手作りする事ができるセットです。
〔別売部品〕
1-164-0464 天然にがり　12.5mL×4袋（8丁分） ･･･････････ ¥480 （＋税）

豆腐型

にがり

 トルネード コネクター
コード 型　式 大きさ 入　数 価　格

1-110-0914 TNT 33φ×40㎜ 3個 ¥1,800（＋税）

 ● 空のペットボトルを2本用意し、片方のボトルに8分目まで水を入れ、トル
ネードコネクターで連結します。水の入っている方を上にし、ボトルを回す
と渦巻きができます。
※色は選べません。

※ペットボトルは付属しません。

TNT
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コード、価格が赤色のものは、一般によく使用されている商品です。

発泡スチロール減容溶液廃油リサイクル剤

廃
油
で
石
け
ん

 発泡スチロール減容溶液
コード 型　式 主成分 容　量 価　格

1-163-0805 エコソルブ コハク酸ジメチル他 1L ¥3,900（＋税）
● 発泡スチロール約1㎏を減容できます。

 廃油リサイクル剤
コード 型　式 規　格 価　格

1-163-0930 まぜたら石鹸 使用量：廃食用油500g ¥1,600（＋税）
● 廃食用油500gで約800gの石鹸が作れます。

環境にやさしく人気です

 弾性・非弾性ボール
コード 型　式 バウンドボール ミラクルボール 価　格

1-110-0790 25A 25㎜φ　6個 25㎜φ　6個 ¥1,800（＋税）
● 反発係数が1に近く良く跳ねるバウンドボールと反発係数が0に近く全く跳
ねないミラクルボールのセットです。

● 見た目も手触りも全く変わらない2つのボールを同じ高さから床に落として
みると、1つはよく跳ね、もう1つはボタっと落ちて全く跳ねないというおも
しろい演示ができます。

〔仕様〕収納ケース付

バウンド
ボール

ミラクル
ボール

6セット

 超吸水性樹脂（高吸水性ポリマー）
コード 容　量 吸水能力 粒　径 価　格

1-110-0985 200g 約400倍（純水） 150～710㎛ ¥1,350（＋税）
● 最大で自重の約400倍の水を吸水できる不思議な高分子化学物質です。
※繰り返し使用はできません。
※塩分を含む水、強酸・強アルカリ溶液には適しません。
   吸水後は可燃物として各地域の廃棄方法に従って捨てて下さい。排水口に
は流さないで下さい。

①吸水性樹脂に
　水を注ぎます

③あら不思議 ！
　ひっくり返して
　も落ちません

②樹脂は水を吸収し
　てふくらみます

 ケナフ乾燥パルプ
コード 容　量 価　格

1-163-0981 200ｇ ¥2,500（＋税）
● 紙すき用のパルプです。環境保全に役立つケナフを原料にしています。

β GEL®  衝撃吸収シート
コード 型　式 大　き　さ 価　格

1-110-0795 βGEL®（ベータゲル） 100×100×20㎜ ¥9,800（＋税）
● 落下する卵を割らずに受け止められる衝撃吸収シートです。水洗いできます。
※ 試験環境や生卵状態等の諸条件によって効果が変わる場合があります。性能
は生卵が割れないことを保証するものではありません。
※βGEL（ベータゲル）は㈱タイカの登録商標です。

 ソーラークッカー
コード 型　式 入　数 価　格

1-115-0571 KY-2K 2個組 ¥4,800（＋税）
 ●アルミ反射膜を貼り付けたダンボール製ソーラークッカーです。
 ● 500ｇと軽量でA3用紙よりも小さく折り畳め、持ち運びに便利です。
〔仕様〕 最高温度：晴天無風時　約150℃

大きさ：収納時/395×273×30㎜　組立時/746×360×330㎜
調理例：ホットケーキ（飯ごうを使用）約90～120分

KY-2K

259-260_素材・パーツ.indd   259259-260_素材・パーツ.indd   259 2019/01/28   15:11:332019/01/28   15:11:33



260

スライム

ガラス
プラスチック

化学

物理

生物
地学

素材
パーツ

工具
安全

計量
計測

試薬

金属板
金属球

風船
ポンプ

おもしろ
素材

科学工作

実験雑具
日用品

豆球
LED

電池
光電池

モーター

リード線
電熱線

コンデンサ

必要な理科実験器がすぐ検索！

 はちみつスライムキット
コード 型式 セット内容 入数 価　格

1-110-0070 SNA グアガム　スライム用試薬など一式 80人分 ¥6,500（＋税）

学校法人金井学園 福井工業大学 FUT科学実験キャラバンご指導（特許取得済）
● PVAを使用せず、グア豆の粉「グアガム」、はちみつの成分である「単糖」およ
び「ホウ砂」で作るスライムです。60mL×80個分

● 天然にある素材でできているので、実験後は土に埋めて処理することができ
るエコな商品です。

〔別売部品〕
1-110-0072 グアガム　75g（80人分） ････････････････････ ¥680 （＋税）
  グアガムは片栗粉に似た非常に細かい食品粉末です。
 本品は食べられません。
1-110-0073 はちみつスライム用試薬　500mL（100回分） ･････¥1,500 （＋税）
 ※成分：単糖・ほう砂の混合液

プラスチック
  コップ

スライム用
  試薬 グアガム

かきまぜ
  スプーン

計量スプーン

注射筒

15
分

組立時間組立時間

 スライム時計工作セット
コード 型式 セット内容 価　格

1-110-0932 SRⅡ ホウ砂　PVA洗濯のりなど一式 ¥4,500（＋税）
淀井泉先生ご指導
● スライム時計を作る素材のセットです。
● PVA洗濯のりと水を1：2程度の割合で混ぜたスライムをペットボトルに入れ
ると気泡の動きがおもしろいスライム時計が作れます。

● PVAのり1本で、500mLペットボトル製スライム時計が4本作れます。
● 付属の蓄光材料を混ぜれば「光るスライム」も作成できます。
※別途ペットボトルが2個必要です。

作品例

洗濯のり

ホウ砂

ラメパウダー

ペ
ッ
ト
ボ
ト
ル
ジ
ョ
イ
ン
ト

蓄光材料

ジョイント ビーズ

20
分

組立時間組立時間

4個分 ゆ
っ
く
り
動
く

砂
時
計

 スライム製作材料
コード 品　名 規　格 価　格

1-110-0933 ホウ砂 50g ¥450（＋税）
1-110-0934 PVA洗濯のり 750mL ¥380（＋税）
1-110-0936 食紅（赤） 5.5g ¥380（＋税）
1-110-0937 食紅（黄） 5.5g ¥380（＋税）
1-110-0938 食紅（緑） 5.5g ¥380（＋税）
1-110-0939 食紅（青） 5.5g ¥380（＋税）
1-111-0020 蓄光材料（夜光顔料） 10g ¥980（＋税） 食紅

 スライムキット
コード 型　式 セット内容 価　格

1-111-0055 スライミー PVA溶液（100mL）ホウ砂溶液（100mL） ¥550（＋税）

 ● 2種の液をまぜるだけで、スライムが作れるキットです。

5
分

組立時間組立時間

スライミー

天然素材を使ったスライム

 光るバルーンスライム
コード 型　式 タイプ 価　格

1-111-0057 0600 蓄光 ¥900（＋税）
● 蓄光タイプの風船スライムを作成できるキットです。
●  3種の液をカップに入れて混ぜるだけで光るスライムができます。そこにス
トローを差し込んで膨らませると暗闇で光る風船ができます。
セット内容： カップ容器　ストロー

バルーンスライムの素　1液（約20g）　2液（約40g）
光るまほう水（約20g）

0600

光る
  スライム風船
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 パワフルシャボン玉
コード 型　式 容　量 価　格

1-111-0052 2500PRO 250mL×2本 ¥2,800（＋税）
●  1m以上のロングシャボン玉もできる、プロも愛用しているシャボン玉液の
セットです。日本製で安心です。
セット内容：特大リング　パワフルシャボン玉液250mL×2本　吐き棒
〔別売部品〕
1-111-0053 パワフルシャボン玉液 1000mL ････････････ ￥1,650 （＋税）2500PRO

1m以上のロング
シャボン玉作りに
挑戦してみよう！

しゃぼん玉

ガラス
プラスチック

化学

物理

生物
地学

素材
パーツ

工具
安全

計量
計測

試薬

金属板
金属球

風船
ポンプ

おもしろ
素材

科学工作

実験雑具
日用品

豆球
LED

電池
光電池

モーター

リード線
電熱線

コンデンサ

コード、価格が赤色のものは、一般によく使用されている商品です。

 ゴムボール製作材料
コード 品　名 容　量 価　格

1-126-0252 ラテックス液 1L ¥4,300（＋税）
1-126-0253 クエン酸 500g ¥2,100（＋税）
● ラテックス液とクエン酸でゴムボールが作れます。

 忍者お手玉しゃぼん玉
コード 型　式 容　量 価　格

1-111-0051 0200DX 約25g ¥480（＋税）
●  専用の手袋をはめて、しゃぼん玉をピョンピョン弾ませて、お手玉あそびが
できます。大玉のしゃぼん玉の他、モコモコの泡状のしゃぼん玉を作ってお
手玉をすることができます。日本製で安心です。
セット内容： しゃぼん玉液（約25g）　専用手袋

吐き棒　大玉用リング　泡玉用キャップ
0200DX

大玉しゃぼん玉
でお手玉

モコモコしゃぼ
ん玉でお手玉

 あわもこシャボン玉
コード 型　式 価　格

1-111-0054 AM ¥350（＋税）
 ●細かく割れにくい、あわあわのシャボン玉を作ることができ、タワーのよう
に高く積み重ねたり、かき氷に見立てたり、丸めて動物の形を作ったり自由
に造形物が作れます。
 ●特殊なシャボン玉液で、長時間（約1時間）造形が保たれます。
セット内容： 特殊しゃぼん玉液（約25g）　吹き棒（長）×1　吹き棒（短）×2

細かい泡玉用カバー　泡玉用キャップ　トレー　透明カップ

付属の目玉シートを
貼り付けるとキャラ
クターに変身！

AM

 クリアソープ手作りキット
コード 型　式 容　量 価　格

1-164-0507 MN 200g ¥1,200（＋税）
●  カット石けんを電子レンジで60秒加熱し溶かして、付属の型に流し込み、冷
蔵庫で30分冷やすと、透明なオリジナル石けんができあがります。

●  色をつけたり、造花を入れたりすることも可能です。
セット内容： カット石けん200ｇ　色付用石けん　赤・黄・青各1.5ｇ

丸型容器　小物型容器

丸型石けんが
2個作れます。

40
分

組立時間組立時間

MN

みんなでオリジナル石けんを作ろう !
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必要な理科実験器がすぐ検索！

 もこもこ膨らむ泡を作ろう
コード 型　式 セット内容 価　格

1-111-0312 E29957 パウダー6袋　液体3袋 ¥500（＋税）
●  化学反応でもこもこと大きな泡が生まれる様子を観察できます。
●  オレンジ・グリーン・イエローの3色の泡がつくれます。
※色違いの3回分の材料が入っています。

もこもこ膨らむ泡E29957

 花の色を変えてみよう
コード 型　式 セット内容 価　格

1-111-0313 E29958
色素1袋　試薬2袋　綿棒2本
バラ（造花）1個　スポイト1本 ¥500（＋税）

●  酸性とアルカリ性で色が変化する色素を使った楽しい実験です。
●  いろいろな液体を使ってバラの花びらを染めることができます。

バラの花びらの色を変えてみようE29958

 水を使った　いろいろな実験
コード 型　式 セット内容 価　格

1-111-0311 E29954
パウダー6袋　着色料1袋　
スポイト1本　吸水ビーズ6袋
香り袋5袋　芳香剤用容器1個

¥1,500（＋税）

●  身近なお水を使った簡単な実験キットです。
●  つかめる水を作ろう・つぶつぶゼリーを作ろう・大きくなるビーズ・キラキラ
ビーズの芳香剤を作ろう、などの実験が楽しめます。

つかめる水

ビーズの芳香剤

つぶつぶゼリー

E29954

 キラキラビーズの芳香剤を作ってみよう
コード 型　式 セット内容 価　格

1-111-0314 E29959 吸水ビーズ5袋　香り水5袋 ¥500（＋税）
●  水で膨らむビーズと香り水を使って、オリジナル芳香剤が作れます。
●  ビーズ5色と香り水5種類が付属しています。

キラキラビーズの芳香剤
E29959

 光るアメーバジェルを作ってみよう
コード 型　式 セット内容 価　格

1-111-0315 E29960
パウダー2種×3袋　液体2種×3袋

かきまぜ棒3本 ¥500（＋税）

●  伸び縮みする不思議なアメーバジェルができます。
●  光る粉を加えると、暗闇でぼんやりと光ります。
※ピンク・ブルー・グリーンの3色（3回分）の材料が入っています。

光るアメーバジェル
E29960

 化学のヒカリ水でいろいろな色をつくろう
コード 型　式 セット内容 価　格

1-111-0320 E29953
蛍光液×3袋（赤・青・緑）

酸化液×3袋
スポイト×3本

¥500（＋税）

 ●赤・青・緑の3色の光る液体を作り、光の三原色を学習できます。
 ●液体を調合して、自分だけの色を作ることも可能です。
※容器は付属していません。ガラス容器またはプラスチック容器をご用意下さい。

光の三原色の実験

調合して色を作ろうE29953
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コード、価格が赤色のものは、一般によく使用されている商品です。

 ひかるどろだんご®制作キット
コード 型　式 セット内容 価　格

1-164-0502 HN 芯用土：約200g　さらこな：約40g ¥380（＋税）
● コロコロ転がせば転がすほどピカピカに輝く泥で作る団子を、短時間で簡単・
キレイに作れるキットです。

● 用意するものは水だけです。直径35㎜サイズなら4個、全部使えば直径55㎜
級の超ビックサイズの泥団子が作れます。
材　質：粘土粉末・土

60
分

組立時間組立時間

 マジックゼリーボールキット
コード 型　式 セット内容 価　格

1-111-0316 8224C
ゼリー液(赤)1本　ゼリー液(青)1本

青い液2袋　ビーカー　スプーン　カップ ¥850（＋税）

●  ボトルに入った赤と青の液をビーカーに落とすと、一瞬で固まってカラフル
なゼリーボールになります。

ゼリーボール
が作れます

8224C

 マジックサンド　ぬれない砂
コード 型　式 セット内容 価　格

1-111-0317 953C
マジックサンド4色、スコップ

クマデ　じょうご ¥850（＋税）

●  水の中に入れると粘土のようになり、水から出すとサラサラの砂になる、と
ても不思議なマジックサンドです。

●  水の中に入れても濡れないので、水中でいろいろな形を作ることができます。

作品例

953C

 光るバウンドボールキット
コード 型　式 セット内容 価　格

1-111-0319 8227C 専用の粉4色（1個分）　ボール型1個 ¥850（＋税）
● 弾む、はねる、暗いところで光るバウンドボール（直径約45mm）が作れます。
〔作り方〕
１．ボールの型をはめ合わせる。
２．型の中に4色のパウダーを入れる。
３．水に型を沈めて3分待つ。
４．型を取り出して、5分たったらボールを取り出す。
５．バウンドボールによく光を当て、暗いところで見てみよう！

作品例

10
分

組立時間組立時間

8227C

 バウンドボールキット
コード 型　式 セット内容 価　格

1-111-0304 910C 専用の粉4色（1個分）　ボール型1個 ¥750（＋税）
 ●よく弾むバウンドボール（直径約45㎜）が作れます。
 ●丸いボール型に特殊な粉を入れ、水の中に3分浸けるだけで粉が固まり、ボー
ルができあがります。

10
分

組立時間組立時間

910C

263-264_素材・パーツ.indd   263263-264_素材・パーツ.indd   263 2019/02/21   18:02:442019/02/21   18:02:44



264

科学工作キット

ガラス
プラスチック

化学

物理

生物
地学

素材
パーツ

工具
安全

計量
計測

試薬

金属板
金属球

風船
ポンプ

おもしろ
素材

科学工作

実験雑具
日用品

豆球
LED

電池
光電池

モーター

リード線
電熱線

コンデンサ

必要な理科実験器がすぐ検索！

 備長炭電池製作セット
コード 型式 商品構成 価　格

1-123-0053 BD-5
備長炭×5本　ペーパータオル×1巻　食塩水480mL

アルミホイル×1　リード線赤黒×5組 ¥5,800（＋税）

● 食塩水を浸したペーパータオルを備長炭に巻き、さらにアルミホイルで巻く
と備長炭が＋極、アルミが－極となり、電気を得ることができます。

〔別売部品〕
1-123-0056 備長炭（5本入） ････････････････････････････¥2,900 （＋税）
 大きさ：3～5㎝φ×約24㎝

備長炭リード線

ペーパータオル

アルミホイル

食塩水

ゴム磁石

紙コップ

完成見本
バネシート 色画用紙

両面
テープ

20
分

組立時間組立時間

 ドラミングきつつき工作セット
コード 型式 特　長 入　数 価　格

1-118-0180 NR 大日本図書教科書準拠品 20人分 ¥4,800（＋税）
●  磁石の極性によりくっついたり離れたりする性質を楽しく利用した、ものづ
くり工作です。

●  付属の色画用紙に描いた「きつつき」や「カンガルー」が、元気よく飛び跳ねる
ように動きます。

●  材料は全てカットされていますので、準備が簡単です。

 電気パン用チタン板（4枚組）
コード 型式 規　格 大　き　さ 入数 価　格

1-126-0100 L型 牛乳パック用 68×80×10㎜ 4枚 ¥2,000（＋税）
● 牛乳パックにピッタリ納まるL字型のチタン板で、ジュール熱を利用した電気
パンが作れます。ステンレス電極ではパンにイオンが溶けだし変色しますが、
チタン電極では変色する事はありません。
※ご使用には別途AC100V用電源コードが必要です。

電気パンを作ろう

 ポンポン船
コード 大　き　さ 入　数 価　格

1-114-0387 60×130×50㎜（ボイラー管含む） 2個組 ¥2,800（＋税）
●  ロウソクの炎でボイラー管の中の水を沸騰させ、発生した蒸気で走行します。
セット内容：ポンポン船×2　ボイラー管×2　ロウソク×10　スポイト×1
 ボイラー管は大変熱くなりますので、ご注意下さい。 ポンポン船

 おしゃべりコップ
コード 型式 商品構成 価　格

1-117-0311 TCA 溝切りプラスチックテープ×12　紙コップ×12 ¥4,500（＋税）
●  溝が切られたプラスチックテープを紙コップにセットし、親指の爪でテープ
をこすると、コップから「ハッピーバースディ」などの音が聞こえます。

●  テープは「ハッピー　バースディ」 「ハッピー　ニューイヤー」 「ハッピー　ホ
リディ」 「サイエンス　イズ　ファン」 「ビーマイ　バレンタイン」の5種類の
組み合わせ合計12本です。

5
分

組立時間組立時間

12個分

不思議 !!
声が聞こえる

ろ紙

食塩水

銅板

アルミ板

電子
オルゴール

リード線

 人間電池セット
コード 型式 商品構成 価　格

1-122-0995 ND
銅板　アルミ板　電子オルゴール
食塩水　ろ紙　リード線 ¥7,200（＋税）

●  人の体が電池の役割をしているように見える不思議な実験セットです。
●  銅板とアルミ板に食塩水で湿らせたろ紙をのせて手を置くと起電します。
●  銅板とアルミ板のセットを、直列に4組つなぐと電子オルゴールが鳴ります。
〔仕様〕銅板：4枚　150×150×0.4㎜　アルミ板：4枚　150×150×0.4㎜

電子オルゴール： 動作電圧1.2～3.6V　消費電流140～300μA
付属：濃縮食塩水480mL　ろ紙100枚　みの虫リード線（赤黒各4本）

ろ 紙 99頁 濃縮食塩水 307頁
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アクリル板 塩ビ板アクリル透明パイプ

 アクリル透明パイプ
コード 外径×厚み（㎜） 長　さ 価　格

1-344-0760 5φ×1.0 50㎝×2本 ¥830（＋税）
1-344-0761 6φ×1.0 〃 ¥930（＋税）
1-344-0762 8φ×1.0 〃 ¥1,050（＋税）
1-344-0763 9φ×1.0 〃 ¥1,360（＋税）
1-344-0764 10φ×1.0 〃 ¥1,360（＋税）
1-344-0766 12φ×1.0 〃 ¥1,360（＋税）
1-344-0768 15φ×2.0 〃 ¥2,000（＋税）
1-344-0770 18φ×2.0 〃 ¥2,600（＋税）
1-344-0772 20φ×2.0 〃 ¥3,600（＋税）
1-344-0776 25φ×2.0 〃 ¥4,100（＋税）
1-344-0777 25φ×3.0 〃 ¥4,100（＋税）
1-344-0778 30φ×2.0 〃 ¥4,800（＋税）
1-344-0779 30φ×3.0 〃 ¥5,500（＋税）
1-344-0783 40φ×3.0 1m×1本 ¥6,200（＋税）
1-344-0786 50φ×2.0 〃 ¥6,500（＋税）
1-344-0787 50φ×3.0 〃 ¥7,500（＋税）
1-344-0789 60φ×3.0 〃 ¥9,300（＋税）
1-344-0792 70φ×3.0 〃 ¥12,000（＋税）
1-344-0795 80φ×3.0 〃 ¥13,500（＋税）

 アクリル板
コード 厚　さ 大　き　さ 色 価　格

1-124-0206 2㎜ 500×450㎜ 透明 ¥2,800（＋税）
1-124-0207 2㎜ 〃 白色 ¥3,100（＋税）
1-124-0208 3㎜ 〃 透明 ¥3,900（＋税）
1-124-0209 3㎜ 〃 白色 ¥4,300（＋税）
1-124-0210 5㎜ 〃 透明 ¥6,500（＋税）

 塩ビ板
コード 厚　さ 大　き　さ 色 価　格

1-124-0200 1㎜ 500×450㎜ 透明 ¥1,300（＋税）
1-124-0201 1㎜ 〃 白色 ¥1,400（＋税）
1-124-0202 2㎜ 〃 透明 ¥2,200（＋税）
1-124-0203 2㎜ 〃 白色 ¥2,300（＋税）
1-124-0204 3㎜ 〃 透明 ¥2,800（＋税）

 モーターベース（10個組）
コード 型　式 備　考 入数 価　格

1-124-0213 マブチモーター130/140用 金属製　ピニオンギヤ　木ネジ付 10個 ¥2,900（＋税）
1-124-0214 マブチモーター260/280用 金属製　ピニオンギヤ　木ネジ付 10個 ¥3,200（＋税）

10個組

木ネジ

ピニオンギヤ

 モーターホルダー（5個組）
コード 型　式 備　考 入数 価　格

1-124-0215 マブチモーター130用 プラスチック製　木ネジ付 5個 ¥1,900（＋税）
1-124-0216 マブチモーター140用 プラスチック製　木ネジ付 5個 ¥1,900（＋税）

木ネジ

モーター取付時

5個組

 プーリー（10個組）
コード 型　式 大　き　さ 穴　径 色 入　数 価　格

1-110-0920 大 40㎜φ 2㎜ 緑 10個 ¥380（＋税）
1-110-0921 中 30㎜φ 2.2㎜ 赤 10個 ¥320（＋税）
● 穴径は車軸（2.3㎜φ）、モーター（2㎜φ）に適合します。

10個組

中大

 水中モーター
コード 型　式 大　き　さ 価　格

1-124-0122 T 35φ×123㎜（完成品） ¥860（＋税）
●  モーターと電池、スクリューが一体になった水中モーターです。
●  船やボートに吸盤で取り付け、動力源として使用します。
〔仕様〕電源：単3電池1本（別売）　モーターの軸径：約1㎜φ組立完成品

モーターベース・板・パイプ
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コード、価格が赤色のものは、一般によく使用されている商品です。
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必要な理科実験器がすぐ検索！

熱でやわらかく
なる粘土

 みつろう粘土
コード 型　式 大きさ 入　数 価　格

1-126-0460 6色組 約100×40×5㎜ 6色各1枚 ¥2,600（＋税）
● 手の温度で形を変えることができ、繰り返し実験に使用することができます。
● ミツバチの巣から採れる蜜ろうが原料の粘土です。

 油粘土
コード 容　量 規　格 色 価　格

1-126-0450 500g 無臭　抗菌剤入
緑色

¥300（＋税）
1-126-0451 1㎏ カオリン入 ¥550（＋税）
● 手ざわりのよいスタンダードな油粘土です。
● 何回使っても、品質が変化しないので長く使えます。

500g 1kg

 お米のねんど
コード 型　式 容　量 価　格

1-164-0509 9色セット 30g×9色（赤・黄・緑・青・ピンク・オレンジ・茶・白・黒） ¥650（＋税）
● 米粉・水・塩分を主成分とした粘土です。
● 小麦粉アレルギーを持つ方にも安心してお使いいただけます。

べた付かず
きれいです

 発泡スチロール（10個組）
コード 品　名 大　き　さ 入数 価　格

1-124-0190 発泡スチロール板 12×30×2㎝ 10枚 ¥580（＋税）
1-124-0191 発泡スチロールブロック 10×10×10㎝ 10個 ¥850（＋税）

【関連商品】
1-123-0940 カラーマーカー（ポスカ黒） ･･･････････････････ ¥280 （＋税）
1-123-0941 カラーマーカー（ポスカ赤） ･･･････････････････ ¥280 （＋税）
  発泡スチロールにも書き込める水性マーカーです。
 丸芯/細字　筆記幅0.9から1.3㎜ カラーマーカー

板

ブロック

 せっけんねんど
コード 型　式 容　量 主原料 色 価　格

1-164-0508 SN 約200g 植物油脂　他 白色 ¥380（＋税）
● 作りやすく、完成後は石けんとして使用できる粘土です。
● 絵具を練り込んで色を付けることもできます。

石けんとして
使えます

 発泡スチロールスライサー
コード 型式 電源入力 大きさ 電熱線巾 価　格

1-164-0408 AI 直流6～9V 190×240×40㎜ 140㎜ ¥11,000（＋税）

〈先生の困った対応品：発泡スチロールを有効利用〉
● 手お手持ちの発泡スチロールを0.5㎜厚程度に薄くスライスできます。
● 電熱線にはバネで張力を掛けていますので、たるむことはありません。
● スライスした素材で、グライダーのように飛ぶ鳥や、回転して落下する植物
の種子などを工作できます。

〔仕様〕ベース板：ベークライト　電熱線：0.2㎜φ
※電源には直流電源装置が必要です。
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 立体レプリカ工作セット
コード 型　式 内　容　物 価　格

1-147-0890 型とりマン 石膏1㎏、添加剤56g、主剤28g ¥5,300（＋税）
●  型とりマン1セットで子供の手で片手一人分、直径3㎝程度のアンモナイトな
ら2個程度の型を作れます。型とり材が固まるまでの時間は約2分です。

〔別売部品〕
1-147-0891 石膏1kg ･･･････････････････････････････････ ¥650 （＋税）
1-141-0646 カラー石膏（赤・緑）各1kg ･･････････････････¥4,800 （＋税）

ボンスターNo.0

燃焼実験には
No.000

 スチールウール
コード 型　式 規　格 価　格

1-126-0189 No.0 450g ¥1,300（＋税）
1-126-0190 No.000（極細） 450g ¥2,300（＋税）
1-126-0194 ボンスター 12個　各6g ¥360（＋税）
● 防錆剤は塗付されていませんので反応がスムーズに進行します。
● 燃焼実験にはNo.000極細が適しています。 酸素ガス 126頁

 カラーセロファン
コード 商品構成 価　格

1-164-0535 赤40枚　黄20枚　青20枚　緑20枚　透明20枚の120枚セット ¥1,400（＋税）
● 光の工作に最適のカラーセロファンです。大きさ：150×150㎜

透明

 プラバン
コード 型　式 大　き　さ 色 価　格

1-124-0270 B4判　5枚組 364×257㎜　厚さ0.2㎜ 透明 ¥780（＋税）
1-124-0271 B6判　2枚組 128×182㎜　厚さ0.2㎜ 白 ¥280（＋税）
1-124-0272 A4判　1枚 210×297㎜　厚さ0.2㎜ 白 ¥380（＋税）
● オーブントースターで加熱するとちぢみ、キーホルダー等、ものづくり工作に
最適です。

● A4判タイプはインクジェットプリンターで写真などを印刷できます。
白

20
分

組立時間組立時間

石膏
添加剤

主剤

プラバン・ろうそく・マッチ
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コード、価格が赤色のものは、一般によく使用されている商品です。

 ろうそく
コード 型　式 大きさ 燃焼時間 入数 価　格

1-126-0417 小粒 6φ×15㎜ 約5分 約216本 ¥480（＋税）
1-126-0418 豆粒 7.5φ×24㎜ 約10分 約144本 ¥540（＋税）
1-126-0447 ダルマ 6φ×48㎜ 約15分 約80本 ¥250（＋税）

 線香
コード 型　式 大きさ 入　数 価　格

1-126-0448 太巻きタイプ 2φ×140㎜ 2束（約220本） ¥250（＋税）
1-126-0449 煙が多いタイプ 2φ×132㎜ 約300本/箱 ¥500（＋税）
● 煙が多いタイプは、煙が下に沈みやすく対流実験に適しています。

 マッチ
コード 型　式 大きさ 入　数 価　格

1-126-0482 ABC並型 56×37×17㎜ 12個 ¥290（＋税）
1-126-0483 ABC大箱　徳用 110×90×50㎜ 1個 ¥290（＋税）
〔仕様〕ABC並型：1箱 約40本入　　ABC大箱：1箱 約800本入

線香

ろうそく

並型 大箱　徳用
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 紙テープ
コード 型　式 カラー 幅 長さ 入　数 価　格

1-111-0220 5色10巻組 赤・白・青・黄・桃 18㎜ 約31m 5色各2巻 ¥680（＋税）
● 植物の成長記録などの棒グラフの作成に使用する紙テープです。

 クラフト粘着テープ（ガムテープ）
コード 型　式 幅 長　さ 価　格

1-111-0225 NO.313 50㎜ 50m ¥250（＋税）
5色10巻

紙テープ

ガムテープ

 セロハンテープ
コード 幅 長　さ 価　格

1-111-0229 18㎜ 35m ¥160（＋税）

 両面テープ
コード 幅 長　さ 用　途 価　格

1-111-0227 10㎜ 20m 紙、プラスチック、木など ¥260（＋税）
●  不織布を基材とし、その両面にアクリル系粘着剤を塗布した両面粘着テープ
です。

●  ペーパークラフト・木工など各種工作から写真の貼り付けなど、幅広く使え
ます。

セロハンテープ

両面テープ

 おろし金
コード 材　質 幅×全長 価　格

1-111-0252 アルミ製 100×220㎜ ¥780（＋税）
● 耐久性に優れたアルミ製のおろし器です。

 洗濯バサミ
コード 型　式 材　質 全　長 入数 価　格

1-111-0254 20個パック ポリプロピレン 60㎜ 20個 ¥280（＋税）

※写真と色が異なる場合があります。

おろし金

洗濯バサミ

20個

 ■ 紙テープを使ったコマの作り方
①紙テープを2mの長さに切ります。
②紙テープの先を棒（爪楊枝、竹串、マッチ棒など）の軸にセロハンテープで止めます。
③軸に沿って、紙テープをくるくると巻いていきます。（緩んだりたるんだりしないようにしてください。）
④巻き終わったら、のりで固定して完成です。

 丸くぎ
コード 型式 材質 布目頭 大きさ 入　数 価　格

1-124-0285 38小 鉄 5㎜φ 2φ×38㎜ 約130本 ¥550（＋税）
丸くぎ

 ヒートン（引掛けフック）
コード 型　式 鉄　線 長　さ 幅 入　数 価　格

1-124-0288 ゴールド 1.2㎜φ 16㎜ 7㎜ 20個 ¥200（＋税）
1-124-0289 口閉じ 1.6㎜φ 15㎜ 7㎜ 20個 ¥200（＋税）

7㎜
16㎜

2㎜

15㎜
7㎜

口閉じゴールド ヒートン
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必要な理科実験器がすぐ検索！
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 ユニパック
コード 型　式 大きさ 入　数 価　格

1-132-0400 A-4 70×50㎜
300枚

¥920（＋税）
1-132-0401 B-4 85×60㎜ ¥960（＋税）
1-132-0402 C-4 100×70㎜

200枚
¥670（＋税）

1-132-0403 D-4 120×85㎜ ¥700（＋税）
1-132-0404 E-4 140×100㎜ ¥850（＋税）
1-132-0405 F-4 170×120㎜

100枚

¥520（＋税）
1-132-0406 G-4 200×140㎜ ¥630（＋税）
1-132-0407 H-4 240×170㎜ ¥820（＋税）
1-132-0408 I-4 280×200㎜ ¥1,070（＋税）
1-132-0409 J-4 340×240㎜ ¥1,270（＋税）

厚さ：0.04㎜　材質：ポリエチレン

チャック付のポリ袋です

 ユニパックマーク
コード 型　式 大きさ 入　数 価　格

1-132-0420 MARK-A 70×50㎜
300枚

¥1,100（＋税）
1-132-0421 MARK-B 85×60㎜ ¥1,150（＋税）
1-132-0422 MARK-C 100×70㎜

200枚
¥830（＋税）

1-132-0423 MARK-D 120×85㎜ ¥980（＋税）
1-132-0424 MARK-E 140×100㎜ ¥1,120（＋税）
1-132-0425 MARK-F 170×120㎜

100枚

¥720（＋税）
1-132-0426 MARK-G 200×140㎜ ¥870（＋税）
1-132-0427 MARK-H 240×170㎜ ¥1,100（＋税）
1-132-0428 MARK-I 280×200㎜ ¥1,350（＋税）
1-132-0429 MARK-J 340×240㎜ ¥1,800（＋税）

厚さ：0.04㎜　材質：ポリエチレン

書込み欄が付いたチャック付ポリ袋
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コード、価格が赤色のものは、一般によく使用されている商品です。

 ジップロック®スタンディングバッグ
コード 型　式 大きさ 入　数 価　格

1-342-0770 M 143×268㎜  マチ：88㎜ 8枚 ¥380（＋税）

材質：ポリエチレン　耐熱温度：約100℃　※煮沸不可　耐冷温度：－70℃

スタンディングバッグ

 ジップロック®（フリーザーバッグ）
コード 型　式 大きさ 入　数 価　格

1-342-0060 L 273×268㎜ 10枚 ¥390（＋税）
1-342-0061 M 189×177㎜ 16枚 ¥390（＋税）
1-342-0062 S 127×177㎜ 18枚 ¥390（＋税）

材質：ポリエチレン　耐熱温度：約100℃　※煮沸不可　耐冷温度：－70℃フリーザーバッグ

 水切りネット袋
コード 型　式 大　き　さ 入　数 価　格

1-111-0250 排水口用 約横180×縦250㎜ 70枚 ¥380（＋税）
● 伸縮性のあるネット構造でフィット感があります。

水切りネット袋
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必要な理科実験器がすぐ検索！

 たこ糸
コード 型　式 規　格 長　さ 価　格

1-110-0976 ＃100 太さ1.0㎜　巻芯約17㎝ 約70m ¥200（＋税）

 モール
コード 材　質 大きさ 入　数 価　格

1-110-0977 スチール　レーヨン 約20㎝ 16本 ¥280（＋税）
● 内芯は針金なので適当な長さにカットすると磁石あそび等に使用できます。
● 磁石実験や、再結晶つくり、音の振動を視覚的に見せることも可能です。

再結晶の
実験に

モール

たこ糸

 ストロー
コード 規　格 入　数 価　格

1-110-0963 フレキシブル（蛇腹）タイプ　1本毎紙袋入 50本 ¥150（＋税）
● 1本1本紙袋で個包装されており、静電気の実験によく使用されています。

 紙袋
コード 型　式 幅×奥行×高さ 入　数 価　格

1-111-0246 白無地8号 156×100×315㎜（角底タイプ） 200枚 ¥2,100（＋税）
● ヘチマの雌花に被せて花粉の働きを観察するのに活用できます。 紙袋

ストロー

 竹ひご
コード 直　径 長　さ 入　数 価　格

1-124-0300 1.8㎜φ 900㎜ 100本 ¥1,900（＋税）

 つまようじ
コード 原材料 長　さ 容　量 価　格

1-124-0305 樺材 65㎜ 80g（約500本） ¥210（＋税）
つまようじ

100本組

竹ひご

 発泡入浴剤
コード 型　式 規　格 入　数 価　格

1-111-0257 お風呂用 炭酸ガスを発生します　1錠45g 16錠 ¥920（＋税）

 漂白剤
コード 型　式 規　格 容　量 価　格

1-111-0259 台所用 塩素系漂白剤 600mL ¥260（＋税）

発泡入浴剤

漂白剤

 ガーゼ
コード 型　式 大きさ 滅　菌 入　数 価　格

1-319-0330 NG5 50×50㎜ 未滅菌 100枚 ¥980（＋税）

 カット綿
コード 型　式 大きさ 重　量 価　格

1-764-0913 CC80 80×80㎜
500g

¥2,600（＋税）
1-764-0915 CC40 40×40㎜ ¥2,600（＋税）
 ●植物の発芽に使用できる脱脂綿です。

ガーゼ

カット綿
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 透明プラスチックコップ
コード 容　量 口径×全高 規　格 入数 価　格

1-131-0975 200mL 70φ×90㎜ －
50個

¥980（＋税）
1-131-0976 300mL 90φ×100㎜ 目盛入 ¥1,500（＋税）
● 透明度の高いディスポタイプのプラスチックコップです。
● 300mLタイプは50・100・200・300mLの目盛入です。
〔仕様〕材質：ポリスチレン

200mL 300mL

目
盛
入

50個組

 試料カップ（プリンカップ）
コード 型　式 容　量 口径×全高 入数 価　格

1-131-0970 60B 74mL 66φ×36㎜ 100個 ¥2,000（＋税）
1-131-0971 90B 106mL 76φ×38㎜ 100個 ¥2,400（＋税）
1-131-0972 120B 158mL 86φ×40㎜ 100個 ¥2,900（＋税）
1-131-0973 200B 263mL 101φ×44㎜ 100個 ¥3,500（＋税）
1-131-0974 250B 350mL 120φ×44㎜ 100個 ¥4,300（＋税）
● 90Bは小学校3年生「幼虫・昆虫の観察」、小学校5年生「植物の発芽」など、様々
な観察に役立ちます。

〔仕様〕材質：ポリエチレンテレフタレート　蓋付

透
明
で
観
察
し
や
す
い

100個組

 発泡容器（食品トレー）
コード 型式 大きさ 入数 価　格

1-111-0240 舟皿大 195×107×20㎜ 100枚 ¥1,300（＋税）
1-111-0241 どんぶり 153φ×63㎜ 25個 ¥680（＋税）
● 保温容器としても、工作用の部材としても役立つ素材です。
〔仕様〕材質：ポリスチレン　使用温度：－20～80℃

100枚 25個

舟皿大 どんぶり

ペットボトル・容器

ガラス
プラスチック

化学

物理

生物
地学

素材
パーツ

工具
安全

計量
計測

試薬

金属板
金属球

風船
ポンプ

おもしろ
素材

科学工作

実験雑具
日用品

豆球
LED

電池
光電池

モーター

リード線
電熱線

コンデンサ

コード、価格が赤色のものは、一般によく使用されている商品です。

 サーモカップ
コード 型式 容　量 大きさ 入数 価　格

1-131-0955 TC 約200mL　フタ付 上77φ×下52φ×高76㎜ 40個 ¥1,300（＋税）
● 本体が発泡ポリスチレン製で保温に優れています。フタ針穴付

 紙コップ
コード 容　量 規　格 入　数 価　格

1-110-0967 200mL 70φ×80㎜ 30個 ¥300（＋税）
サーモカップ

熱の実験に
40個

紙コップ

30個

300mL 500mL1L

実験動画017

 プラスチックボトル（ペットボトル）
コード 型　式 規　格 入　数 価　格

1-132-0010 1L 炭酸用　80φ×255㎜　蓋付 6本組 ¥1,100（＋税）
1-132-0011 300mL 一般飲料用　65φ×140㎜　蓋付 6本組 ¥800（＋税）
1-132-0001 500mL 角型　62×62×190㎜　蓋付 4本組 ¥380（＋税）
●  300mLは一般飲料用丸型、500mLは一般飲料用角型、1000mLは炭酸飲料
用のペットボトルです。炭酸飲料用は内部圧力に強い形状です。

●  蓋の内側はフラットになっており、ペットボトル顕微鏡の材料として最適です。
ペットボトル顕微鏡製作セット 258頁
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白熱球ミニランプ

電灯台 275頁

 白熱球
コード 規　格 球径 長さ 口金 色 価　格

1-120-0563  12V 20W 55㎜ 100㎜ E26 透明 ¥480（＋税）
1-120-0544 110V 20W 55㎜ 98㎜ E26 透明 ¥280（＋税）
1-120-0542 110V 40W 55㎜ 98㎜ E26 白色 ¥280（＋税）
1-120-0543 110V100W 60㎜ 110㎜ E26 白色 ¥300（＋税）

 ミニランプ
コード 規　格 球径 長さ 口金 色 価　格

1-115-0092 110V   40W 35㎜ 58㎜ E17 白色 ¥380（＋税）

 4W蛍光灯
コード 規　格 大　き　さ 色 価　格

1-124-0130 4W 15φ×140㎜ 白色 ¥500（＋税）
● 静電気実験でよく使用される小型の蛍光灯です。
●  蛍光灯の片方の電極を手でつまみ、他方の電極を帯電しているものに近づけ
ると、静電気によりわずかに発光します。

静電気で
点灯します

下じき

強力ランプ　CF三脚付強力ランプ　OB

光電池用

 強力ランプ
コード 型式 ランプ 台 アーム 価　格

1-115-0201 CF 110V　150W 直径200㎜ 300㎜ ¥12,000（＋税）
● 150Wの高輝度ランプで、光電池実験用の光源として使用できます。
〔別売部品〕
1-115-0202 強力ランプ用電球　110V　150W ･･････････¥1,300 （＋税）

 三脚付強力ランプ（光電池用ライト）
コード 型　式 ランプ 三　脚 価　格

1-115-0062 OB 100V　135W 高さ506～1460㎜ ¥17,500（＋税）
● 135W強力スポットタイプの光源装置です。 光 電 池 279頁

管球

6

30

ハロゲンランプ

8

20

7

 ハロゲンランプ
コード 規　格 大　き　さ 価　格

1-115-0171 12V   10W 8×27㎜ ¥1,300（＋税）

※ハロゲン光源装置HG用の交換ランプです。

 管球
コード 規　格 大　き　さ 価　格

1-115-0186 2.5V   0.4A 6φ×30㎜ ¥640（＋税）

※電池式の光源装置ML用の交換電球です。

顕微鏡用ランプ 229頁

 LED電球
コード 明るさ 消費電力 定格寿命 口金 価　格

1-120-0555 60W相当 100V－7.8W 40000時間 E26 ¥4,200（＋税）
● 一般照明用60Wクラスの照度で40000時間の長寿命です。
● 白熱電球に比べて（100W－60W）約1/9の消費電力で省エネです。
● 約300度の全方向に照射できます。
● 白熱電球と同様に、電球の周りで月の満ち欠けを観察できます。

60W相当で
長寿命

白熱球・LED電球
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必要な理科実験器がすぐ検索！
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 でか豆（でっかい豆球）
コード 型式 規　格 電球の大きさ 価　格

1-124-0020 BIG 12V  10W 径19㎜φ×高さ35㎜ ¥880（＋税）
●  手回し発電機（出力12Vタイプ）で点灯する大型豆電球で、手回し発電機で電
球を切ってしまう心配がありません。

●  手回し発電機で点灯させると電球が発熱する事から、電気エネルギーが光だ
けでなく、熱エネルギーに変わる事も確認できます。

● 大型なので電球の構造がよく分かります。

通常の豆球

でか豆
BIG

豆球との大きさ比較

切れない！

切れない豆電球として人気

 ニップル球（豆レンズ電球）
コード 規　格 口　金 入　数 価　格

1-124-0052 2.2V　0.25A E10 20個 ¥1,500（＋税）
●  先端部分にレンズが付いた豆電球です。

 豆球
コード 規　格 口　金 入　数 価　格

1-124-0077 1.5V　0.3A E10 50個 ¥1,900（＋税）
1-124-0078 2.5V　0.3A E10 50個 ¥1,900（＋税）
1-124-0050 3.8V　0.3A E10 50個 ¥2,300（＋税）
1-124-0051 6.3V　0.15A E10 10個 ¥1,300（＋税）
1-124-0053 2.2V　0.1A（ボルタ電池用） E10 10個 ¥800（＋税）
●  出力3Vタイプの手回し発電機には3.8Vの豆球、出力12Vタイプの手回し発
電機には6.3Vの豆球をお薦めします。

カラー3色からお選び下さい

ソケットは付属していません

 LED豆電球（色付）
コード 型　式 色 規　格 入数 価　格

1-124-0131 TLE10F-3R 赤 直流3V 1個 ¥580（＋税）
1-124-0132 TLE10F-3Y 黄 直流3V 1個 ¥580（＋税）
1-124-0133 TLE10F-3B 青 直流3V 1個 ¥680（＋税）

※豆球ソケットは付属していません。
※LEDには極性があるため、+－を逆につながないでください。
〔仕様〕口金：E10 豆球ソケット 275頁

23

10

E10

11

E10

23

豆球 ニップル球

 豆球チェッカー
コード 型　式 大きさ 電　源 価　格

1-120-0755 MC 40×36×60㎜　75ｇ 単3電池×2 ¥3,500（＋税）
●  豆電球が切れているか切れていないかを確認できます。
●  豆電球を穴に差し込むだけの簡単操作です。ブザー音が鳴れば正常で、鳴ら
なければ切れています。

MC

 LED豆電球（低電圧）
コード 型　式 色 定格電圧 入数 価　格

1-124-0345 TE-15 白 直流1.5V 1個 ¥880（＋税）
● 豆球ソケットで使用できる低電圧タイプのLEDランプです。
● 特殊な回路を組み込み低電圧で点灯します。
消費電流：120mA　口金：E10
※豆球ソケットは付属していません。
※LEDには極性があるため、+－を逆につながないでください。
〔仕様〕口金：E10ソケットは付属していません

電池1個で
点灯
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色が変わります

 色が変わるLED
コード 型式 色 規　格 リード線 入数 価　格

1-124-0138 FUL 7色に変化 3～5V用 18㎝ 1個 ¥1,200（＋税）
● 一つのLEDランプに赤緑青白のリード線が付いており、＋極に白の線、－極
に色の線を接続するとそれぞれの色に光らせることができます。

● また赤緑青の全てを接続すると白色に光らせることができ、光の三原色を学
習することができます。

〔仕様〕高輝度タイプ

赤1色 青1色 赤色と青色の混色 赤・青・緑の混色

分光シートで見ると…分光シート
（ホログラムシート）
透明シートに縦横十文字にライ
ンを入れたもので、点光源等の
照明を見ると美しい虹の模様が
二次元的に見えます。

分光シート 176頁

 LEDランプ（リード線  抵抗付）
コード 色 規格 大きさ リード線 入数 価　格

1-124-0135 青 5V用 直径5㎜ 10㎝ 5個 ¥2,300（＋税）
1-124-0136 白 5V用 直径5㎜ 10㎝ 5個 ¥2,300（＋税）
● 抵抗があらかじめ取り付けられており、手回し発電機（出力12V、3V）で点灯
させることができます。

● 抵抗付で過電流による破損を防止しています。

白青

5個組 5個組

抵抗入で
壊れにくい

 台付LED
コード 色 規　格 保護抵抗 大きさ 価　格

1-124-0101 赤 約1.5～3V用 51Ω 38×62㎜ ¥350（＋税）
● 低電圧で点灯する赤色LEDです。
● 台には極性（+、－）が表示されています。
※乾電池1個では点灯しない場合があります。

 高輝度LED
コード 色 規　格 大きさ 入　数 価　格

1-124-0380 赤 3V用 直径5㎜ 10個 ¥1,300（＋税）
1-124-0381 緑 3V用 直径5㎜ 10個 ¥1,300（＋税）
1-124-0382 青 3V用 直径5㎜ 5個 ¥2,800（＋税）
● 透明レンズタイプの高輝度LEDです。
● 光の3原色を調べる実験や、電子工作に適しています。
※保護抵抗は付属していません。使用条件に合った抵抗をご用意ください。

赤 緑 青

 ■ LEDに使用する抵抗の求め方
例：電源電圧：12V　LED電圧：3V　流す電流：20mA（0.02A）
（電源電圧－LED電圧）÷流す電流＝（12－3）÷0.02＝450Ω

 発光ダイオード（10個組）
コード 色 規格 大きさ 付　属 入数 価　格

1-124-0102 赤 3V用 直径5㎜

抵抗220Ω

10個 ¥390（＋税）
1-124-0103 緑 3V用 直径5㎜ 10個 ¥400（＋税）
1-124-0104 黄 3V用 直径5㎜ 10個 ¥400（＋税）

※付属の保護抵抗はLEDには取り付けられていません。
※通常LEDは、規格に合った使い方をしないと簡単に破損します。

10個組

赤 緑 黄
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 豆球ソケット（豆球ホルダー）（10個組）
コード 規　格 入数 価　格

1-124-0047 リード線24㎝付　赤・黒色分け 10個 ¥660（＋税）
1-124-0033 リード線24㎝付　赤・黒色分け　⊕シール付 10個 ¥880（＋税）
● リード線は柔かいより線タイプで、＋－を指導しやすい赤色と黒色です。
●  LED電球は極性があります。電源の+極を赤に－極を黒に接続すると点灯し
ます。

識別に

豆球ソケット　⊕シール付
より線で柔かい

豆球ソケット

10個組

 リード線付豆球ソケット
コード 規　格 入数 価　格

1-124-0030 みの虫（小）リード線20cm　赤・黒色分け 1個 ¥400（＋税）
● 低学年でも使い易い、みの虫リード線が付属しています。
● 様々な回路で簡単に接続できます。

 電灯台（コンセント付）
コード 型　式 大　き　さ 価　格

1-120-0565 AC 130φ×50㎜　コード1.5m（中間スイッチ付）¥4,800（＋税）
● 市販のAC100V電球用の電灯台です。
● 実験中の点灯・消灯に便利なコード中間スイッチ付です。
〔仕様〕口金：E26　電球：最大容量60W　定格：125V-6A

AC

 豆球台（透明ソケット）（5個組）
コード 型式 大　き　さ 入数 価　格

1-120-0312 LS-5 38×63㎜　ターミナル付 5個 ¥2,800（＋税）
● ソケットが透明で豆球への配線が見える豆球台です。
● ターミナル付でみの虫リード線やワニ口クリップで接続できます。

LS-5

配線が見える
透明タイプ

5個組

 電灯台（手回し発電機専用）
コード 型　式 大　き　さ 価　格

1-120-0540 T ベース150×100㎜　ターミナル付 ¥3,800（＋税）
● 手回し発電機専用の電灯台です。
※AC100Vへ接続するコンセント付リード線は販売しておりません。
〔仕様〕口金：E26

実験動画036

T

 LED用ソケット
コード 型　式 価　格

1-124-0277 5個組 ¥680（＋税）
 ●       市販のLED（発光ダイオード）を差し込むだけでリード線付として使える便利
なソケットです。
 ●     LED（発光ダイオード）と電池を簡単に接続でき手軽に点灯できます。
 〔仕様〕     リード線： 長さ150㎜ 

5個組

LEDを
差し込むだけ

装着時

LEDは付属していません。
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必要な理科実験器がすぐ検索！

腕を上下させるだけの簡単スイッチ
 ナイフスイッチ（5個組）
コード 型　式 大　き　さ 入数 価　格

1-120-0308 N 35×75㎜ 5個 ¥2,300（＋税）
●  教科書によく出てくるタイプで、腕を上下させるだけの簡単操作です。
● ターミナル付で、わに口クリップで接続できます。

5個組

N

 スライドスイッチ
コード 型式 規　格 大きさ 価　格

1-124-0035 6P 125V-0.5A　6P型　ON-OFF 36×13×17㎜ ¥200（＋税）
6P

スライド式

 簡易スイッチ（5個組）
コード 型式 大　き　さ 入数 価　格

1-120-0325 KS 38×63㎜ 5個 ¥2,600（＋税）
● 手軽にON、OFFの切替ができるスイッチです。
①スイッチをONにしたまま固定でき、開放すればOFFになる。
②スイッチを押したときだけONになり、離せばOFFになる。
　という2通りの使い方が可能です。

5個組

ONでロック

KS

 中継ターミナル（5個組）
コード 型式 大　き　さ 入数 価　格

1-120-0309 T 38×38㎜ 5個 ¥980（＋税）
●  並列接続や複雑な回路を組むときに便利な中継ターミナルです。
●  ターミナルを使うことで回路をわかりやすく作ることができます。

5個組

並列回路もスッキリ

T

 乾電池ホルダ（10個組）
コード 型式 規　格 大　き　さ 入数 価　格

1-123-0420 S 単1電池用 73×35×29㎜ 10個 ¥5,000（＋税）
● リード線を用いずに、簡単に直列・並列に接続できる便利な乾電池ホルダです。
● 接続は直列がボタンタッチ、並列は差し込み式で着脱が簡単です。
※BKH型とはつなげません。

並列

直列

10個組 並列・直列がワンタッチ

S

 乾電池ホルダ（10個組）
コード 型式 規　格 大　き　さ 入数 価　格

1-123-0435 BKH 単1電池用 78×37×28㎜ 10個 ¥3,200（＋税）
● リード線を用いずに、簡単に直列・並列に接続できる便利な乾電池ホルダです。
● 接続は直列がボタンタッチ、並列は差し込み式で着脱が簡単です。
※S型とはつなげません。

ワンタッチ
接続

10個組

BKH
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コード、価格が赤色のものは、一般によく使用されている商品です。

 スイッチ付乾電池ホルダ（10個組）
コード 型　式 大　き　さ 入数 価　格

1-123-0451 単3×1電池用 60×17×38㎜ 10個 ¥2,300（＋税）
1-123-0452 単3×2電池用 60×33×38㎜ 10個 ¥2,800（＋税）
● ON・OFFスイッチが付いた乾電池ホルダです。
※2電池用は直列です。単3×1電池用 単3×2電池用

10個組

●① ●② ●③

10個組  乾電池ホルダ（電池ボックス）（10個組）
コード 型　式 大　き　さ 入数 価　格

1-124-0061 単1×1電池用 70×35×28㎜ 10個 ¥1,000（＋税）
1-124-0062 単1×2電池用 70×70×28㎜ 10個 ¥1,800（＋税）
1-124-0063 単2×1電池用 63×29×24㎜ 10個 ¥1,000（＋税）
1-124-0064 単3×1電池用 58×16×15㎜ 10個 ¥730（＋税）
1-124-0060 単3×2電池用 58×32×15㎜ 10個 ¥980（＋税）
● 2電池用は直列です。

①

②
③

リード線 283頁

 平角電池
コード 型　式 大　き　さ 仕　様 価　格

1-123-0120 3Ｖ 88×45×135㎜ ターミナル付 ¥1,200（＋税）
1-123-0121 1.5V 88×45×135㎜ ターミナル付 ¥1,200（＋税）
●  大容量の大型マンガン電池です。
●  長時間にわたり安定して出力します。

長寿命

3V
1.5V

 リード線付電池ホルダ
コード 電池 リード線 入数 価　格

1-124-0025 単1用 みの虫小　長さ20cm　赤・黒色分け 1個 ¥480（＋税）
1-124-0026 単3用 みの虫小　長さ20cm　赤・黒色分け 1個 ¥450（＋税）

〈先生の困った対応品：低学年でも電池との接続を容易に〉
●  低学年でも簡単に豆球やモーターに接続できる、みの虫リード線付の電池ホル
ダです。

● 様々な回路で簡単に接続できます。単1用 単3用

 リチウム電池（2個組）
コード 型　式 規　格 入　数 価　格

1-137-0945 CR2032 DC3V 2個組 ¥600（＋税）

 空気電池
コード 型　式 規　格 価　格

1-123-0172 PR44A（6個入） DC1.4V ¥580（＋税）
1-123-0173 PR44B（6個入） DC1.4V（高性能タイプ） ¥1,260（＋税）

※簡易デジタル酸素センサTDO用の交換用酸素センサです。

2個組 2個組

 アルカリボタン電池（2個組）
コード 型　式 規　格 入　数 価　格

1-123-0125 LR44 DC1.5V 2個組 ¥390（＋税）

LR44 CR2032

 乾電池（角型9V乾電池）
コード 型　式 規　格 価　格

1-123-0113 006P DC9V ¥250（＋税）

〔仕様〕マンガン電池
006P
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必要な理科実験器がすぐ検索！

 急速自動充電器（充電器チャージャー）
コード 型　式 定格出力 価　格

1-123-0178 EN20B DC12V　2A ¥18,000（＋税）
● 単３形・単４形の充電池用急速充電器です。
●  一度に20本の充電池を入れることができ、順次自動的に充電することができ
ます。従来のように充電器にセットする手間がかかりません。

● 充電が終わった充電池は、一番下の収納スペースに移動します。
〔仕様〕 対応充電池：ニッケル水素及びニカド充電池　単３形、単４形

定格電圧/電流　DC12V　2A
充電時間の目安：950～1000mAh　約35～40分
大きさ：92×120×212㎜ 　622g
電源：ACアダプタ（DC12V、3A)
付属：単４→単３交換アダプタ×４本 EN20B

（イメージ）
投入

するだけ

順次自動的に
充電されます

充電済

 マンガン電池（高性能タイプ）（2本組）
コード 型　式 規　格 入　数 価　格

1-123-0990 単1×2本 DC1.5V 2本 ¥220（＋税）
1-123-0991 単2×2本 DC1.5V 2本 ¥180（＋税）
1-123-0992 単3×2本 DC1.5V 2本 ¥120（＋税）
●  休み休み使うと、電圧が回復するという特長があります。
● 豆電球に向いています。
※商品の外観は変更になる場合があります。 バッテリーチェッカー 154頁

単1 単2 単3

2本組

■大箱の入数
品　名 大箱の入数

マンガン電池　単1
20本（2本×10）

マンガン電池　単2
マンガン電池　単3 40本（2本×20）

 アルカリ電池（ハイパワータイプ）
コード 型　式 規　格 入　数 価　格

1-123-0995 単1×2本 DC1.5V 2本 ¥550（＋税）
1-123-0996 単2×2本 DC1.5V 2本 ¥390（＋税）
1-123-0997 単3×4本 DC1.5V 4本 ¥280（＋税）
1-123-0998 単4×4本 DC1.5V 4本 ¥280（＋税）
●  パワーがあり、長持ちです。
●  大きな電流を必要とする電磁石の実験に向いています。
※商品の外観は変更になる場合があります。

ハイパワー、長持ちの乾電池

単1 単2 単3 単4

■大箱の入数
品　名 大箱の入数

アルカリ電池　単1
10本（2本×5）

アルカリ電池　単2

品　名 大箱の入数
アルカリ電池　単3

40本（4本×10）
アルカリ電池　単4

 充電式ニッケル水素電池（エネループ）
コード 品　名 価　格

1-123-0134 充電式ニッケル水素電池　エネループ単1形　1本 ¥2,200（＋税）
1-123-0133 充電式ニッケル水素電池　エネループ単2形　1本 ¥1,980（＋税）
1-123-0122 充電式ニッケル水素電池　エネループ単3形　2本 ¥1,350（＋税）
1-123-0131 充電式ニッケル水素電池　エネループ単4形　2本 ¥1,200（＋税）
1-123-0128 単1サイズ対応スペーサー（2個入）　単3→単1 ¥650（＋税）
1-123-0129 単2サイズ対応スペーサー（2個入）　単3→単2 ¥580（＋税）
● 低温放電にも強く、約1000回繰り返して使用可能な充電池です。
〔仕様〕公称電圧：DC1.2V

〔充電器〕
1-123-0136 スタンダードセット ････････ ¥5,800 （＋税）
 急速充電器　単3形×4個付

単1形 単2形 単3形
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リード線付の人気シリーズ
 光電池セット
コード 型　式 光電池 収納ケース 価　格

1-116-0382 C-500M-10K 10枚 180×105×84㎜ ¥17,000（＋税）
1-116-0383 C-500M-20K 20枚 241×112×90㎜ ¥34,000（＋税）
● グループ学習におすすめの光電池（C-500M）セットです。
●  光電池のはたらきを調べる実験におすすめの高出力でありながら低価格の光
電池です。

● 専用リード線（20㎝）はワンタッチで着脱できます。
● 収納ケース付で理科室の整理や保管に便利です。

C-500M-20K
C-500M-10K

リード線付
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コード、価格が赤色のものは、一般によく使用されている商品です。

マブチモーターで動くものづくりに！

KBL803

KBL402

 光電池
コード 型　式 起電力（出力） 大きさ 価　格

1-116-0115 KBL402 1.0V-800mA 60×126㎜ ¥3,000（＋税）
1-116-0116 KBL803 1.5V-400mA 60×100㎜ ¥2,400（＋税）
●  マブチモーターを回せる高出力の光電池です。光電池学習後のソーラーカー
などの動くおもちゃづくりにおすすめです。

●  光電池には赤黒みの虫リード線（20㎝）が付いています。
●  特にモーターFA-130で走る自動車の製作にはKBL402型が最適です。

強力ランプ 272頁

 光電池
コード 型　式 起電力（出力） 大きさ 付属 価　格

1-116-0370 KV
2.0V-267mAh 60×110㎜

― ¥980（＋税）
1-116-0371 KV-M リード線 ¥1,500（＋税）
● 児童の光電池実験に適した安価タイプの光電池です。
● 電子オルゴールを鳴らしたり、モーターを回すことができますので、ものづ
くり工作におすすめです。

● 光電池は硬質ラミネートで保護されており、耐久性に優れています。光源に
は太陽光や150W以上の白熱電球をご使用下さい。
※マブチモーターはFA-130RA、RE-140RAをご使用下さい。

モ ー タ ー 281頁

安価で工作に最適

KV

KV-M

 光電池
コード 型　式 起電力（出力） 大きさ 付　属 価　格

1-116-0381 C-500
1.75V-400mAh 60×110㎜

－ ¥1,300（＋税）
1-116-0380 C-500M 専用リード線 ¥1,700（＋税）
● 光電池のはたらきを調べる実験におすすめの高出力でありながら低価格の光
電池です。

● 光電池は硬質ラミネートで保護されており、耐久性に優れています。光源に
は太陽光、白熱電球をご使用下さい。

● 専用リード線（約20㎝）はワンタッチで着脱できます。

1.7Vの高出力です

C-500

C-500M

ワンタッチ着脱
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必要な理科実験器がすぐ検索！

 プロペラ
コード 型式 大　き　さ 適合軸径 価　格

1-124-0114 3枚羽 直径80㎜ 2㎜ ¥120（＋税）
1-124-0111 4枚羽 直径110㎜ 2㎜ ¥110（＋税）
1-163-0651 8枚羽 直径140㎜ 2㎜ ¥680（＋税）
1-124-0490 3枚羽（ガード付） 直径100㎜ 2㎜ ¥380（＋税）

3枚羽

8枚羽
3枚羽

（ガード付）

4枚羽

 光電池実験セット
コード 型式 セット内容 価　格

1-116-0130 LHI 光電池、台付モーター、専用リード線 ¥3,800（＋税）
● 光電池で回る台付モーターと高出力の光電池のセットです。
● 光電池に当たる光の強さや向きでプロペラの回る速さが変わります。
● 専用リード線で接続が簡単です。
〔仕様〕光電池：単結晶シリコン　専用リード線（約200㎜）付

出力：DC1.75V　400mAh（太陽光）
台付モーター： DC0.4～3V　27mA

プロペラ（3枚羽根　半径35㎜　シャフト径2㎜φ）

光電池とモーターの基本セット

LHI

 光電池実験セット
コード 型式 セット内容 価　格

1-116-0125 MS 光電池、モーター、電子オルゴール等一式 ¥2,800（＋税）
●  光電池に当てる光の強さや向きによって、豆電球の明るさや電子オルゴール
の発信音が異なることを学習できる実験セットです。

●  モーターと接続して、光のまと当て遊びや光電池自動車などのいろいろな動
くおもちゃへの展開が可能です。

〔仕様〕光電池：出力：DC1.75V　400mAh（太陽光）　リード線（約200㎜）付
モーター： DC1.5～3V　モーターベース　二段式プーリー付
プロペラ：3枚羽根　半径35㎜　シャフト径2㎜φ
電子オルゴール：DC1.2～3.6V　電子メロディー
豆電球：1.5V　0.3A　豆球ソケット付

ものづくりへの展開に

光電池

豆電球

モーター

プロペラ
電子オルゴール

MS

電子オルゴール 288頁

 小型光電池（10個組）
コード 型　式 起電力（出力） 大きさ 入数 価　格

1-116-0255 A-10K（10個組） 3.1v-21mA 38×63㎜ 10個 ¥4,500（＋税）
●  光電池のはたらきを調べる実験や、ものづくりにおすすめのリード線付の小
型光電池（10個組）です。

●  電子オルゴールを鳴らしたり、LED電球を光らせたりすることができます。
モーターを回すには適しません。

〔仕様〕光電池：アモルファスシリコン

 ■ 光電池の種類
純度の高いシリコンの単結晶を薄切りにした単結晶シリコン太陽電池と金属
シリコンを鋳型で多結晶化させた多結晶シリコン太陽電池があります。他に
非結晶のアモルファスシリコン太陽電池や結晶型と組み合わせたハイブリッ
ド型などがあります。

電子オルゴールを鳴らせます
10個組

ケースは
連結できます A-10K

 ミニソーラーカー（光電池自動車）
コード 型　式 入　数 価　格

1-116-0095 5M 5個組 ¥2,800（＋税）
 ●マイクロモーター搭載の軽量設計で勢いよく走ります。
 ●小型サイズのユニット完成品です。分解はできません。
〔仕様〕光電池：単結晶シリコン　素子板：20×23㎜

大きさ：車体/23×32×14㎜　4ｇ
収納ケース：プラスチック製（90×70×27㎜）

高速で走るミニソーラーカー

速い！ 小さい

おもしろい ！
約3cm

5個組
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 モーター（マブチモーター）
コード 型式 規　格 回転数 大きさ 軸径 価　格

1-124-0113
FA-
130RA

DC1.5～3V
500mA

6500rpm
15.1×20.1
×25㎜

2㎜ ¥200（＋税）

1-124-0126
RE-
140RA

DC1.5～3V
560mA

4700rpm
20.1φ
×25㎜

2㎜ ¥200（＋税）

1-124-0127
RE-
260RA

DC1.5～3V
700mA

7500rpm
23.8φ
×26.9㎜

2㎜ ¥240（＋税）

1-124-0112
RE-
280RA

DC1.5～3V
650mA

5800rpm
24.2φ
×30.5㎜

2㎜ ¥270（＋税）

● 工作に適したモーターです。モーターを固定するためのモーターベースと、
動力を伝える2段式プーリーが付属しています。
※始動時には大きな電流が必要なため、光電池では回転しない場合があります。
※rpmとは1分間に回るモーター軸の回転数のことを表しています。

FA-130RA

RE-260RA

RE-140RA

RE-280RA

光
電
池
や

く
だ
も
の
電
池
に

 光電池モーター
コード 型式 規　格 大きさ 軸径 価　格

1-116-0267 H151 DC0.4V 27mA 35φ×32㎜ 2㎜ ¥750（＋税）
1-116-0268 H158 DC0.4V 22mA 35φ×32㎜ 2㎜ ¥850（＋税）
● 太陽電池による発電でも駆動する微電流タイプのモーターです。
〔仕様〕微電流型

LED

指で回しても点灯する ！

LED

 発電用モーター（高性能発電機）
コード 型式 規　格 大きさ 軸径 価　格

1-120-0230 SM 直流発電機 24.5×30.5㎜ 2㎜ ¥780（＋税）

出力：約7V（1000回転/分）、約12V（2000回転/分）無負荷時
● 軸を指で挟んで回すだけで、LED（赤）が点灯したり、電子オルゴールが鳴る
高性能の発電用モーターです。
※プロペラに関しましては、1-163-0651プロペラ8枚羽、LEDは1-124-0102
発光ダイオード赤色が実験に適しています。

LED 274頁プロペラ 280頁

 台付モーター
コード 型式 タイプ 規　格 大きさ 価　格

1-120-0252 YM 手回し発電機用 直流6～30V 53×73×70㎜ ¥1,980（＋税）
● 出力12Vタイプの手回し発電機用に作られた台付モーターです。
● 手回し発電機で回しても円板がゆっくり回転するため、安全に実験でき、回
転方向が簡単にわかります。

ゆ
っ
く
り
回
転
で

回
転
方
向
が
分
か
る

 ソーラーモーター
コード 型式 規　格 付　属 軸径 価　格

1-116-0275 01 DC0.4～1.5V　100mA モーターベース 2㎜ ¥1,080（＋税）
1-116-0276 02 DC0.4～1.5V　25mA モーターベース 2㎜ ¥1,080（＋税）
●  01型は高回転・ハイパワーのモーターです。太陽電池の電力が大きいほど回
転が上がり、パワフルに動かせます。

●  02型は曇りの日、室内など太陽電池の電力が弱くても動くモーターです。軽
い物やゆっくり動かす工作に適しています。

〔仕様〕微電流型

01

02

微電流のモーターです

281-282_素材・パーツ.indd   281281-282_素材・パーツ.indd   281 2019/02/13   18:30:172019/02/13   18:30:17



282

台付モーター

ガラス
プラスチック

化学

物理

生物
地学

素材
パーツ

工具
安全

計量
計測

試薬

金属板
金属球

風船
ポンプ

おもしろ
素材

科学工作

実験雑具
日用品

豆球
LED

電池
光電池

モーター

リード線
電熱線

コンデンサ

必要な理科実験器がすぐ検索！

 台付モーター（微電流型）
コード 型式 プロペラ モーター ベース 価　格

1-120-0390 HI-M 100㎜φ DC0.4～3V　27mA 40×50×70㎜ ¥2,300（＋税）
● 太陽電池モーターを使用しています。
● 微電流で回転しますので、光電池やくだもの電池の実験に適しています。
● 安全に配慮し、丸型の安全ガード付プロペラを採用した微電流型の台付モー
ターです。

プロペラは安全ガード付

RE-M

HI-M

 台付モーター（汎用型）
コード 型式 プロペラ モーター ベース 価　格

1-120-0395 RE-M 100㎜φ DC1.5～3V　650mA 40×50×70㎜ ¥1,800（＋税）
● マブチモーターを使用しています。
● 電池や手回し発電機などの電気実験に適しています。
● 安全に配慮し、丸型の安全ガード付プロペラを採用した台付モーターです。

 モーターユニット
コード 型式 モーター 備　考 価　格

1-120-0302 MM DC0.4～3V　27mA ターミナル　プロペラ付 ¥4,800（＋税）
● ギア付でおもりを吊り上げるフック付です。
●  手回し発電機を使ってモーターユニットを動かしおもりを吊り上げますの
で、電気エネルギーを運動エネルギーに変換して、体感することができます。

実験用おもり 159頁

フック付で
重りを吊上げる

 台付モーター（微電流型）
コード 型式 プロペラ モーター ベース 価　格

1-120-0304 HI 80㎜φ DC0.4～3V　27mA 40×60×60㎜ ¥1,980（＋税）
● 太陽電池モーターを使用しています。
● 微電流で回転しますので、光電池やくだもの電池の実験に適しています。

 台付モーター（汎用型）
コード 型式 プロペラ モーター ベース 価　格

1-120-0305 RE 80㎜φ DC1.5～3V　650mA 40×60×60㎜ ¥1,500（＋税）
● マブチモーターを使用しています。
● 電池や手回し発電機などの電気実験に適しています。

RE

電気実験の定番モーター

HI

 台付モーター（みの虫リード線付）
コード 型式 プロペラ モーター リード線 価　格

1-120-0299 MHI 80㎜φ DC0.4～3V　27mA みの虫200㎜ ¥2,700（＋税）
● 低学年でも使い易い、みの虫リード線が付属しています。
● 太陽電池モーターを使用しています。
● 微電流で回転しますので、光電池やくだもの電池の実験に適しています。
〔仕様〕モーターベース：40×60×60㎜ MHI

 台付モーター（みの虫リード線付）
コード 型式 プロペラ モーター リード線 価　格

1-120-0298 MRE 80㎜φ DC1.5～3V　650mA みの虫60㎜ ¥1,900（＋税）
● 低学年でも使い易い、みの虫リード線が付属しています。
● 様々な回路で簡単に接続できます。
● 汎用型モーターで、電池や手回し発電機などの電気実験に適しています。
〔仕様〕モーターベース：40×60×60㎜

MRE

みの虫リード線付で便利
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 みの虫リード線セット
コード 型式 クリップ 全長 入　数 価　格

1-123-0600 大（TLA-3） 60㎜ 76㎝ 赤黒緑黄　各1本 ¥1,300（＋税）
1-123-0601 中（TLA-2） 47㎜ 56㎝ 赤黒緑黄白

各2本計10本
¥1,600（＋税）

1-123-0602 小（TLA-1） 33㎜ 45㎝ ¥1,400（＋税）

色で識別

 リード線
コード 品　名 リード線 長さ 入数 色 価　格

1-123-0578 みの虫・みの虫
（小）　　（小）

12芯 40㎝ 10本
赤 ¥1,900（＋税）

1-123-0579 黒 ¥1,900（＋税）
1-123-0580 みの虫・みの虫

（中）　　（中）
20芯 40㎝ 1本

赤 ¥290（＋税）
1-123-0581 黒 ¥290（＋税）
1-123-0584 みの虫・わに口

（大）　　（大）
20芯 40㎝ 1本

赤 ¥500（＋税）
1-123-0585 黒 ¥500（＋税）
1-123-0592 バナナ・みの虫

（中）　　（中）
20芯 40㎝ 1本

赤 ¥650（＋税）
1-123-0593 黒 ¥650（＋税）
1-123-0586 バナナ・わに口

　　　　（大）
20芯 40㎝ 1本

赤 ¥560（＋税）
1-123-0587 黒 ¥560（＋税）
1-123-0588

バナナ・バナナ 20芯 40㎝ 1本
赤 ¥550（＋税）

1-123-0589 黒 ¥550（＋税）
1-123-0590 わに口・わに口

（大）　　（大）
20芯 40㎝ 1本

赤 ¥410（＋税）
1-123-0591 黒 ¥410（＋税）

①

②

④

⑤

⑥

⑦

③

① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦

40㎝

導 線 285頁

 並列用みの虫リード線
コード 規　格 リード線 価　格

1-123-0605 赤10本
長さ：30㎝

断面積：0.75㎟（30芯）

¥3,800（＋税）
1-123-0606 黒10本 ¥3,800（＋税）
1-123-0607 赤・黒各5本 ¥3,800（＋税）
● リード線の中間に別のリード線が接続できるので、色々な電気回路の学習が
可能です。

● 接続部にカバーをすれば、通常のリード線としても使用できます。

並列回路が簡単に作れます

 長いリード線
コード 型式 リード線 長さ 入　数 価　格

1-123-0595 7M 両端みの虫（大）　20芯 7m 赤・黒各1本 ¥1,300（＋税）
● 小学校の教室の幅（7m）と同じ長さです。
●  リード線が長いと電気の伝わる速さが変わるのか等、電気に対する児童の疑
問に対応できるリード線です。

教室の幅一杯で実験

 短いリード線
コード 型　式 長　さ 入　数 価　格

1-123-0545 みの虫・みの虫（赤）
15㎝ 5本

¥1,400（＋税）
1-123-0546 みの虫・みの虫（黒） ¥1,400（＋税）
 ● 20芯タイプのリード線が絡まらない短いリード線です。

150

5本組
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必要な理科実験器がすぐ検索！

 USB-みの虫クリップリード線
コード 型　式 USB端子 ケーブル長 価　格

1-123-0617 EL-4 TypeA　オス 約80㎝ ¥1,800（＋税）
● 一方がUSB端子で、もう一方がみの虫クリップのリード線です。

 テスターリード棒
コード 規　格 入　数 価　格

1-124-0065 バナナ式　先端キャップ付 赤・黒各1本 ¥600（＋税） テスターリード棒USB-みの虫クリップリード線

 高耐電圧ケーブル
コード 型　式 線　径 長　さ 価　格

1-123-0575 HVC（2本組） 約5㎜φ（30芯） 約2m ¥2,000（＋税）
● 誘導コイルや静電高圧発生装置（バンデグラーフ）と併用する高耐電圧ケーブ
ルです。

● 端子部分をしっかりつかめるよう、両端には大型みの虫クリップを採用して
います。

2本組

 ミニクリップリード線
コード 型式 クリップ 全長 入　数 価　格

1-123-0612 TLA-21 31㎜ 100㎝ 赤黒　各2本計4本 ¥980（＋税）
1-123-0614 TLA-24 38㎜ 50㎝ 赤黒　各1本 ¥980（＋税）
● クリップ部分が小型・軽量タイプのリード線です。
● 歯の外側を樹脂が覆っているため、ショートしにくい構造になっています。

TLA-21 TLA-24

両歯タイプ片歯タイプ

2本組4本組

 クリップ（10個組）
コード 規　格 全長 間隔 色 入数 価　格

1-124-0240
みの虫（大） 約60㎜ 9㎜

赤
10個

¥800（＋税）
1-124-0241 黒 ¥800（＋税）
1-124-0242

みの虫（中） 約47㎜ 7㎜
赤

10個
¥650（＋税）

1-124-0243 黒 ¥650（＋税）
1-124-0244

みの虫（小） 約33㎜ 4㎜
赤

10個
¥520（＋税）

1-124-0245 黒 ¥520（＋税）
1-124-0246

わに口（大） 約53㎜ 13㎜
赤

10個
¥800（＋税）

1-124-0247 黒 ¥800（＋税）
1-124-0248

わに口（小） 約35㎜ 4㎜
赤

10個
¥740（＋税）

1-124-0249 黒 ¥740（＋税）
1-124-0250

バナナ 約45㎜ 先端3㎜φ
赤

10個
¥1,250（＋税）

1-124-0251 黒 ¥1,250（＋税）
1-124-0252

矢型 約50㎜ 内幅6㎜
赤

10個
¥1,200（＋税）

1-124-0253 黒 ¥1,200（＋税）

わに口（大） わに口（小）

みの虫（大） みの虫（中） みの虫（小）

バナナ 矢型

 銅箔テープ
コード 型式 大きさ（1本） 材質 入　数 価　格

1-124-0295 10シート 6×240㎜ 銅箔 40本（4本×10シート） ¥980（＋税）
● 銅箔でできたテープ状のシールです。貼るだけで簡単に電気回路の配線が行
えます。

● 銅箔テープ裏側の粘着剤は非電導性です。

40本組

4 本で
1シートです

誘導コイル使用時の必需品

約60㎜ 

約53㎜ 
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 端子アダプタ
コード カラー 規　格 入　数 価　格

1-108-0144 赤 バナナ端子　先端赤キャップ 1個 ¥180（＋税）
1-108-0145 黒 バナナ端子　先端黒キャップ 1個 ¥180（＋税）
● 電流計等に取付けると端子のつなぎ変えが簡単に行えます。

端子アダプタ

つなぎやすい

 抵抗（10個組）
コード 型　式 電気容量 入　数 価　格

1-124-0092 10Ω 1W 10個 ¥280（＋税）
1-124-0093 20Ω 1W 10個 ¥280（＋税）
1-124-0094 50Ω 1W 10個 ¥280（＋税）
1-124-0095 100Ω 1W 10個 ¥280（＋税）
1-124-0096 200Ω 1W 10個 ¥280（＋税）

10個組

 ターミナル（10個組）
コード 規　格 大きさ ネジ径 色 入数 価　格

1-124-0224 陸軍型 12φ×35㎜ 4㎜φ 赤 10個 ¥1,450（＋税）
1-124-0225 陸軍型 12φ×35㎜ 4㎜φ 黒 10個 ¥1,450（＋税）

黒赤

10個組

 ビニールコード★★（索引用_導線）★★
コード 色 線　径 長　さ 価　格

1-124-0066 赤 より線20芯　0.5㎟ 10m ¥460（＋税）
1-124-0067 黒 より線20芯　0.5㎟ 10m ¥460（＋税）
1-124-0068 赤 より線20芯　0.5㎟ 200m ¥5,500（＋税）
1-124-0069 黒 より線20芯　0.5㎟ 200m ¥5,500（＋税）

 裸銅線★★（索引用_導線）★★

コード 線　径 長　さ 価　格

1-124-0182 1㎜φ 約140m（1㎏） ¥6,800（＋税）

14m巻 1㎏ ホルダー付

 エナメル線★★（索引用_導線）★★

コード 線　径 長　さ 価　格

1-124-0175 0.35㎜φ 14m（ボビン巻）×10巻 ¥1,900（＋税）
1-124-0165 0.4㎜φ 900m（1㎏） ¥5,900（＋税）
1-124-0167 0.6㎜φ 400m（1㎏） ¥5,900（＋税）
1-124-0176 0.4㎜φ 900m（1㎏）ホルダー付 ¥9,800（＋税）
● ホルダー付は、エナメル線を絡めずに取り出すことができ、便利です。

 爪ではがせるビニル線★★（索引用_導線）★★

コード 色 線　径 ボビン 長　さ 価　格

1-124-0157 赤 単線 0.4㎜φ 80φ×82㎜ 100m ¥2,100（＋税）
1-124-0158 緑 単線 0.4㎜φ 80φ×82㎜ 100m ¥2,100（＋税）
● ビニル被覆を爪で簡単にはがせる銅線です。

赤 緑
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必要な理科実験器がすぐ検索！

 電熱線ケーブル
コード 型　式 規　格 価　格

1-114-0286 3種組Aセット 下記2Ω・4Ω・6Ωの3種組 ¥2,700（＋税）
1-114-0287 3種組Bセット 下記4Ω・6Ω・12Ωの3種組 ¥3,800（＋税）
1-114-0291 2Ω 電熱線ケーブルのみ　6V-18W ¥900（＋税）
1-114-0292 4Ω 電熱線ケーブルのみ　6V-9W ¥900（＋税）
1-114-0293 6Ω 電熱線ケーブルのみ　6V-6W ¥900（＋税）
1-114-0294 12Ω 電熱線ケーブルのみ　6V-3W ¥2,000（＋税）
● 電流による発熱の実験などが手軽に行える電熱線付のケーブルです。
※教科書準拠：Aセット（啓林館）、Bセット（東京書籍）、4Ω（大日本図書）

発熱の違いを
調べます

2Ω

4Ω

6Ω

温度計 138頁

 セメント抵抗
コード 型　式 大　き　さ 価　格

1-124-0235 5Ω　20W 13×13×64㎜ ¥400（＋税）
1-124-0230 10Ω　20W 13×13×64㎜ ¥280（＋税）
1-124-0234 15Ω　20W 13×13×64㎜ ¥330（＋税）
1-124-0231 20Ω　20W 13×13×64㎜ ¥280（＋税）
1-124-0232 30Ω　20W 13×13×64㎜ ¥280（＋税）
1-124-0233 43Ω　20W 13×13×64㎜ ¥330（＋税）

発熱します

耐久性に優れたセメント抵抗です

500W 100W300W

 台付ニクロム線（電熱線）
コード ニクロム線 抵抗値 大　き　さ 価　格

1-120-0715 100W 約100Ω 25×250㎜ ¥1,500（＋税）
1-120-0716 300W 約30Ω 25×250㎜ ¥1,500（＋税）
1-120-0717 500W 約20Ω 30×350㎜ ¥1,650（＋税）
1-120-0718 600W 約15Ω 30×350㎜ ¥1,700（＋税）
● ベースには熱に強いベーク板を使用しています。

熱に強いベーク板

30Ω 20Ω 10Ω

実験に便利なターミナル付 実験用抵抗
コード 抵抗（抵抗値表示） 大　き　さ 価　格

1-120-0700 10Ω　20W 30×120㎜ ¥1,600（＋税）
1-120-0704 15Ω　20W 30×120㎜ ¥1,680（＋税）
1-120-0701 20Ω　20W 30×120㎜ ¥1,600（＋税）
1-120-0702 30Ω　20W 30×120㎜ ¥1,600（＋税）
1-120-0703 43Ω　20W 30×120㎜ ¥1,680（＋税）
● ベースには熱に強いベーク板を使用しています。

実験動画005

 ニクロム線（電熱線）（10本組）
コード 規　格 コイル長 線　径 入数 抵抗 価　格

1-124-0071 100W 約8.3㎝ 0.23㎜φ 10本 100Ω ¥2,000（＋税）
1-124-0072 200W 約11.2㎝ 0.32㎜φ 10本 50Ω ¥2,000（＋税）
1-124-0073 300W 約14.3㎝ 0.45㎜φ 10本 30Ω ¥2,000（＋税）
1-124-0074 500W 約22.5㎝ 0.65㎜φ 10本 20Ω ¥2,800（＋税）
1-124-0075 600W 約24.5㎝ 0.70㎜φ 10本 15Ω ¥2,800（＋税）

10本組
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コード、価格が赤色のものは、一般によく使用されている商品です。

 大容量コンデンサ（電気二重層コンデンサ）（5個組）
コード 容量 定格 付　属 入数 価　格

1-120-0665 4.7F 2.5V ⊕極表示シール5枚 5個 ¥2,800（＋税）
● 電気を蓄積させる電子パーツです。小学校6年の「電気の利用」で使います。
● 電気容量が大きく、蓄えた電気でまめ電球の点灯やモーターを回転させるこ
とができます。極性を間違えないように⊕極を示すシールが付属しています。
  電源装置で蓄電しないで下さい。

5個組

 ターミナル付コンデンサ
コード 型　式 容量 定格 極　性 入数 価　格

1-120-0517 10FT
10F 2.3V ⊕表示

1個 ¥980（＋税）
1-120-0518 10FT-5（5個組） 5個 ¥4,800（＋税）
● 電気の蓄電実験に便利な台付の大容量コンデンサです。
● 手回し発電機で蓄電し易いように、ターミナルが付いています。
● 手回し発電機や太陽電池パネルで蓄電可能です。
  電源装置では蓄電しないで下さい。

ターミナル

 小学校用コンデンサ電気量計
コード 型式 目　盛 大きさ 価　格

1-108-0990 KDR 10段階 110×56×142㎜ ¥9,500（＋税）
● 小学校6年「電気の利用」向けのコンデンサ電気量計です。
● 手回し発電機で蓄電したコンデンサの容量を確認できます。
● リセットボタンでコンデンサ内の電気をゼロにできます。
※コンデンサに蓄電された電気容量を簡易的に表示するもので、電気容量（F）
を正確に測定するものではありません。

ためた電気の量が
一目でわかる

 ターミナル付コンデンサ（蓄電確認用LED付）
コード 型　式 規　格 価　格

1-120-0514
10F-LED
（1個）

コンデンサ：容量4.7F
定格2.3V　1個 ¥1,200（＋税）

1-120-0515
10F-LED
（5個組）

コンデンサ：容量4.7F
定格2.3V　5個 ¥5,800（＋税）

● 充電が完了するとLEDが点灯する蓄電確認用のLEDが付いています。
  電源装置では蓄電しないで下さい。蓄電確認用LED

 リード線付コンデンサ
コード 型式 容　量 定格 リード線 入数 価　格

1-124-0310 RC
10F 2.7V みの虫　15㎝

1個 ¥880（＋税）
1-124-0311 RC-10K 10個 ¥8,500（＋税）
● 手回し発電機で蓄電した電気を利用しやすいように、みの虫クリップ付リー
ド線が付いたコンデンサです。

● 蓄電後、豆電球やLED電球、台付モーター、電子オルゴールを点灯・動作させ
ることができます。
  電源装置で蓄電しないで下さい。

実験しやすい
みの虫クリップ付

みの虫リード線15㎝付
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必要な理科実験器がすぐ検索！

 電子ブザー
コード 型式 直　流 大　き　さ 価　格

1-124-0115 KSG 2～4V用 22×16×15㎜ ¥580（＋税）

 クリスタルイヤホン
コード 規　格 価　格

1-110-0969 コード長約1m　接続用プラグなし ¥680（＋税）
● 手作りラジオのイヤホンとして使用します。

電子ブザー　KSG クリスタルイヤホン

 ダイオード（ゲルマニウムダイオード）
コード 規　格 価　格

1-124-0108 検波用　0～12V ¥150（＋税）

 トランジスター
コード 規　格 価　格

1-124-0110 増幅用　2SA1015 ¥100（＋税）
ダイオード トランジスター

 硝子管ヒューズ（10個組）
コード 規　格 大　き　さ 入　数 価　格

1-108-0041 0.2A/125V 6φ×30㎜ 10個 ¥680（＋税）
1-124-0038 1A/125V 6φ×30㎜ 10個 ¥500（＋税）
1-124-0039 2A/125V 6φ×30㎜ 10個 ¥450（＋税）
1-124-0041 5A/125V 6φ×30㎜ 10個 ¥450（＋税）
● 0.2Aと1Aは直流電流計ZAD・ADFの交換部品です。
0.2A…50mA端子ヒューズ　1A…500mA端子ヒューズ

● 5Aは、電源装置（NF-2L、S-9、S-5A、SN-5BS）の交換部品です。

 電子オルゴール
コード 曲　名 規　格 価　格

1-124-0116 ハッピーバースデー
動作電圧：1.2V～3.6V
消費電流：150μA～300μA
大きさ：38×62㎜

¥390（＋税）
1-124-0117 エリーゼのために ¥390（＋税）
1-124-0119 イッツ ア スモールワールド ¥390（＋税）
1-124-0121 キラキラ星 ¥390（＋税）

 電子オルゴール（みの虫リード線付）
コード 型式 動作電圧 消費電流 リード線 大きさ 価　格

1-124-0120 MDO 1.2V～3.6V 150～300μA 60㎜ 38×62㎜ ¥980（＋税）
※曲名は「ハッピーバースデー」のみです。

電子オルゴール

  電子オルゴールには極性があります。
  動作電圧を下回る電圧（例えばくだもの電池など）では鳴ら
ない場合があります。

 ペルティエ素子（ペルチェ素子）
コード 型式 入　力 出　力 備　考 価　格

1-163-0720 40㎜角 最大15.4V－6A 約1.8V－0.6A 耐湿タイプ ¥2,000（＋税）
●  ペルティエ素子に、電流を流すと、片面は熱く、もう一方は吸熱されて冷たく
なります。〈ペルティエ効果〉

●  ペルティエ素子をお湯と氷ではさむようにして温度差を作り出すと、電気が
起こります。〈ゼーベック効果〉

片面は熱く
片面は冷たく

電子オルゴール
（みの虫リード線付）
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トリプルタップ 変換アダプタ

 変換アダプタ
コード 型　式 プラグ 大きさ 価　格

1-123-0670 AD1GY 3P→2P変換 25×47×27㎜ ¥450（＋税）

 トリプルタップ
コード 型　式 定格容量 出　力 価　格

1-123-0675 AC3N 15A（1500W） 2P×3個口 ¥390（＋税）
● 1つのコンセントから左右・正面の3方向に電源を分配することができます。

 ドライバーセット
コード 型式 セット内容 価　格

1-164-0427 6900 ⊖3　4　6㎜、⊕№1　2、10㎜、キリ　ギムネ ¥2,300（＋税）
1-351-0035 DK-06 ⊖3.5　5.5㎜、⊕№1　2、キリ、  5.5㎜ナット回し ¥2,100（＋税）
● 汎用的によく使うドライバーをセットしています。
〔仕様〕プラスチックケース入

DK-066900

 精密ドライバーセット
コード 型式 ドライバー 価　格

1-351-0023 DM-20 ⊕（軸径（㎜）1.4、1.6、2.0、2.4、3.0×110、3.0×118） ¥1,450（＋税）
1-351-0024 DM-30 ⊖（軸径（㎜）1.0、1.2、1.8、2.4、3.0、3.5） ¥1,350（＋税）
● 精密ネジ等に対応するミニサイズのドライバーセットです。
〔仕様〕プラスチックケース入

DM-30DM-20
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OAタップ・ドライバー

コード、価格が赤色のものは、一般によく使用されている商品です。

TSH33N

 OAタップ
コード 型　式 定格容量 出力 コード 価　格

1-123-0684 TSH33N 15A（1500W） 2P×3個 3m ¥1,600（＋税）
1-123-0634 TSH62N 15A（1500W） 2P×6個 5m ¥2,200（＋税）
● 180度可動するスイングプラグの採用で、壁の隙間にもすっきり配線できま
す。

TSH62N

差込付コード

 差込付コード
コード 規　格 コード 価　格

1-124-0036 AC100V用 2m ¥280（＋税）
● コードの一端は切放しです。電気器具などに結線して使用します。

 延長コード
コード 型　式 定格容量 出力 コード 価　格

1-123-0626 EX2105 15A（1500W） 2P×1個 5m ¥1,800（＋税）
1-123-0627 EX2110 15A（1500W） 2P×1個 10m ¥3,300（＋税）

EX2105
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スニップススニップス プラス ＋3

 万能ばさみ
コード 型　式 全　長 価　格

1-164-0113 スニップス プラス +3 200㎜ ¥1,380（＋税）
1-164-0120 スニップス 205㎜ ¥1,280（＋税）
● スニップス プラス ＋3は手が台に当たりにくいL型形状です。
〔仕様〕刃部：炭素工具鋼　柄部：PE樹脂

 ニッパー
コード 型　式 規　格 全長 価　格

1-164-0300 CN-160 切断能力　鉄線/1.2㎜φ　銅線/3.2㎜φ 160㎜ ¥1,200（＋税）
1-164-0301 NP-150 電線皮むき穴：1.8㎜φ 150㎜ ¥1,680（＋税）
● 切断から電線皮むきまで、幅広く使えます。
〔仕様〕電工作業・工作用

CN-160

NP-150

MR-125

MR-115

 ミニラジオペンチ
コード 型　式 先端サイズ 全長 価　格

1-164-0311 MR-115 1㎜φ 124㎜ ¥1,180（＋税）
1-164-0312 MR-125 2㎜φ 133㎜ ¥1,200（＋税）
● 先端部分が細く、細かな作業に対応できるラジオペンチです。

RP-150

CP-175

 ペンチ
コード 型　式 規　格 全長 価　格

1-164-0310 RP-150 先端サイズ2.5×3.5㎜ 161㎜ ¥1,180（＋税）
1-164-0313 CP-175 汎用タイプ 187㎜ ¥1,350（＋税）
● 切る、ねじる、曲げるなど様々な工作に活用できる電工ペンチです。
〔仕様〕電工作業・工作用

 プライヤー
コード 型　式 規　格 全長 価　格

1-164-0321 PL-200 鉄線4.0㎜φ以下用 204㎜ ¥1,200（＋税）
● ジョイント部が3段階にスライドする構造で、つかむ範囲を調節できます。 PL-200

 ワイヤーストリッパー
コード 型　式 適合電線 全長 価　格

1-351-0077 TWS-2 単線・より線 0.25～1.0㎜φ 165㎜ ¥1,800（＋税）
● 細いリード線の芯線を傷つけずに被覆をはがすことができます。 TWS-2
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290必要な理科実験器がすぐ検索！
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ハサミ・カッター

コード、価格が赤色のものは、一般によく使用されている商品です。

 カッターナイフ
コード 型　式 規　格 全長 価　格

1-164-0467 A 小型標準型　薄物切断用 135㎜ ¥380（＋税）
1-164-0468 L ネジ式　厚物切断用 165㎜ ¥640（＋税）
1-164-0469 オートロックL オートロック式　厚物用 165㎜ ¥640（＋税）
1-164-0470 プラカッター プラスチック切断用 155㎜ ¥570（＋税）

A L オートロックL

プラカッター カッティングマット

 カッティングマット
コード 型　式 規　格 価　格

1-164-0471 A4 カッティングマット　A4サイズ　1枚 ¥980（＋税）
1-164-0472 A3 カッティングマット　A3サイズ　1枚 ¥1,500（＋税）

 フッ素コーティングはさみ
コード 型式 タイプ 全長 刃長 価　格

1-345-0665 EP-175F ベトつき無　ステンレス刃 160㎜ 60㎜ ¥780（＋税）

 ステンレスはさみ
コード 型式 タイプ 全長 刃長 価　格

1-164-0095 EP-175BU 汎用　ロング刃 175㎜ 73㎜ ¥650（＋税）

EP-175FEP-175BU

 鉄腕ハサミ
コード 型式 用　途 全長 刃長 価　格

1-164-0130 PH-50 切りにくい物もノコ刃でカット 170㎜ 55㎜ ¥1,850（＋税）

 クラフトチョキ
コード 型式 用　途 全長 刃長 価　格

1-164-0100 330H 硬い物から柔らかい物まで万能 160㎜ 40㎜ ¥2,000（＋税）

PH-50330H

 紙パックはさみ
コード 型式 規　格 全長 価　格

1-164-0135 PS-40H 刃部ステンレス刃物鋼（43㎜） 170㎜ ¥1,380（＋税）

 ペットボトルはさみ
コード 型式 規　格 全長 価　格

1-164-0136 PS-50H 刃部ステンレス刃物鋼（34㎜） 160㎜ ¥1,680（＋税）
ペットボトルはさみ紙パックはさみ

 ワイヤーストリッパー
コード 型　式 適合電線 全長 価　格

1-351-0075 PA-30 単線 0.8～2.6㎜φ 170㎜ ¥2,800（＋税）
● 12㎜幅以下のフラットケーブルの被覆を簡単にはがすことができます。

ビニールコード 285頁PA-30
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ハンマー・ヤスリ

292必要な理科実験器がすぐ検索！

 紙ヤスリ（サンドペーパー）
コード 型　式 規　格 大きさ 入数 価　格

1-164-0335 YBS-60 粗　＃60
1シート

230×280㎜
25枚

¥1,700（＋税）
1-164-0336 YBS-120 中　＃120 ¥1,300（＋税）
1-164-0337 YBS-320 細　＃320 ¥1,300（＋税）

 目立てヤスリ
コード 型　式 規　格 価　格

1-164-0340 EN 長さ75㎜　柄なし ¥1,080（＋税）
1-164-0341 EA 長さ75㎜　柄付 ¥1,200（＋税）

紙ヤスリ（サンドペーパー）

目立てヤスリ

EA

EN

木づち ゴムハンマー

 ゴムハンマー
コード 型　式 用　途 全　長 価　格

1-351-0091 GH-S 傷付けずにたたく場合 300㎜ ¥1,300（＋税）

 木づち
コード 型式 用　途 全　長 価　格

1-145-0200 WH たたき染め　ドライアイス粉砕など 330㎜ ¥500（＋税）

 金づち（釘抜き付）
コード タイプ 全　長 価　格

1-164-0200 釘抜き付 300㎜ ¥1,380（＋税）

 釘抜き
コード タイプ 全　長 価　格

1-164-0203 両端部釘抜き 240㎜ ¥1,580（＋税）
金づち 釘抜き

 はんだごてセット
コード 型式 温度 電　源 大きさ 価　格

1-349-0702 X-2000E 480℃ AC100V　30W 全長210㎜　50g ¥2,100（＋税）
〔付属〕
ヤニ入りはんだ（20g）、ヒートクリップ（L/S型）、クリーナー付台、ソルダーア
シスト、はんだ吸取線

No.251-01

130㎜

70㎜

 発泡スチロールカッター
コード 型　式 ヒーター長 電　源 価　格

1-164-0400 No.251-01 70㎜ 単2電池×2（別売） ¥1,650（＋税）

〔別売部品〕
1-164-0401 交換用ヒーター　5本組 ･････････････････････ ¥480 （＋税）

発泡スチロールスライサー 266頁

X-2000E

 C型クランプ
コード 型　式 材　質 口の開き 価　格

1-346-0385 100㎜

アルミ合金製

0～100㎜ ¥980（＋税）
1-346-0386 75㎜ 0～75㎜ ¥680（＋税）
1-346-0387 50㎜ 0～50㎜ ¥480（＋税）

穴あけや接着時の
固定に使用します

C型クランプ
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接着剤・各種スプレー

コード、価格が赤色のものは、一般によく使用されている商品です。

 アロンアルファ®（速硬化タイプ）
コード 容　量 用　途 価　格

1-125-0230 2g×5
金属、ゴム、プラスチック等

¥1,300（＋税）
1-343-0575 20g（ゼリー状） ¥1,300（＋税）
● 一般用の一液性瞬間接着剤で、瞬時に強力に接着します。
● ゼリー状はタレがなく、垂直面や天井にも使用できます。

アロンアルファ（ゼリー状）

垂れない
ゼリー状

アロンアルファ

速硬化性で超強力

発泡スチロール用接着剤スーパーX
Hyperワイド

 多用途ボンド
コード 型　式 容　量 色 価　格

1-125-0300 ウルトラ多用途SU 25mL クリア ¥580（＋税）
1-125-0242 スーパーX　Hyperワイド 20mL クリア ¥850（＋税）

〔用途〕 SU：金属、ガラス、木材、プラスチック、ゴム、陶磁器等
スーパーX： 金属、ガラス、硬質塩ビ、アクリル、ポリプロピレン、ポリ

エチレン等

 発泡スチロール用接着剤
コード 型　式 容　量 色 価　格

1-125-0240 セメダイン　スーパーX（白） 20mL 白色 ¥600（＋税）

〔用途〕発泡スチロール、ペットボトル、金属、プラスチック、ゴム等

コード 品　名 型　式 用　途 成　分 容　量 価　格

1-347-0145 防錆・潤滑スプレー 5-56 防錆・潤滑 第3石油類（鉱物油、ケロシン）含有 430mL ¥980（＋税）
1-125-0210 シリコンスプレー ALP-S2 潤滑・つや出し シリコンオイル 420mL ¥850（＋税）
1-347-0151 ピカール液 12100 金属磨き 研磨剤（20％） 300g ¥680（＋税）
1-166-0437 エアダスター MS2-ADPRO エアダスター DME（ジメチルエーテル）CO2　可燃性 350mL ¥730（＋税）
1-126-0301 急冷剤（キューレイ） QRK-560 冷却 LPG　 可燃性 480mL ¥1,300（＋税）
1-347-0140 スーパークリーン FC-211 洗浄 シクロペンタン　2-メチルペンタン

イソパラフィン　噴射剤（LPG） 420mL ¥980（＋税）

サビ止め・潤滑・金属磨き・急冷など理科室にあれば役立ちます

防錆・潤滑スプレー ピカール液 急冷剤（キューレイ）シリコンスプレー スーパークリーンエアダスター

 ホットボンド
コード 型式 大きさ 電　源 付　属 価　格

1-343-0702 HB-45 120×110㎜ AC100V スティック3本 ¥1,400（＋税）
● 多用途に使用でき、硬化まで約1分のスピード接着で、作業がスムーズに行え
ます。接着箇所を再加熱すると取り外すことも可能です。

〔別売部品〕
1-347-0703 接着用スティック（透明）（12本） ･････････････ ¥260 （＋税）HB-45
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耐震用具

294必要な理科実験器がすぐ検索！

TKM-5TKM-4TKU-2

 転倒防止金具
コード 型　式 タ　イ　プ 入数 価　格

1-335-0540 TKU-2 壁固定 2個 ¥2,200（＋税）
1-335-0542 TKM-4 左右連結 4個 ¥800（＋税）
1-335-0543 TKM-5 上下連結 2個 ¥300（＋税）

〔仕様〕スチール製　厚さ2㎜

1P

4P

 耐震用粘着マット
コード 型式 大きさ 重量目安 入数 価　格

1-335-0555 1P 65×65×3㎜ 36㎏ 1個 ¥600（＋税）
1-335-0556 2P 40×40×3㎜ 32㎏ 2個 ¥560（＋税）
1-335-0557 4P 30×30×3㎜ 36㎏ 4個 ¥580（＋税）
●  機器や家具の底面に貼ることで、ズレや転倒を防ぎます。
●  水洗いして繰り返し使えます。
〔仕様〕ポリウレタン樹脂製
※ （財）建材試験センター中央試験所による検査をクリアしております。
（耐震度：震度7）

 耐震用転倒防止板（たおれストッパー）（2個入）
コード 型　式 大きさ 入数 価　格

1-335-0566 TS-100 100×69×14.5㎜ 2個 ¥580（＋税）
●  保管庫等の下に敷き、振動を吸収させ、滑り出し、転倒を防ぎます。

TS-100

2個組

手軽に転倒を防ぎます

 耐震固定具（スーパータックフィット®）（2個入）
コード 型　式 重量目安（2個あたり） 入数 価　格

1-335-0590 TF-LL-N 100㎏（検証200㎏） 2個 ¥4,500（＋税）
●  金属製のベースに特殊ゲルがついており、地震による振動を大幅に吸収して、
転倒を防止します。

● 壁との隙間70㎜以内で使用可能です。
●  壁や木製の棚にも着く特殊ゲルで穴を開けずに固定できますが、釘打ち用の
穴も開いています（3.5㎜）。

〔仕様〕ベース（壁面）：100×80×5㎜　アーム（天板面）：100×120×5㎜
※土壁や布・紙クロスなど使用できない壁があります。

工事不要！

粘着力で壁に固定

2個組

TF-LL-N

 強粘着固定具（スーパータックフィット®）（2セット組）
コード 型　式 重量目安（2セットあたり） 入数 価　格

1-335-0580 TF-L 60㎏（検証100㎏） 2セット ¥3,000（＋税）
●  粘着力と振動吸収力を持つ特殊ゲルがついた、転倒防止用の固定具です。
●  アームをスライドさせることで簡単に取付けできます。
●  ネジや釘を使わないため、小型保管庫や実験用冷蔵庫の固定に便利です。壁
との隙間があっても使用できます（70㎜以内）。

〔仕様〕ベース（壁面）：90×63×13㎜　アーム（天板面）：45×125×33㎜
※土壁や布・紙クロスなど使用できない壁があります。

冷蔵庫や小型保管庫の固定に

天板をしっかり固定

2個組

TF-L
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295

災害用品

コード、価格が赤色のものは、一般によく使用されている商品です。

 スプレー式簡易消火器
コード 品　名 放射距離 重　さ 価　格

1-163-0320 スーパールームガード 2～3m 530g ¥3,400（＋税）
● 実験中の火災等の初期消火に有効な簡易消火器です。アルコール火災不可。
● 片手ですばやく使えるスプレー式ワンプッシュタイプです。

 高輝度蓄光テープ
コード 型　式 材　質 厚　さ 価　格

1-343-0350 10㎜×1m

PET 0.33㎜
¥900（＋税）

1-343-0351 20㎜×1m ¥1,800（＋税）
1-343-0352 25㎜×5m ¥9,800（＋税）
● 暗闇の中でも視認可能な発光能力が4～5時間持続します。

スプレー式簡易消火器高輝度蓄光テープ

蓄光時

 ガードテープ（タックフィット®）
コード 大きさ 材　質 価　格

1-335-0588 40㎜幅×2.5m巻 アクリル系ポリマーフォーム ¥1,500（＋税）
●  薬品庫の瓶や戸棚の実験器具、書庫のファイルなどの落下軽減やズレ防止に
役立つ粘着テープです。棚に貼るだけで落下を防ぎます。

●  ものを載せる面は粘着ではなく細かい穴が無数に並ぶ構造になっており、吸
盤のように置いたものが固定されます。外すときは弱い力で取り外しでき便
利です。

●  各地の観測地震波にて検証を行っている耐震対策商品です。

落下やズレ防止に優れた効果です

貼るだけで落下を防ぎます

簡
単
貼
る
だ
け

ガードテープ

 連結シート（タックフィット®）（4枚入）
コード 型　式 引っ張り目安 大きさ 入数 価　格

1-335-0585 TFS-1120 100kgf 110×100㎜ 4枚 ¥1,200（＋税）
●  特殊強化糸を使用した粘着シートで、保管庫の側面に貼るだけで上下連結・
左右連結できます。木製戸棚にも使えます。

● 100kgfまでの引っ張りに耐え、耐久年数は約5年です。
●  重心の高いものには前頁の耐震固定具（スーパータックフィット®）を併用す
ると効果的です。

〔仕様〕材質：特殊強化系ポリエステル

側面に貼るだけで強力連結

上下・左右の引っ張りに

4枚組

TFS-1120

 シリコンシート（2枚組）
コード 型式 大　き　さ 耐熱温度 入数 価　格

1-345-0035 Chef 200×200×7㎜ 220℃ 2枚組 ¥1,380（＋税）
● 耐熱性に優れたシリコンシートです。
● すべり止め付きで、加熱した物を置くのに便利です。
● オレンジ色の2枚組です。

すべり止め付

2枚組

Chef

 すべり止めマット
コード 型　式 大きさ 材　質 価　格

1-345-0037 SM 430×600㎜ 塩化ビニル樹脂 ¥180（＋税）
● 各種マットの下に敷いてスリップ事故を防ぎます。
● 滑り止め加工をしていますので、重い荷物の下敷きなどにも便利です。
● はさみで自由に切ることができます。

SM
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手袋

296必要な理科実験器がすぐ検索！

 ポリエチ手袋
コード サイズ 規　格 入　数 価　格

1-358-0101 826-L ポリエチレン
左右両用

100枚
（箱入）

¥390（＋税）
1-358-0102 826-M ¥390（＋税）
食品衛生法適合　全長27.5㎝ 

 ニトリル手袋
コード 型　式 色 規　格 価　格

1-328-0745 L 緑 内側スリップオン加工
食品衛生法適合
全長32㎝

¥200（＋税）
1-328-0746 M

ピンク
¥200（＋税）

1-328-0747 S ¥200（＋税）

ニトリル手袋

なめらかな付け心地

ポリエチ手袋

薄手タイプ
100枚

 シリコン耐熱手袋
コード 型　式 全　長 入　数 価　格

1-358-0095 No.500 33㎝ 1枚（左右両用） ¥2,400（＋税）

耐熱温度：約 －30～220℃　※高温時は約10秒程度

 グーデン®耐熱手袋
コード 型　式 全　長 入　数 価　格

1-163-0253 EGG-32 24㎝ 1双 ¥1,700（＋税）

〔仕様〕材質：テクノーラ50％　耐炎繊維50％
シリコン耐熱手袋

水洗いできます

グーデン®耐熱手袋

使い易いフィット性

 ビニトップ手袋（薄手）/（厚手）
コード 型　式 色 規　格 価　格

1-136-0120 BH-L
白

油・薬品に強い薄手手袋
全長30㎝　ビニール製

¥150（＋税）
1-136-0121 BH-M ¥150（＋税）
1-136-0122 BL-L 緑 滑り止め加工　裏毛付

全長32㎝　ビニール製
¥380（＋税）

1-136-0123 BL-M 紫 ¥380（＋税） ビニトップ手袋（薄手） ビニトップ手袋（厚手）

 テクノーラ®耐熱手袋
コード 型　式 全　長 入　数 価　格

1-163-0226 EGF-3 26㎝ 1双 ¥4,800（＋税）
●  超高強力繊維から作られており耐久性に富んでいます。　耐熱温度：300℃

 テクノーラ®耐切創手袋
コード 型　式 全　長 入　数 価　格

1-163-0273 EGG-113S 21㎝ 1双 ¥980（＋税）
1-163-0274 EGG-113M 23㎝ 1双 ¥980（＋税）
● 刃物類から手を守る耐切創性に優れた手袋です。

テクノーラ®耐熱手袋

柔らかく操作しやすい

テクノーラ®耐切創手袋

作業時のケガ防止

 子供用軍手
コード 型式 規　格 幅×長さ 入数 価　格

1-163-0260 JG 純綿製　綿100％ 120×190㎜ 1双 ¥580（＋税）
● 子供の手を守る丈夫な綿製です。
● 子供用の、小さめのサイズです。

子供用軍手
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手袋・安全めがね

コード、価格が赤色のものは、一般によく使用されている商品です。

No.340CLA YG-001FIT SG

児童用グラスタイプ

No.340CLA

中学生以上グラスタイプ

No.338No.338

児童用ゴーグルタイプ

SG

安心のJIS規格品

337SB337SBNo.338 337SB

No.338 337SB PET-AF GL 506

YG-5300 ミストレス GNB-37V20 エンビジョン V70 モノゴーグル
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 安全めがね（保護めがね）
コード 型　式 タイプ レンズ 児童用 メガネ併用可 大きさ 日本製 JIS規格 価　格

1-163-0355 №340CLA 児童用ゲストグラス ポリカーボネート ○ ○ 145×135×55㎜ ー ー ¥680（＋税）
1-163-0440 FIT 児童用ゲストグラス ポリカーボネート ○ ー 115×140×45㎜ ー ー ¥320（＋税）
1-163-0365 SG 児童用ゴーグル プラスチック ○ ○ 165×66×85㎜ ー ー ¥380（＋税）
1-163-0430 YG-001 児童用ゴーグル ポリカーボネート ○ ー 160×60×68㎜ ○ ○ ¥720（＋税）
1-163-0370 №338 ゲストグラス ポリカーボネート ー ○ 158×150×65㎜ ー ー ¥780（＋税）
1-312-0765 337SB PET-AF ゲストグラス ペトロイド-AF ー ○ 158×150×65㎜ ○ ○ ¥1,800（＋税）
1-163-0376 GL ゲストグラス ポリカーボネート ー ○ 160×165×60㎜ ー ー ¥550（＋税）
1-348-0401 506 ゲストグラス ポリカーボネート ー ー 143×165×42㎜ ー ー ¥1,700（＋税）
1-348-0392 V20 エンビジョン ゲストグラス ポリカーボネート ー ー 150×160×50㎜ ー ー ¥980（＋税）
1-348-0445 YG-5300 ミストレス ゴーグル アセチレンズ ー ○ 160×76×79㎜ ○ ○ ¥1,300（＋税）
1-348-0446 V70 モノゴーグル ゴーグル ポリカーボネート ー ○ 160×76×88㎜ ー ー ¥980（＋税）

〔別売部品〕
1-163-0347 めがねケース（巾着袋）　GNB-37 ･････････････ ¥290 （＋税）

 ラテックス・エコノミーグローブ（パウダー付）
コード サイズ 規　格 入　数 価　格

1-163-0173 L 天然ゴム製
パウダー付　左右両用

全長24㎝

100枚
（箱入）

¥1,100（＋税）
1-163-0174 M ¥1,100（＋税）
1-163-0175 S ¥1,100（＋税）

ラテックス

しっかり手にフィット
100枚

ニトリルブルー

耐薬品・耐油性

 ニトリルブルー手袋（パウダーフリー）
コード サイズ 規　格 入　数 価　格

1-348-0895 L ニトリルゴム
パウダーフリー　左右両用

全長24㎝

100枚入
（箱入）

¥980（＋税）
1-348-0896 M ¥980（＋税）
1-348-0897 S ¥980（＋税）

100枚
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白衣

298必要な理科実験器がすぐ検索！

 白衣
コード サイズ 着丈 胸囲 肩巾 袖丈 価　格

1-163-0380
男
子
シ
ン
グ
ル

S 100㎝ 103㎝ 42㎝ 56㎝ ¥4,300（＋税）
1-163-0381 M 105㎝ 108㎝ 44㎝ 58㎝ ¥4,300（＋税）
1-163-0382 L 110㎝ 113㎝ 46㎝ 60㎝ ¥4,300（＋税）
1-163-0383 LL 115㎝ 118㎝ 47㎝ 62㎝ ¥4,300（＋税）
1-163-0384 3L 115㎝ 130㎝ 50㎝ 60㎝ ¥4,300（＋税）
1-163-0385

女
子
シ
ン
グ
ル

S 95㎝ 97㎝ 37㎝ 53㎝ ¥4,100（＋税）
1-163-0386 M 100㎝ 101㎝ 38㎝ 55㎝ ¥4,100（＋税）
1-163-0387 L 105㎝ 105㎝ 40㎝ 57㎝ ¥4,100（＋税）
1-163-0388 LL 110㎝ 112㎝ 42㎝ 58㎝ ¥4,100（＋税）
1-163-0389 3L 110㎝ 120㎝ 44㎝ 58㎝ ¥4,100（＋税）
● 中学生・高校生に対応できる大人用の白衣です。袖口にゴム通し用の穴付
※学校名など刺繍を入れることも可能です。詳細はお問い合わせ下さい。
〔仕様〕シングル　胸ポケット付　材質：ポリエステル65％　綿35％　ポプリン

不織布を使用したディスポタイプ
10枚組

 ディスポ白衣
コード サイズ 着　丈 袖　丈 入　数 価　格

1-348-0051 M 104㎝ 47㎝

10枚
¥3,000（＋税）

1-348-0050 L 110㎝ 55㎝ ¥3,000（＋税）
1-348-0061 LL 116㎝ 57㎝ ¥3,000（＋税）
● 長繊維の不織布を使用した、使い捨てタイプの白衣です。
〔仕様〕袖口ゴム入　前マジックテープ　材質：ポリプロピレン

 児童・生徒用ディスポ白衣
コード 型　式 身　長 入　数 着　丈 価　格

1-163-0390 M 130㎝

10枚

63～69㎝ ¥3,500（＋税）
1-163-0391 L 140㎝ 67～73㎝ ¥3,500（＋税）
1-163-0392 LL 150㎝ 71～77㎝ ¥3,500（＋税）
1-163-0393 3L 160㎝ 73～79㎝ ¥3,500（＋税）
● 子供用のポリプロピレン製ディスポ白衣です。工場見学にも最適です。
● 着脱が楽にできるマジックテープ式です。
● 袖口は作業しやすいゴム入りです。
〔仕様〕タイプ：男女兼用　袖口ゴム入　前マジックテープ

材質：ポリプロピレン

10枚組

使
い
捨
て
タ
イ
プ
の

子
供
用
白
衣

 児童・生徒用白衣
コード サイズ 目安身長 着丈 胸囲 肩巾 価　格

1-163-0375 5号 150㎝ 85㎝ 100㎝ 44㎝ ¥3,800（＋税）
● 小学校5、6年生の平均身長である150㎝に対応した児童用の白衣です。
● 袖口はゴム入で作業しやすく、物の引っかかりを防ぎます。
● 厚手の生地で耐久性にも優れています。
● 材質には綿が混合されていますので、着心地が良く、吸汗性に優れています。
〔仕様〕男女兼用　左右ポケット付　ボタン：シングル　袖口ゴム入

色：ホワイト　材質：ポリエステル65％　綿35％
※サイズの目安は中肉・中背で身長150㎝程度になります。

材質
布が厚手で火傷など
  の対策に最適です

袖ゴム入
袖口での引っかかりを

  防ぎます

隠しボタン
実験中邪魔に
  なりません
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299

マスク・消毒液

コード、価格が赤色のものは、一般によく使用されている商品です。

 サージカルマスク
コード 型　式 大きさ 入　数 価　格

1-348-0187 ST 175×94㎜ 50枚 ¥980（＋税）
● 細菌ろ過効率（BFE）99%以上のサージカルマスクです。
● 通気性と防護性を両立しています。

50枚

 サラヤサージカルマスク
コード 型　式 大きさ 入　数 価　格

1-348-0116 V 175×95㎜ 50枚 ¥500（＋税）
● 細菌ろ過効率（BFE）99%以上のサージカルマスクです。
● エコノミータイプです。

50枚

 活性炭入りマスク
コード 型　式 大きさ 入　数 価　格

1-348-0091 E-200A 175×105㎜ 5枚 ¥900（＋税）
● 悪臭の吸着除去に効果を発揮します。

防臭
活性炭

5枚

 雑巾
コード 型式 材　質 大きさ 入数 価　格

1-163-0265 5枚入 綿製 200×300㎜ 5枚 ¥420（＋税）
● 水分や油分をよく吸収しますので、色々な用途で使用できます。

5枚

 ハンドサニター（アルコール消毒液）
コード 型　式 アルコール含有率 容量 価　格

1-347-0507 S
約15.8％ 1L

¥1,800（＋税）
1-347-0508 詰替カートリッジ ¥1,600（＋税）
● 速乾性のアルコール消毒液が霧状に噴出する手指殺菌剤です。アルガーゼ ハンドサニター

 アルガーゼ
コード 不織布 エタノール 入　数 価　格

1-347-0466 140×200㎜ 72.6W/W％ 100枚 ¥980（＋税）
● 機器類をサッとひと拭きするだけで優れた洗浄・除菌効果を発揮します。

洗浄・除菌に優れた効果

 アルコールジェル
コード 型　式 容　量 価　格

1-347-0525 SH1（250mL） 250mL（ポンプ付） ¥1,500（＋税）
●  無色のアルコールジェルで、手になじみやすい速乾タイプです。手荒れ防止
成分エモリエント剤を配合しています。

SH1

※医薬部外品

ジェルタイプ
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キムワイプ

300必要な理科実験器がすぐ検索！

L-100

M-150

S-200

 キムワイプ®

コード 型式 大きさ 色 入数 価　格

1-136-0073 L-100 47×43㎝ ホワイト 100枚 ¥730（＋税）
1-136-0074 M-150 23×21㎝ ホワイト 150枚 ¥280（＋税）
1-136-0072 S-200 12×22㎝ ホワイト 200枚 ¥200（＋税）

■1ケース（大箱入）
コード 型　式 入　数 価　格

1-347-0455 L-100（18箱入） 100枚×18箱 ¥11,880（＋税）
1-347-0458 M-150（36箱入） 150枚×36箱 ¥9,000（＋税）
1-347-0457 S-200（72箱入） 200枚×72箱 ¥12,960（＋税）
● 研究室・実験室向けに開発された紙ワイパーです。
● 特殊表面加工で水分や汚れをきれいに拭きとれます。

100-S

150-S

 JKワイパー®

コード 型式 大きさ 色 入数 価　格

1-136-0071 100-S 47×43㎝ ブラウン 100枚 ¥730（＋税）
1-136-0070 150-S 23×22㎝ ホワイト 150枚 ¥280（＋税）
● 研究室・実験室向けに開発されたハードタイプの紙ワイパーです。
● 特に粘度の高い汚れに力を発揮します。

 キムタオル®

コード 型式 大きさ 色 入数 価　格

1-136-0075 61001S 38×33㎝ ブラウン 50枚 ¥500（＋税）
1-136-0080 61012B 38×33㎝ ホワイト 50枚 ¥520（＋税）

■1ケース（大箱入）
コード 型　式 色 入　数 価　格

1-347-0460 61001（24束入） ブラウン
50枚×24束

¥10,560（＋税）
1-347-0461 61012（24束入） ホワイト ¥10,800（＋税）
● 多量の水や油などを拭きとるために最適なワイパーです。
● 特殊加工により、拭いたあとに紙粉やケバは一切出ません。 61012

61001

拭きとり作業に最適

ケバ立ちが少ない紙ワイパー

 ケイドライ®

コード 型　式 大きさ 入　数 価　格

1-136-0078 62701
225×215㎜

132枚 ¥390（＋税）
1-136-0079 62701（36箱入） 132枚×36箱 ¥12,600（＋税）
●  柔軟性がありますのでレンズやガラス、フィルム等キズつきやすい面の拭き
取り作業に適しています。 62701

 キムタオル®ホワイトポリパック
コード 型　式 大きさ 入　数 価　格

1-136-0076 61032S
38×33㎝

50枚 ¥550（＋税）
1-136-0077 61032（18袋入） 50枚×18パック ¥9,000（＋税）
● 衛生面を重視し、上記のキムタオルホワイトをポリパックにした商品です。

61032
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■ 複数個入
コード 入数 価　格

1-338-0260 10個 ¥23,400（＋税）
1-338-0262 10個 ¥28,800（＋税）
1-338-0264 10個 ¥39,600（＋税）

■ 深さが違うシリーズです。
コード 型　式 外　寸 内　寸 容量 色 価　格

1-139-0530 F-8 424×291×102㎜ 364×242×88㎜ 8L 黄 ¥2,600（＋税）
1-139-0532 F-12 424×291×150㎜ 364×242×135㎜ 12L 黄 ¥3,200（＋税）
1-139-0534 F-21 424×291×244㎜ 364×242×230㎜ 21L 黄 ¥4,400（＋税）

④

⑤

⑥

■ 複数個入
コード 入数 価　格

1-139-0565 8個 ¥23,800（＋税）
1-139-0568 10個 ¥29,000（＋税）
1-338-0290 8個 ¥48,000（＋税）

■ 中型・大型のコンテナーです。
コード 型　式 外　寸 内　寸 容量 色 価　格

1-139-0566 28-2 475×369×204㎜ 412×313×183㎜ 25L 青 ¥3,300（＋税）
1-139-0569 24-2B 445×344×217㎜ 395×304×200㎜ 26L 緑 ¥3,200（＋税）
1-338-0291 SB-54 572×387×297㎜ 534×348×292㎜ 53.2L 薄黄 ¥6,700（＋税）

⑦

⑧

⑨

■ 複数個入
コード 入数 価　格

1-338-0266 12個 ¥24,800（＋税）
1-338-0268 12個 ¥30,000（＋税）
1-338-0270 10個 ¥38,000（＋税）

■ クリーム色のコンテナーです。
コード 型　式 外　寸 内　寸 容量 色 価　格

1-139-0536 24B 424×292×168㎜ 375×255×152㎜ 15L 薄黄 ¥2,300（＋税）
1-139-0538 24A 424×292×250㎜ 374×254×232㎜ 23L 薄黄 ¥2,800（＋税）
1-139-0540 36B 504×341×168㎜ 460×305×160㎜ 22L 薄黄 ¥4,200（＋税）

⑩

⑪

⑫

 ラボボックス
■ 人気のサイズです。
コード 型　式 外　寸 内　寸 容量 色 価　格

1-139-0550 DA-9 364×276×136㎜ 303×233×121㎜ 9L 黄 ¥2,400（＋税）
1-139-0551 SB-10 388×220×160㎜ 336×194×156㎜ 9.5L 緑 ¥3,300（＋税）
1-139-0552 DA-19 434×354×195㎜ 398×320×178㎜ 25L 黄 ¥3,600（＋税）

①

②

③

■ 複数個入
コード 入数 価　格

1-338-0280 20個 ¥43,000（＋税）
1-338-0282 12個 ¥35,600（＋税）
1-338-0284 10個 ¥32,400（＋税）

⑤F-12

⑥F-21

④F-8

⑪24A

⑫36B

⑩24B

⑦28-2 ⑧24-2B

⑨SB-54

①DA-9 ②SB-10

③DA-19

※フタは付属しません。
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コンテナボックス

コード、価格が赤色のものは、一般によく使用されている商品です。
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クリアコンテナー

302必要な理科実験器がすぐ検索！

 ミニコンテナー
コード 型　式 外　寸 容　量 価　格

1-337-0854 SB50 257×170×140㎜ 3.4L ¥980（＋税）
1-337-0855 SB100 337×243×145㎜ 6.5L ¥1,480（＋税）
1-337-0856 SB150 377×243×188㎜ 9L ¥1,680（＋税）
1-337-0857 SB200 454×292×156㎜ 12L ¥2,100（＋税）
● 小物整理に便利です。バックルでフタをしっかり止められます。
〔仕様〕ポリプロピレン製

SB150

SB200 SB100

バックル付

 カラークリアコンテナー
コード 型　式 色 外　寸 容量 価　格

1-337-0910 910TM クリア 361×272×126㎜ 9L ¥1,800（＋税）
1-337-0911 910B ブルー 361×272×126㎜ 9L ¥1,800（＋税）
1-337-0912 910BK ブラック 361×272×126㎜ 9L ¥1,800（＋税）
1-337-0913 910OR オレンジ 361×272×126㎜ 9L ¥1,800（＋税）
1-337-0914 910R レッド 361×272×126㎜ 9L ¥1,800（＋税）
● 色ごとに使いわけて整理できる半透明のコンテナーです。
〔仕様〕ポリプロピレン製

カラーで整理

 ミニコンテナー（フタ付）
コード 型　式 外　寸 内　寸 価　格

1-337-0780 B-1.5 189×156×84㎜ 154×118×80㎜ ¥980（＋税）
1-337-0781 B-2.3 189×156×120㎜ 154×118×116㎜ ¥1,200（＋税）
1-337-0782 B-4.5 334×200×100㎜ 276×152×93㎜ ¥1,500（＋税）
1-337-0783 B-6.6 334×198×158㎜ 274×154×150㎜ ¥1,980（＋税）
● フタ付の小型コンテナーで、積み重ねることもできます。
〔仕様〕ポリプロピレン製

B-4.5

B-6.6

B-1.5 B-2.3

 持手付ミニコンテナー
コード 型　式 外　寸 容　量 価　格

1-337-0850 100 337×240×149㎜ 6.5L ¥1,350（＋税）
1-337-0851 150 337×240×192㎜ 9L ¥1,500（＋税）
● 持ち運びに便利な持ち手付きです。互いに積み重ねることができます。
〔仕様〕ポリプロピレン製

150 100

 メッシュコンテナー（ワークインボックス）
コード 型　式 外　寸 収　納　例 価　格

1-139-0610 S 252×202×156㎜ CD20枚 ¥1,200（＋税）
1-139-0611 M 407×257×156㎜ ビデオテープ13本 ¥1,850（＋税）
1-139-0612 L 432×293×256㎜ A4サイズ ¥2,350（＋税）
● 小物の収納に便利なメッシュケースです。
〔仕様〕ポリプロピレン製

S

L

M

スタンダード
サイズ
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303

手提バスケット

コード、価格が赤色のものは、一般によく使用されている商品です。

 カラー手提バスケット
コード 型　式 大　き　さ 容量 価　格

1-338-0150 MY24-青

外寸：446×338×244㎜
内寸：上部（下部）

418（360）×298（242）×233㎜

24L ¥1,900（＋税）
1-338-0151 MY24-緑 24L ¥1,900（＋税）
1-338-0152 MY24-赤 24L ¥1,900（＋税）
1-338-0153 MY24-白 24L ¥1,900（＋税）
1-338-0154 MY24-黒 24L ¥1,900（＋税）
● 豊富なカラーバリエーションからお選びいただけます。
〔仕様〕ポリエチレン製　手提付

内容物を
色で仕分け

 手提バスケット
コード 型式 外寸（㎜） 内寸：上部（下部）㎜ 容量 価　格

1-139-0520 L 448×328×288 420（300）×369（249）×240 26L ¥1,880（＋税）
1-139-0521 S 405×300×245 380（275）×307（207）×205 17L ¥1,880（＋税）
● 手提ハンドル付で運搬に便利なプラスチックバスケットです。
〔仕様〕L：ポリエチレン製　S：ポリプロピレン製　金属手提付

LS

TP34-3

TP33-2 TP33-1

 クリアコンテナー
コード 型　式 外　寸 内　寸 価　格

1-338-0080 TP33-1 335×335×103㎜ 300×300×90㎜ ¥2,200（＋税）
1-338-0081 TP33-2 335×335×195㎜ 300×300×182㎜ ¥3,200（＋税）
1-338-0083 TP34-3 503×335×288㎜ 468×300×275㎜ ¥6,200（＋税）
● TP33-1とTP33-2は互いに積み重ねられます。
〔仕様〕ポリプロピレン製
〔別売部品〕
1-338-0086 ロック付フタ（クリア） TP33用 ･･････････････¥1,700 （＋税）
1-338-0087 ロック付フタ（クリア） TP34用 ･･････････････¥2,800 （＋税）

 アミコンテナー
コード 型　式 外　寸 価　格

1-338-0155 M 395×280×235㎜ ¥1,700（＋税）
1-338-0156 L 455×325×280㎜ ¥1,980（＋税）
● 取手を内側に倒すと中身を入れたまま積み重ねができるバスケットです。
〔仕様〕ポリプロピレン製　取手付M L

23-3TM 13TM

 ラボボックスクリアー
コード 型　式 外　寸 内　寸 価　格

1-338-0101 9BTM 361×272×126㎜ 306×231×112㎜ ¥1,600（＋税）
1-338-0103 13TM 441×281×145㎜ 367×247×129㎜ ¥2,100（＋税）
1-338-0105 23-3TM 525×367×168㎜ 433×316×152㎜ ¥2,600（＋税）
● 内容物の確認に便利な半透明タイプのコンテナーです。
〔仕様〕ポリプロピレン製

汎用性のあるスタンダードサイズ
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発泡ケース・除湿剤

304必要な理科実験器がすぐ検索！

 発泡スチロールコンテナー
コード 型　式 外　寸 容　量 価　格

1-132-0335 FB-4 250×190×162㎜ 3.5L ¥980（＋税）
1-132-0337 FB-10 380×223×195㎜ 8.5L ¥1,380（＋税）
● 温かいものを温かく、冷たいものを冷たく保管する、断熱性に優れた発砲ス
チロールコンテナーです。保冷剤1個　紐付

〔別売部品〕
1-132-0338 保冷剤CC-300　ゲル状　300g　3個組 ･･･････ ¥280 （＋税）

FB-10 FB-4

 ミニケース（10個組）
コード 型　式 外　寸 入　数 価　格

1-132-0220 LS 79.21×54×30㎜ 10 ¥1,320（＋税）
1-132-0221 S 91.43×65.5×26.4㎜ 10 ¥1,430（＋税）
1-132-0222 M 111.65×76×30.6㎜ 10 ¥2,200（＋税）
1-132-0223 L 126.91×87.5×35.1㎜ 10 ¥2,600（＋税）
1-132-0224 MC 180×98×30㎜ 10 ¥2,500（＋税）

〔仕様〕ポリプロピレン製　ロック付

10個組

部品や試料の分類・保存に

L

 マルチケース
コード 型式 外　寸 内　寸 価　格

1-341-0525 M 161×91×31㎜ 153×76×26㎜ ¥280（＋税）
1-341-0526 L 186×103×34㎜ 179×89×29㎜ ¥350（＋税）
1-341-0527 LL 214×118×45㎜ 206×104×41㎜ ¥400（＋税）
● フタのロックが可能なケースです。
〔仕様〕ポリプロピレン製

M

L

M

 除湿乾燥剤
コード 型　式 内　容　量 価　格

1-335-0985 ドライフレッシュ （5g×4）×4シート ¥1,200（＋税）
1-335-0986 ドライフレッシュスティック 10g×10本 ¥1,300（＋税）

〔仕様〕成分：B型シリカゲル　不織布入

 除湿剤（ドライ＆ドライ）
コード 規　格 入　数 価　格

1-138-0905 除湿、防カビ、消臭効果 3個 ¥390（＋税）

〔仕様〕主成分：塩化カルシウム　吸水量：約400mL（1個あたり）

ドライフレッシュ 除湿剤（ドライ＆ドライ）

3個組

 防カビ・防湿剤
コード 型　式 容　量 価　格

1-138-0908 カビストッパー3個組 （1袋25g×4入）×3個 ¥1,300（＋税）

〔仕様〕成分：酸化カルシウム　防カビ剤　活性炭等

 シリカゲル
コード 型　式 大きさ・容量 価　格

1-793-0001 青・中粒 500g（ポリ瓶入） ¥1,680（＋税）

防カビ・防湿剤シリカゲル
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305

薬品整理箱

コード、価格が赤色のものは、一般によく使用されている商品です。

 薬品トレー
コード 型式 試　薬　瓶 外　寸 価　格

1-139-0600 手提付 500mL×6本 360×230×116㎜ ¥2,900（＋税）
● 薬品や各種器具の運搬用の手提付トレーで、手提部分は長さを調節すること
ができます。積み重ね可能です。

● 仕切板が付いていますので運搬時における瓶の破損を防ぎます。
〔仕様〕ポリプロピレン製　仕切板付

 薬品整理箱（ブルー）
コード 型式 試　薬　瓶 外　寸 価　格

1-138-0875 TCA 500mL×12本 400×280×125㎜ ¥3,200（＋税）
1-138-0876 TCB 250mL×15本 400×280×125㎜ ¥3,400（＋税）
1-138-0877 TCC 100mL×24本 400×280×125㎜ ¥3,900（＋税）
●  試薬瓶保管のための専用整理箱として設計したもので、仕切板はくし型に
なっており瓶のサイズに合わせて組合せを変えることができます。

〔仕様〕ポリプロピレン製　仕切板付

TCA

仕切板は
自由に

移動できます

TCA（12分割）

1マス有効内寸：86×78

TCB（15分割）

1マス有効内寸：69×78

TCC（24分割）

1マス有効内寸：56×56

TCA-C（12分割）

1マス有効内寸：86×78

TCB-C（15分割）

1マス有効内寸：69×78

TCC-C（24分割）

1マス有効内寸：56×56

 薬品整理箱（クリア）
コード 型式 試　薬　瓶 外　寸 価　格

1-138-0860 TCA-C 500mL×12本 400×280×125㎜ ¥3,200（＋税）
1-138-0861 TCB-C 250mL×15本 400×280×125㎜ ¥3,400（＋税）
1-138-0862 TCC-C 100mL×24本 400×280×125㎜ ¥3,900（＋税）
● 運搬に便利な整理箱で積み重ねて保管することができます。クリアタイプ
〔仕様〕ポリプロピレン製　仕切板付

TCA-C

仕切板で
薬品をガードします

クリアで内容物の確認が容易

試薬瓶の整理と転倒防止に

 薬品整理箱
コード 型式 試　薬　瓶 外　寸 価　格

1-138-0870 DA-12 500mL×12本 365×280×135㎜ ¥3,400（＋税）
●  実験室での試薬瓶の整理や分類、実験台毎の区分け、運搬に便利な整理箱で
積み重ねて保管することができます。

●  仕切板は取外して分解できます。
〔仕様〕ポリプロピレン製　仕切板付

DA-12
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薬品保護用具

306必要な理科実験器がすぐ検索！

 耐震用ボトルトレー
コード 型式 試　薬　瓶 大　き　さ 価　格

1-138-0880 SC85 85㎜φ×6本 300×215×110㎜ ¥3,500（＋税）
1-138-0881 SC55 55㎜φ×12本 300×215×110㎜ ¥3,700（＋税）
1-138-0882 SC40 40㎜φ×24本 300×215×110㎜ ¥3,700（＋税）
● トレーは両面テープ又は付属のタッピングビスで既存の試薬棚、保管庫など
に簡単に取付けられ、薬品の防災面の安全保管と整理に役立ちます。

● カゴとトレーはセパレート式でカゴだけぬいてボトルの運搬ができます。 SC55SC85

トレーは棚に固定　カゴは持ち運び自由

 薬品瓶保護ネット
コード 型式 適用径 適合瓶 長　さ 価　格

1-335-0530 N-3 40～65㎜φ 250mL 5ｍ ¥1,500（＋税）
1-335-0531 N-4 65～100㎜φ 500mL 5ｍ ¥2,500（＋税）
1-335-0532 N-5 100～140㎜φ 1L・2L 5ｍ ¥3,700（＋税）
1-335-0533 N-6 125～160㎜φ 3L・5L 5ｍ ¥4,300（＋税）
● 試薬瓶・工業薬品瓶・各種ガラス瓶などの破損防止に役立つ保護ネットです。

PPパック（揮発性薬品瓶収納ケース） 84頁

N-4

N-3

※試薬瓶は付属していません。

 メディシート
コード 大　き　さ 価　格

1-347-0470 幅37㎝×長さ36m（37×30㎝シート120枚分） ¥2,500（＋税）
● 実験台・机上に敷いて作業することにより、薬品等がこぼれても吸水します
ので机上を汚さず実験できます。

● 吸水紙の裏面にポリフィルムをラミネートしてあり、表面は吸水性に富み裏
面は防水構造です。

● 万が一薬品がこぼれたとき、このシートをフィルム面を上にして使用するこ
とで安全に拭き取りが行えます。

● 30㎝毎にミシン目が入っており目的のサイズに切り取れます。

 試薬瓶ホルダー
コード 型式 試　薬　瓶 大　き　さ 価　格

1-335-0575 B-10H 500mL×10本 180×490×170㎜ ¥3,400（＋税）
1-335-0570 B-10 500mL×10本 173×442×79㎜ ¥1,800（＋税）
● 試薬瓶を1本ずつしっかり固定する試薬瓶ホルダーです。
● 薬品の転倒防止、運搬、整理などに便利です。
● B-10Hは試薬瓶ホルダーB-10の手提付です。
〔仕様〕ポリプロピレン製　穴径79㎜φ

B-10H

B-10 薬品の転倒防止に

 コンテナー用仕切板
コード 型式 大　き　さ 色 入　数 価　格

1-138-0910 PL 560×110×5㎜ 白 5 ¥3,200（＋税）
1-138-0911 PS 360×110×5㎜ 白 5 ¥2,300（＋税）
1-337-0972 SC 628×36×4㎜ グレー 10 ¥4,000（＋税）
● お手持ちのコンテナーに合わせて切ることが可能です。
● 15㎜毎に溝が入っているので色々な仕切間隔が選択できます。
●  PL、PSはハサミやカッター等で必要な長さに切断して使用します。SCは手
で折り曲げるだけで簡単に切断できます。

〔仕様〕ポリプロピレン製 PL PS

SC
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2mol/L
塩酸

1mol/L
酢酸

1mol/L
水酸化ナトリウム

0.1mol/L
過マンガン酸カリウム

 モル濃度試薬（希釈済試薬）
コード 品　名 容量 濃　度 モル濃度 価　格

1-126-0680 塩酸 1L 約7％ 2mol/L ¥3,000（＋税）
1-126-0681 酢酸 1L 約6％ 1mol/L ¥3,000（＋税）
1-126-0682 水酸化ナトリウム 1L 約4％ 1mol/L ¥3,000（＋税）
1-126-0683 過マンガン酸カリウム 1L 約2％ 0.1mol/L ¥1,700（＋税）

※過マンガン酸カリウムの容器はポリ遮光瓶となります。

 うすい試薬（希釈済試薬）
コード 品　名 容量 濃度 モル濃度 価　格

1-126-0670 うすい塩酸 1L 4％ 約1.1mol/L ¥1,500（＋税）
1-126-0671 うすい塩酸C 1L 10％ 約2.9mol/L ¥1,800（＋税）
1-126-0672 うすい硫酸 1L 4％ 約0.4mol/L ¥1,700（＋税）
1-126-0673 うすい硫酸C 1L 10％ 約1.0mol/L ¥1,700（＋税）
1-126-0674 うすいアンモニア水 1L 2％ 約2.3mol/L ¥1,600（＋税）
1-126-0675 うすい水酸化ナトリウム水溶液4% 1L 1L 4％ 約1.0mol/L ¥1,500（＋税）
1-126-0676 石灰水（水酸化カルシウム水溶液） 1L 飽和 － ¥1,600（＋税）
1-126-0669 塩化銅水溶液 1L 10％ 約0.8mol/L ¥3,800（＋税）
1-126-0667 硫酸銅水溶液 1L 約16％ 1.0mol/L ¥4,500（＋税）
1-126-0668 硫酸亜鉛水溶液 1L 約16％ 1.0mol/L ¥5,000（＋税）
1-126-0666 硝酸銀水溶液 10ｍL 約2％ 0.1mol/L ¥1,300（＋税）

※ 濃度10%の塩酸と硫酸については10%を超えて含有し
ていません。

4％塩酸 4％水酸化ナトリウム 石灰水

大粒みょうばん みょうばん

 みょうばん（カリみょうばん）
コード 容　量 試薬 粒の大きさ 価　格

1-126-0166 500g 1級 大粒約1～3㎜（通常の3倍） ¥2,800（＋税）
1-126-0159 500g 1級 塩粒程度 ¥1,700（＋税）

濃縮食塩水食塩（1g×100）

 食塩
コード 容　量 備　考 価　格

1-126-0198 1g×100袋 1g個別包装 ¥900（＋税）
1-126-0153 1㎏ 市販品袋入 ¥550（＋税）

 濃縮食塩水（飽和食塩水）
コード 容　量 重　さ 価　格

1-126-0465 480mL 646g ¥650（＋税）

銅粉 銅粉（キシダ化学製）

 銅粉
コード 型　式 容量 純度 粒　径 価　格

1-126-0248 #350 500g 99.5％ 350メッシュ（約33µm） ¥5,800（＋税）
1-126-0246 #350 30g 99.5％ 350メッシュ（約33µm） ¥2,800（＋税）
1-126-0247 キシダ化学製 500g 97％以上 350メッシュ（約33µm） ¥9,800（＋税）
●  キシダ化学製には酸化防止剤が添加されており、通常の銅粉より長期間酸化
を防ぎます。
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コード、価格が赤色のものは、一般によく使用されている商品です。
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鉄粉
コード 規　格 容　量 価　格

1-126-0151 ＃300 500g ¥1,950（＋税）

ヨウ素溶液
コード 規　格 容　量 価　格

1-126-0156 0.05mol/L 500mL ¥2,300（＋税）

ラテックス液
コード 規　格 容　量 価　格

1-126-0252 天然ゴム 1L ¥4,300（＋税）

クエン酸（一水和物）
コード 規　格 容　量 価　格

1-126-0253 1級 500g ¥2,100（＋税）

沸騰石
コード 規　格 容　量 価　格

1-126-0256 粒状 500g ¥3,800（＋税）

BTB溶液
コード 規　格 容　量 価　格

1-126-0160 pH用 500mL ¥3,200（＋税）

フェノールフタレイン溶液
コード 規　格 容　量 価　格

1-126-0677 滴定用 100mL ¥2,300（＋税）

ホウ砂（ホウ酸ナトリウム）
コード 規　格 容　量 価　格

1-126-0249 1級 500g ¥2,100（＋税）

ホウ酸
コード 規　格 容　量 価　格

1-126-0158 1級 500g ¥1,800（＋税）

塩化カルシウム
コード 規　格 容　量 価　格

1-126-0251 乾燥用 500g ¥2,700（＋税）

デンプン
コード 規　格 容　量 価　格

1-126-0155 水溶性 500g ¥1,900（＋税）

マグネシウム（テープ状）
コード 容　量 規　格 価　格

1-126-0152 25g テープ状 ¥4,500（＋税）

   品質維持管理や使用期限等の問題があるため原則返品対応はできませんのでご了承ください。
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308必要な理科実験器がすぐ検索！
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小学校で使用する試薬類一覧表

沸とう石
沸とう石は、必ず液体を加熱する前に入れておきます。加熱して
から入れると、逆に突沸の原因になることがあります。
沸とう石は「多孔性物質」といって、多くの孔が開いています。一
度使うとこの孔に実験で使った液体が入ってしまい、本来の機能
がなくなりますので、必ず実験のたびに新しい物を使いましょう。

オキシドール（過酸化水素水）
過酸化水素水の3％水溶液をオキシドールと言います。
二酸化マンガンと反応させて酸素を発生させる場合は、危険です
ので必ず5％以下に薄めたもので実験します。

うすい塩酸の作り方
実験に用いるうすい塩酸は濃塩酸を水で薄めて用います。
金属と反応させて水素を発生するには、 
　　 ・10％塩酸（35％塩酸：水を１：２で希釈） 
　　 ・３Ｎ塩酸（12Ｎ塩酸：水を１：３で希釈） 
の濃さで十分です。
基本的に酸を水でうすめる場合、発熱して濃い酸が飛び散る場合
があるので、水を三角フラスコやビーカーの中に入れてから、水
に塩酸を加えなくてはなりません。

石灰水の作り方
石灰水は二酸化炭素を検出する水溶液として、どの学年でも使
われることが多いです。水酸化カルシウムは25℃の水100gに約
0.16gしか溶けません。石灰水を作るには、500mLの水に多量
（50ｇ以上）の水酸化カルシウムを加えてよくかき混ぜ、２日～
１週間ほど蓋をして静かに放置しておくと、溶けきらない水酸化
カルシウムが沈殿します。この上澄み液を使用します。

水酸化ナトリウム水溶液の作り方
水酸化ナトリウムはすぐに潮解するので、使用後は必ずしっかり
と栓をしめておきましょう。実験に用いる水溶液は約２％でも十
分濃いくらいです。（水９８ｇに水酸化ナトリウム２ｇを入れて
調製します。）

うすいアンモニア水の作り方
市販されている濃アンモニア水は約１０％の水溶液です。
実験で用いるには、２％で十分です。
（濃アンモニア水：水を１：４の比になるように希釈します。
このとき刺激臭がしますので、必ず換気の良い部屋またはドラフ
ト内で行ってください。）

 品質維持管理や使用期限等の問題があるため原則返品対応はできませんのでご了承ください。
試薬の購入については毒物劇物取扱い資格を取得し販売登録した店よりご購入願います。

…危険物　 …毒物　 …劇物　 …特定麻薬向精神薬原料　冷…冷蔵保管品（0～１０℃貯蔵）　凍…冷凍保管品（0℃以下貯蔵）
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試　薬（小学校）

コード、価格が赤色のものは、一般によく使用されている商品です。

索引 コード 品　　　　　　　　名 実験内容 参考価格

あ

1-126-0674 うすいアンモニア水（2％） 1ℓ 水溶液の性質 ¥ 1,600（＋税）

1-126-0670 うすい塩酸（4％） 1ℓ 水溶液の性質 ¥ 1,500（＋税）

1-126-0671 うすい塩酸C（10％）　 1ℓ 水溶液の性質 ¥ 1,800（＋税）

1-E-3 エタノール（99.5％）　 500㎖ 葉にできたでんぷんを調べる ¥ 3,100（＋税）

1-126-0198 塩化ナトリウム（食塩）1g入100袋 1g×100 もののとけ方 ¥ 900（＋税）

1-126-0153 塩化ナトリウム（食塩）市販品袋入 1㎏ もののとけ方 ¥ 550（＋税）

か
1-KA-4 過酸化水素水（35％）　 500㎖ 酸素の発生 ¥ 1,500（＋税）

1-126-0159 カリみょうばん（みょうばん） 500g みょうばんを溶かす実験 ¥ 1,700（＋税）

1-126-0154 コーヒーシュガー（茶色小粒） 100g もののとけ方 ¥ 550（＋税）

さ

1-126-0153 食塩（市販品袋入） 1㎏ もののとけ方 ¥ 550（＋税）

1-126-0198 食塩1g入100袋 1g×100 もののとけ方 ¥ 900（＋税）

1-126-0465 食塩水（飽和食塩水） 480㎖ 水溶液の性質 ¥ 650（＋税）

1-126-0675 うすい水酸化ナトリウム水溶液（4％）　 1ℓ 水溶液の性質 ¥ 1,500（＋税）

1-126-0676 石灰水 1ℓ 二酸化炭素の発生 ¥ 1,600（＋税）

1-SI-53 消石灰（水酸化カルシウム）　 500g 石灰水を作る ¥ 1,900（＋税）

1-SE-10 石灰石（大理石）　 500g 二酸化炭素の発生 ¥ 2,250（＋税）

た
1-126-0155 でんぷん　 500g 光合成 ¥ 1,900（＋税）

1-150-0701 道管観察液　赤色（食紅の代用） 100㎖ 植物の水の通り道 ¥ 580（＋税）

1-TA-4 大理石（石灰石）　 500g 二酸化炭素の発生 ¥ 2,250（＋税）

な
1-NI-6 二酸化マンガン（粒状）　 500g 酸素の発生 ¥ 3,000（＋税）

1-NE-2 燃料用アルコール（メタノール） 500㎖ アルコールランプ用 ¥ 600（＋税）

は
1-126-0256 沸騰石　 500g 突沸防止用 ¥ 3,800（＋税）

1-126-0160 BTB溶液　ブロムチモルブルー溶液 500㎖ 酸性・アルカリ性 ¥ 3,200（＋税）

1-126-0158 ホウ酸（粉末）　　 500g もののとけ方 ¥ 1,800（＋税）

ま
1-126-0159 みょうばん（カリみょうばん）　 500g みょうばんを溶かす実験 ¥ 1,700（＋税）

1-126-0166 大粒みょうばん 500g 再結晶用の種結晶に ¥ 2,800（＋税）

や 1-126-0156 よう素溶液（0.05mol/ℓ）　 500㎖ でんぷんの確認 ¥ 2,300（＋税）

ら
1-126-0672 うすい硫酸（4％）　 1ℓ 水溶液の性質 ¥ 1,700（＋税）

1-126-0673 うすい硫酸C（10％）　 1ℓ 水溶液の性質 ¥ 1,700（＋税）
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試　薬（中学校）

310必要な理科実験器がすぐ検索！

 品質維持管理や使用期限等の問題があるため原則返品対応はできませんのでご了承ください。
試薬の価格は参考価格です。詳しくは代理店にお問い合わせ下さい。

索引 コード 品　　　　　　　　名 実験内容 参考価格

あ

1-126-0674 うすいアンモニア水（2％）　 1ℓ 水溶液の性質 ¥ 1,600 （＋税）
1-126-0670 うすい塩酸（4％）　 1ℓ 水溶液の性質 ¥ 1,500 （＋税）
1-126-0671 うすい塩酸C（10％）　 1ℓ 水溶液の性質 ¥ 1,800 （＋税）

1-I-1 硫黄（粉末）　 500g 鉄と硫黄の混合物を加熱する ¥ 1,750（＋税）
1-E-3 エタノール（99.5％）　 500㎖ 葉にできたでんぷん ¥ 3,100（＋税）
1-E-16 塩化アンモニウム　 500g アンモニアの性質 ¥ 2,500（＋税）
1-E-22 塩化カルシウム(二水和物)　 500g 化学変化の前後の質量を調べよう ¥ 2,100（＋税）
1-E-24 塩化コバルト(6H₂O）　 25g 物質が水に溶けるようす ¥ 2,250（＋税）

1-126-0669 塩化銅水溶液（10％） 1ℓ 塩化銅水溶液の電気分解 ¥ 3,800（＋税）
1-E-35 塩化ナトリウム　 500g 化学変化 ¥ 1,250（＋税）

か

1-126-0159 カリみょうばん（みょうばん） 500g 水溶液に溶けている物質を取出す ¥ 1,700 （＋税）
1-126-0253 クエン酸（水和物） 500g 化学変化による温度変化を調べよう ¥ 2,100（＋税）

1-KA-4 過酸化水素水（35%） 500㎖ 酸素の性質 ¥ 1,500（＋税）
1-KA-10 過炭酸ナトリウム 500g 酸素と二酸化炭素の性質 ¥ 2,600（＋税）
1-KA-13 活性炭素（粉末） 1㎏ 酸化銅から銅を取出す ¥ 2,600（＋税）

1-152-0906 活性炭（水槽用・米粒サイズ） 80g 鉄粉カイロ製作 ¥ 210（＋税）

さ

1-126-0457 重曹（食品用） 50g カルメ焼き製作 ¥ 200（＋税）
1-126-0675 うすい水酸化ナトリウム水溶液（4％）　 1ℓ 水溶液の性質 ¥ 1,500 （＋税）
1-126-0676 石灰水（飽和水酸化カルシウム水溶液） 1ℓ 二酸化炭素の確認 ¥ 1,600 （＋税）
1-150-0780 酢酸カーミンSK 15㎖×10本 プレパラート作製用 染色液 ¥ 4,800 （＋税）
1-150-0781 酢酸オルセインSO 15㎖×10本 プレパラート作製用 染色液 ¥ 7,100 （＋税）
1-150-0782 酢酸ダーリアSD 15㎖×10本 プレパラート作製用 染色液 ¥ 3,800 （＋税）

1-SA-29 酸化第二銅（粉末）　 500g 酸化銅から銅を取出す ¥ 4,800 （＋税）
1-SI-40 硝酸カリウム　 500g 水溶液に溶けている物質を取出す ¥ 2,100 （＋税）
1-SI-53 消石灰(水酸化カルシウム) 500g 石灰水の作成 ¥ 1,900 （＋税）
1-SE-9 セタノール 500g 融点を測定し物質を見分けよう ¥ 3,800（＋税）
1-SE-10 石灰石（大理石）　 500g 二酸化炭素の性質 ¥ 2,250（＋税）

た

1-126-0151 鉄粉 ＃300（鉄粉カイロ用） 500g 鉄と硫黄の混合物・鉄粉カイロ製作 ¥ 1,950 （＋税）
1-126-0155 でんぷん　 500g 光合成・だ液のはたらき ¥ 1,900 （＋税）
1-126-0248 銅粉 ＃350　 500g 化学変化による温度変化を調べよう ¥ 5,800 （＋税）
1-126-0247 銅粉　キシダ化学製 500g 銅の酸化・還元の実験 ¥ 9,800（＋税）
1-150-0701 道管観察液　赤色（食用色素の代用） 100㎖ 根や茎のつくり ¥ 580（＋税）

1-TA-4 大理石（石灰石） 500g 二酸化炭素の性質 ¥ 2,250（＋税）
1-126-0238 炭酸水素ナトリウム(重炭酸ナトリウム) 500g 二酸化炭素の性質 ¥ 1,500（＋税）

1-TA-12 炭酸ナトリウム（10H₂O)　 500g 化学変化の前後の質量を調べよう ¥ 4,100（＋税）

な 1-NI-6 二酸化マンガン（粒状）　 500g 酸素の性質 ¥ 3,000（＋税）
1-NE-2 燃料用アルコール（メタノール） 500㎖ アルコールランプ用 ¥ 600（＋税）

は

1-126-0160 BTB溶液　ブロムチモルブルー溶液 500㎖ 酸性・アルカリ性 ¥ 3,200 （＋税）
1-126-0256 沸騰石 500g 突沸防止用 ¥ 3,800 （＋税）
1-126-0677 フェノールフタレイン溶液 100㎖ アルカリの指示薬 ¥ 2,300（＋税）
1-126-0239 パルミチン酸 500g 融点を測定し物質を見分けよう ¥ 3,100（＋税）

1-HE-6 ベネジェクト液　 25㎖ だ液のはたらきを調べよう ¥ 1,850（＋税）

ま

1-126-0152 マグネシウム（テープ状） 25g アルカリ性の水溶液の性質 ¥ 4,500 （＋税）
1-126-0159 みょうばん（カリみょうばん） 500g 水溶液に溶けている物質を取出す ¥ 1,700 （＋税）
1-126-0166 みょうばん（大粒） 500g 飽和液中の再結晶用種結晶 ¥ 2,800 （＋税）

1-MA-1 マグネシウム（粉末）　 500g 金属を加熱したときの質量の変化 ¥ 5,500 （＋税）
1-ME-4 メタノール（燃料用）　 500㎖ アルコールランプ用 ¥ 600 （＋税）

よ 1-126-0156 よう素液（0.05mol/ℓ）　 500㎖ 光合成・だ液のはたらき ¥ 2,300 （＋税）
1-150-0784 ヨウ素溶液YS 15㎖×10本 プレパラート作製用 染色液 ¥ 3,800 （＋税）

ら

1-126-0672 うすい硫酸（4％）　 1ℓ 水溶液の性質 ¥ 1,700 （＋税）
1-126-0673 うすい硫酸C（10％）　 1ℓ 水溶液の性質 ¥ 1,700 （＋税）
1-126-0667 硫酸銅水溶液（約16％） 1ℓ ダニエル電池実験 ¥ 4,500（＋税）
1-126-0668 硫酸亜鉛水溶液（約16％） 1ℓ ダニエル電池実験 ¥ 5,000（＋税）

1-RI-25 硫酸ナトリウム（無水）　 500g 化学変化の前後の質量を調べよう ¥ 1,550（＋税）
わ 1-WA-1 ワセリン(白)　 500g 葉の蒸散量を調べよう ¥ 2,950（＋税）
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※価格は参考価格です。詳しくは代理店にお問い合わせ下さい。
※「時価」の掲載がある試薬については、代理店にお問い合わせ下さい。
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試　薬（化学試薬・生物薬品）

コード、価格が赤色のものは、一般によく使用されている商品です。

コード 品　　　　　　　　名 参考価格
（ア）

1ーＡー1 亜鉛（粟状） 500g ¥ 6,900（＋税）

1ーＡー2 亜鉛（粒状） 500g ¥ 3,950（＋税）

1ーＡー3 亜鉛（花状） 500g ¥ 3,900（＋税）

1ーＡー4 亜鉛（粉末） 500g ¥ 3,300（＋税）

1ーＡー5 アジピン酸 500g ¥ 2,750（＋税）

1ーＡー6 アジピン酸クロリド（塩化アジポイル） 25mL ¥ 9,800（＋税）

1ーＡー7 亜硝酸カリウム 500g ¥ 12,200（＋税）

1ーＡー8 亜硝酸ナトリウム（亜硝酸ソーダ） 500g ¥ 2,400（＋税）

1ーＡー9 L-アスコルビン酸（ビタミンC） 500g ¥ 7,100（＋税）

1ーＡー10 L-アスパラギン酸 25g ¥ 4,200（＋税）

1ーＡー11 アセチルコリン（塩化） 25g ¥ 11,900（＋税）

1ーＡー12 アセトアニリド 500g ¥ 9,800（＋税）

1ーＡー13 アセトアルデヒド 80% 500g ¥ 6,700（＋税）

1ーＡー14 アセトン 500mL ¥ 1,550（＋税）
凍 1ーＡー16 アデノシンー5'ー三リン酸二ナトリウム（ATP）500mg ¥ 18,000（＋税）
冷 1ーＡー17 DL-アドレナリン 1g ¥ 6,900（＋税）

1ーＡー18 アジチオン酸ナトリウム（ハイドロサルファイトナトリウム） 500g ¥ 2,950（＋税）

1ーＡー19 アニリン 500mL ¥ 2,400（＋税）
冷 1ーＡー22 アミラーゼ（αー） 25g ¥ 4,700（＋税）

1ーＡー23 イソアミルアルコール（3-メチルｰ1-ブタノール） 500mL ¥ 3,000（＋税）

1ーＡー24 nーアミルアルコール（1ｰペンタノール）500mL ¥ 3,800（＋税）

1ーＡー25 アラニン（L-アラニン） 25g ¥ 5,400（＋税）

1ーＡー26 アラビアゴム末 500g ¥ 9,400（＋税）

1ーＡー28 亜硫酸水素ナトリウム 500g ¥ 1,900（＋税）

1-126-0250 アルギン酸ナトリウム（500cps） 500g ¥ 6,300（＋税）
冷 1ーＡー30 アルブミン（卵製） 25g ¥ 3,000（＋税）

1ーＡー31 アルミニウム（粉末） 500g ¥ 5,000（＋税）

1ーＡー32 アルミニウム（箔） 100枚 ¥ 2,250（＋税）

1ーＡー33 アルミニウム（粒状） 500g ¥ 3,800（＋税）

1ーＡー34 アンチホルミン（次亜塩素酸ナトリウム溶液10%） 500mL ¥ 1,400（＋税）

1ーＡー35 アンモニア水（28-30%） 500mL ¥ 1,300（＋税）
（イ）

1ーIー1 硫黄（粉末） 500g ¥ 1,750（＋税）

1ーIー2 イソ吉草酸 25mL ¥ 4,800（＋税）

1ーIー3 一酸化鉛 500g ¥ 2,400（＋税）

1ーIー4 EDTA（エチレンジアミン四酢酸） 25g ¥ 2,050（＋税）

1ーIー5 EDTA－2Na（エチレンジアミン四酢酸2Na） 25g ¥ 1,450（＋税）

1ーIー6 イノシトール（myoー） 25g ¥ 3,000（＋税）

1ーIー7 インジゴ 25g ¥ 9,000（＋税）

1ーIー8 インジゴカルミン 25g ¥ 6,400（＋税）

1ーIー10 3－インドール酢酸（IAA） 1g ¥ 3,300（＋税）

1ーIー12 3－インドール酪酸 1g ¥ 4,800（＋税）
（ウ）

1ーＵー2 ウッド合金 25g ¥ 3,000（＋税）

コード 品　　　　　　　　名 参考価格
（エ）

1ーＥー1 エオシン・Y 25g ¥ 6,000（＋税）
凍 1ーＥー2 A・T・P（アデノシンー5´ー三リン酸二ナトリウム） 500mg ¥ 18,000（＋税）

1ーＥー3 エタノール（99.5%） 500mL ¥ 3,100（＋税）

1ーＥー4 エタノール（99.5%） 3L ¥ 15,500（＋税）

1ーＥー5 エタノール（99.5%） 18L 時　価
1ーＥー6 エチルエーテル 500mL ¥ 3,300（＋税）

1ーＥー7 エチレングリコール 500mL ¥ 2,100（＋税）

1ーＥー8 エチレンジアミン四酢酸（EDTA） 25g ¥ 2,000（＋税）

1ーＥー9 エチレンジアミン四酢酸2Na（EDTAー2Na） 25g ¥ 1,450（＋税）

1ーＥー10 エチレンジアミン四酢酸鉄ナトリウム 25g ¥ 2,250（＋税）

1ーＥー11 MEK（メチル・エチル・ケトン）500mL ¥ 1,750（＋税）

1ーＥー12 エリオクロムブラックT 25g ¥ 5,600（＋税）

1ーＥー13 塩化亜鉛 500g ¥ 4,650（＋税）

1ーＥー14 塩化アセチルコリン 25g ¥ 11,900（＋税）

1ーＥー15 塩化アルミニウム（6H2O） 500g ¥ 3,100（＋税）

1ーＥー16 塩化アンモニウム 500g ¥ 2,500（＋税）

1ーＥー17 塩化アジポイル（アジピン酸クロリド） 25mL ¥ 9,800（＋税）

1ーＥー18 塩化エチレン（1,2ジクロロエタン）500mL ¥ 2,100（＋税）

1ーＥー19 塩化カリウム 500g ¥ 1,900（＋税）

1ーＥー20 塩化カルシウム（U字管用） 500g ¥ 3,100（＋税）

1-126-0251 塩化カルシウム（乾燥用） 500g ¥ 2,700（＋税）

1ーＥー22 塩化カルシウム（二水和物） 500g ¥ 2,100（＋税）

1ーＥー24 塩化コバルト（6H2O） 25g ¥ 2,250（＋税）

1ーＥー25 塩化コバルト（6H2O） 500g ¥ 8,900（＋税）

1ーＥー26 塩化ストロンチウム（6H2O） 25g ¥ 1,500（＋税）

1ーＥー27 塩化ストロンチウム（6H2O） 500g ¥ 5,800（＋税）

1ーＥー28 塩化セバコイル 25mL ¥ 4,900（＋税）

1ーＥー29 塩化第一スズ（2H2O） 25g ¥ 2,100（＋税）

1ーＥー30 塩化第二スズ（5H2O） 25g ¥ 3,900（＋税）

1ーＥー31 塩化第二鉄（6H2O） 500g ¥ 2,600（＋税）

1ーＥー33 塩化第一銅 500g ¥ 8,900（＋税）

1ーＥー34 塩化第二銅（2H2O） 500g ¥ 4,100（＋税）

1ーＥー35 塩化ナトリウム 500g ¥ 1,250（＋税）

1ーＥー38 塩化ニッケル（6H2O） 500g ¥ 5,000（＋税）

1ーＥー40 塩化バリウム（2H2O） 500g ¥ 2,800（＋税）

1ーＥー41 塩化ビニル（ポリマー） 500g ¥ 3,900（＋税）

1ーＥー42 塩化マグネシウム（6H2O） 500g ¥ 2,250（＋税）

1ーＥー43 塩化マンガン（4H2O） 500g ¥ 4,300（＋税）

1ーＥー44 塩化パラジウム 1g ¥ 10,500（＋税）

1ーＥー45 塩化メチレン（ジクロロメタン）500mL ¥ 1,900（＋税）

1ーＥー46 塩化リチウム（無水） 25g ¥ 2,250（＋税）

1ーＥー47 塩基性フクシン 25g ¥ 8,900（＋税）

1ーＥー48 塩酸（35%） 500mL ¥ 1,200（＋税）

1ーＥー49 塩酸（35%） 4kg ¥ 5,300（＋税）

・価格は参考価格です。地区、試薬メーカーにより価格が異なることがあります。
詳しくは代理店にお問い合わせ下さい。
・試薬の購入については毒物劇物取扱い資格を取得し販売登録した店よりご購入願います。
・医薬用外毒物及び劇物、危険物は、法令により必ず「カギ」のかかる薬品庫に、普通薬と区別して保管して下さい。
・品質維持管理や使用期限等の問題があるため原則返品対応はできませんのでご了承ください。

薬品・試薬の販売について
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試　薬（化学試薬・生物薬品）

312必要な理科実験器がすぐ検索！

コード 品　　　　　　　　名 参考価格
1ーＥー51 塩酸チアミン（ビタミンB1） 1g ¥ 3,200（＋税）

1ーＥー52 塩酸チアミン（ビタミンB1） 25g ¥ 3,300（＋税）

1ーＥー53 塩酸ヒドロキシルアミン 25g ¥ 3,800（＋税）

1ーＥー54 塩酸ピリドキシン（ビタミンB6） 25g ¥ 3,100（＋税）

1ーＥー55 塩素酸カリウム 500g ¥ 5,500（＋税）

1ーＥー56 塩素酸ナトリウム 500g ¥ 5,200（＋税）

1ーＥー57 塩素水 500mL ¥ 3,000（＋税）
（オ）

1ーOー1 黄血塩（フェロシアン化カリウム） 500g ¥ 9,100（＋税）

1ーOー3 オキシン（8-ヒドロキシキノリン） 25g ¥ 4,300（＋税）

1ーOー4 オリーブ油 500g ¥ 3,600（＋税）

1ーOー5 オレイン酸 500mL ¥ 2,600（＋税）

1ーOー6 オルトケイ酸ナトリウム 500g ¥ 2,400（＋税）

1ーOー7 オルセイン（メルク） 5g ¥ 33,000（＋税）

1ーOー8 オルセイン 1g ¥ 6,900（＋税）

1ーOー9 オレイン酸ナトリウム 25g ¥ 3,400（＋税）
（カ）

1ーKAー1 海砂 500g ¥ 2,800（＋税）

1ーKAー3 過塩素酸（60%） 500mL ¥ 6,200（＋税）

1ーKAー4 過酸化水素水（35%） 500mL ¥ 1,500（＋税）

1ーKAー5 過酸化ベンゾイル 100g ¥ 3,700（＋税）

1ーKAー7 苛性カリ（水酸化カリウム） 500g ¥ 1,900（＋税）

1ーKAー8 苛性ソーダ（水酸化ナトリウム） 500g ¥ 1,750（＋税）
凍 1ーKAー9 カタラーゼ（Sig） 100mg ¥ 25,000（＋税）

1ーKAー10 過炭酸ナトリウム（ペルオキソ炭酸Na） 500g ¥ 2,600（＋税）

1ーKAー11 果糖（レブロース） 25g ¥ 2,400（＋税）

1ーKAー12 果糖（レブロース） 500g ¥ 5,500（＋税）

1ーKAー13 活性炭素（粉末） 1Kg ¥ 2,600（＋税）

1ーKAー14 活性炭素（粒状） 500g ¥ 3,100（＋税）

1ーKAー15 カナダバルサム 25g ¥ 2,100（＋税）

1ーKAー16 カーバイト（塊状）（炭化カルシウム） 500g ¥ 5,800（＋税）

1ーKAー17 カーボンブラック 500g ¥ 3,100（＋税）

1ーKAー18 過マンガン酸カリウム 500g ¥ 3,450（＋税）

1-126-0155 可溶性デンプン（デンプン） 500g ¥ 1,900（＋税）

1ーKAー20 D-ガラクトース 25g ¥ 3,600（＋税）

1ーKAー21 カリウム 25g ¥ 23,600（＋税）

1-126-0159 カリみょうばん（硫酸カリウムアルミニウム） 500g ¥ 1,700（＋税）

1-126-0166 カリみょうばん（硫酸カリウムアルミニウム）（大粒） 500g ¥ 2,800（＋税）

1ーKAー23 カルシウム 25g ¥ 2,600（＋税）

1ーKAー24 カルミン（カーミン）（メルク） 5g ¥ 26,200（＋税）

1ーKAー25 εーカプロラクタム 500g ¥ 5,300（＋税）

1ーKAー26 カルバミン酸エチル 25g ¥ 5,300（＋税）

1ーKAー27 還元鉄 500g ¥ 2,950（＋税）

1-157-0850 乾燥酵母 500g ¥ 2,400（＋税）

1ーKAー29 DL-カンファー（樟脳） 500g ¥ 8,900（＋税）
（キ）

1ーKIー1 ギ酸（88%） 500mL ¥ 2,200（＋税）

1ーKIー2 ギ酸エチル 500mL ¥ 5,700（＋税）

1ーKIー3 ギ酸メチル 500mL ¥ 6,000（＋税）

1ーKIー4 キシレン（キシロール） 500mL ¥ 1,750（＋税）

コード 品　　　　　　　　名 参考価格
1ーKIー5 ギムザ染色液 100mL ¥ 2,600（＋税）

1ーKIー6 イソ吉草酸 25mL ¥ 4,800（＋税）

1-155-0603 キネチン（カイネチン） 100mg ¥ 6,800（＋税）

1ーKIー8 牛脂 500mL ¥ 2,750（＋税）

1ーKIー9 金箔 10枚 時　価
（ク）

1ーKUー1 グアヤコール 25g ¥ 2,600（＋税）

1-126-0253 クエン酸（一水和物） 500g ¥ 2,100（＋税）

1ーKUー3 クエン酸三カリウム（H2O） 500g ¥ 3,100（＋税）

1ーKUー4 クエン酸三ナトリウム（2H2O） 500g ¥ 2,600（＋税）

1ーKUー5 クエン酸鉄アンモニウム緑色 25g ¥ 2,750（＋税）

1ーKUー6 グラファイト（黒鉛）（粉末） 500g ¥ 3,800（＋税）
冷 1ーKUー8 グリコーゲン 1g ¥ 13,000（＋税）

1ーKUー9 グリシン 25g ¥ 1,750（＋税）

1ーKUー10 クリスタルバイオレット 25g ¥ 5,850（＋税）

1ーKUー11 グリセリン（グリセロール） 500mL ¥ 2,350（＋税）

1-126-0254 D-グルコース（ブドウ糖） 500g ¥ 2,000（＋税）

1ーKUー13 L-グルタミン酸 25g ¥ 2,600（＋税）

1ーKUー15 m-クレゾール 500mL ¥ 13,900（＋税）

1ーKUー16 クレゾールレッド 1g ¥ 4,000（＋税）

1ーKUー17 クロム酸カリウム 500g ¥ 12,400（＋税）

1ーKUー18 クロムみょうばん 500g ¥ 12,800（＋税）

1ーKUー19 クロロベンゼン 500mL ¥ 2,250（＋税）

1ーKUー20 p-クロロフェノキシ酢酸 25g ¥ 4,500（＋税）

1ーKUー21 クロロホルム 500mL ¥ 2,100（＋税）
（ケ）

1ーKEー1 ケイ酸ナトリウム溶液（1号）（水ガラス） 500g ¥ 2,250（＋税）

1ーKEー2 ケイ素（塊状） 500g ¥ 14,100（＋税）

1ーKEー3 ケイソウ土 500g ¥ 2,950（＋税）

1ーKEー4 硅砂 500g ¥ 2,250（＋税）

1ーKEー5 ゲンチアナバイオレットB 25g ¥ 9,100（＋税）
（コ）

1ーKOー1 高度サラシ粉 500g ¥ 2,250（＋税）

1ーKOー2 黒鉛（グラファイト） 500g ¥ 3,800（＋税）

1ーKOー3 五酸化二リン（無水リン酸） 500g ¥ 5,200（＋税）

1ーKOー4 コハク酸 500g ¥ 3,100（＋税）

1ーKOー5 コハク酸二ナトリウム 500g ¥ 3,600（＋税）

1ーKOー6 コロジオン（5%） 500mL ¥ 5,000（＋税）

1ーKOー8 コルヒチン 1g ¥ 20,600（＋税）
（サ）

1ーSAー1 酢酸 500mL ¥ 1,750（＋税）

1ーSAー2 酢酸 3L ¥ 7,400（＋税）

1ーSAー3 酢酸アルミニウム（水溶性） 500g ¥ 3,400（＋税）

1ーSAー4 酢酸アンモニウム 500g ¥ 2,400（＋税）

1ーSAー5 酢酸エチル 500mL ¥ 1,750（＋税）

1ーSAー6 酢酸オルセイン溶液 25mL ¥ 6,700（＋税）

1ーSAー7 酢酸カーミン溶液（シュナイダーアセトカルミン） 25mL ¥ 3,100（＋税）

1ーSAー8 酢酸カーミン溶液（シュナイダーアセトカルミン） 500mL ¥ 10,700（＋税）

1ーSAー9 酢酸カルシウム（H2O） 500g ¥ 3,300（＋税）

1ーSAー10 酢酸ナトリウム（3H2O） 500g ¥ 2,250（＋税）
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※価格は参考価格です。詳しくは代理店にお問い合わせ下さい。
※「時価」の掲載がある試薬については、代理店にお問い合わせ下さい。
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※参考：石灰水を作る場合は消石灰（SI-53）を使用します
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試　薬（化学試薬・生物薬品）

コード、価格が赤色のものは、一般によく使用されている商品です。

コード 品　　　　　　　　名 参考価格
1ーSAー11 酢酸銅（H2O） 500g ¥ 5,300（＋税）

1ーSAー12 酢酸ビニル（ポリマー） 500g ¥ 6,900（＋税）

1ーSAー13 酢酸ビニル（モノマー） 500mL ¥ 2,200（＋税）

1ーSAー14 サッカロース（ショ糖） 500g ¥ 1,750（＋税）

1ーSAー15 サラシ粉（次亜塩素酸カルシウム） 500g ¥ 2,250（＋税）

1ーSAー16 サフラニン 25g ¥ 11,200（＋税）

1ーSAー17 サリチル酸 25g ¥ 2,100（＋税）

1ーSAー18 サリチル酸 500g ¥ 4,100（＋税）

1ーSAー19 サリチル酸フェニル（ザロール） 500g ¥ 6,000（＋税）

1ーSAー20 酸化亜鉛 500g ¥ 2,950（＋税）

1ーSAー21 酸化アルミニウム 500g ¥ 1,900（＋税）

1ーSAー22 酸化カルシウム（生石灰） 500g ¥ 2,100（＋税）

1ーSAー23 酸化銀 25g 時　価
1ーSAー24 酸化第一鉄 500g ¥ 4,200（＋税）

毒 1ーSAー25 酸化第二水銀（黄色） 25g ¥ 8,000（＋税）
毒 1ーSAー26 酸化第二水銀（赤色） 25g ¥ 11,800（＋税）

1ーSAー27 酸化第二鉄（ベンガラ） 500g ¥ 2,800（＋税）

1ーSAー28 酸化第一銅 500g ¥ 4,100（＋税）

1ーSAー29 酸化第二銅（粉末） 500g ¥ 4,800（＋税）

1ーSAー30 酸化チタン（二酸化チタン） 500g ¥ 3,100（＋税）

1ーSAー32 ザルツマン試薬 100mL ¥ 9,000（＋税）
（シ）

1ーSIー1 ジアスターゼ 25g ¥ 2,250（＋税）
冷 1ーSIー2 シアノコバラミン（ビタミンB12）100mg ¥ 4,400（＋税）

1ーSIー3 次亜リン酸ナトリウム（H2O） 500g ¥ 3,800（＋税）

1ーSIー4 次亜塩素酸カルシウム（サラシ粉） 500g ¥ 2,250（＋税）

1ーSIー5 次亜塩素酸ナトリウム溶液（10%）（アンチホルミン） 500mL ¥ 1,380（＋税）

1ーSIー6 CMCーNa（カルボキシメチルセルロースNa） 500g ¥ 3,450（＋税）

1ーSIー7 ジエチルエーテル 500mL ¥ 3,300（＋税）

1ーSIー9 シクロヘキサン 500mL ¥ 1,900（＋税）

1ーSIー10 シクロヘキセン 500mL ¥ 9,000（＋税）

1-155-0602 2,4ジクロロフェノキシ酢酸（2,4-D） 25g ¥ 3,500（＋税）

1ーSIー12 ジクロロメタン（塩化メチレン）500mL ¥ 1,900（＋税）

1ーSIー13 1,2ジクロロエタン（塩化エチレン）500mL ¥ 2,100（＋税）

1ーSIー14 p-ジクロロベンゼン（パラゾール） 500g ¥ 2,600（＋税）

1ーSIー15 2,6ジクロロインドフェノールナトリウム 1g ¥ 5,600（＋税）

1ーSIー16 四三酸化鉄 500g ¥ 3,100（＋税）

1ーSIー18 シッフ試薬 500mL ¥ 9,900（＋税）

1ーSIー19 α,αージピリジル 1g ¥ 1,900（＋税）

1-126-0249 四ほう酸ナトリウム（ホウ砂） 500g ¥ 2,100（＋税）

1ーSIー21 ジメチルグリオキシム 25g ¥ 3,900（＋税）

1ーSIー22 ジフェニルアミン 25g ¥ 4,800（＋税）

1ーSIー23 ジベレリンA3 100mg ¥ 4,500（＋税）

1ーSIー24 重クロム酸アンモン（ニクロム酸アンモン） 500g ¥ 7,400（＋税）

1ーSIー25 重クロム酸カリウム（ニクロム酸カリウム） 500g ¥ 5,200（＋税）

1ーSIー26 重クロム酸ナトリウム（ニクロム酸ナトリウム） 500g ¥ 3,800（＋税）

1ーSIー27 重炭酸カリウム（炭酸水素カリウム） 500g ¥ 3,100（＋税）

1ーSIー28 重炭酸ナトリウム（炭酸水素ナトリウム） 500g ¥ 1,400（＋税）

1ーSIー29 シュウ酸（2H2O） 500g ¥ 2,600（＋税）

1ーSIー30 臭素（ブロム） 25g ¥ 6,500（＋税）

コード 品　　　　　　　　名 参考価格
1ーSIー31 臭素水（ブロム水） 500mL ¥ 3,900（＋税）

1ーSIー32 酒石酸 500g ¥ 3,800（＋税）

1ーSIー33 酒石酸アンモニウム 500g ¥ 7,400（＋税）

1ーSIー34 酒石酸カリウムナトリウム（ロッセル塩） 500g ¥ 3,100（＋税）

1ーSIー35 酒石酸ナトリウム（2H2O） 500g ¥ 6,000（＋税）

1ーSIー36 硝酸（1.38） 500mL ¥ 1,550（＋税）

1ーSIー37 硝酸亜鉛 500g ¥ 2,800（＋税）

1ーSIー38 硝酸アルミニウム 500g ¥ 2,600（＋税）

1ーSIー39 硝酸アンモニウム 500g ¥ 2,950（＋税）

1ーSIー40 硝酸カリウム 500g ¥ 2,100（＋税）

1ーSIー41 硝酸カルシウム（硝酸石灰） 500g ¥ 2,100（＋税）

1ーSIー42 硝酸銀 25g 時　価
1ーSIー43 硝酸銀 500g 時　価
1ーSIー44 硝酸銀液（N/100） 500mL ¥ 4,400（＋税）

1ーSIー45 硝酸ストロンチウム 25g ¥ 1,550（＋税）

1ーSIー46 硝酸ストロンチウム 500g ¥ 6,200（＋税）

1ーSIー47 硝酸ナトリウム 500g ¥ 2,250（＋税）

1ーSIー48 硝酸第二鉄 500g ¥ 3,100（＋税）

1ーSIー49 硝酸銅（Ⅱ）（3H2O） 500g ¥ 3,100（＋税）

1ーSIー50 硝酸鉛 500g ¥ 8,700（＋税）

1ーSIー51 硝酸ニッケル 500g ¥ 4,100（＋税）

1ーSIー52 硝酸リチウム 25g ¥ 2,750（＋税）

1ーSIー53 消石灰（水酸化カルシウム） 500g ¥ 1,900（＋税）

1ーSIー54 ショ糖（サッカロース） 500g ¥ 1,900（＋税）

1ーSIー55 樟脳（DL-カンファー） 500g ¥ 8,900（＋税）

1-793-0001 シリカゲル（青）中粒 500g ¥ 1,680（＋税）

1-126-0157 食用色素（赤） 50g ¥ 4,500（＋税）

1ーSIー58 食用色素（青） 50g ¥ 9,700（＋税）

1ーSIー59 食用色素（黄） 50g ¥ 5,000（＋税）
（ス）

毒 1ーSUー1 水銀 500g ¥ 14,700（＋税）

1ーSUー2 水酸化アルミニウム 500g ¥ 2,100（＋税）

1ーSUー3 水酸化カリウム（苛性カリ） 500g ¥ 1,900（＋税）

1ーSUー4 水酸化カルシウム（消石灰） 500g ¥ 1,900（＋税）
冷 1ーSUー5 水酸化第二銅 500g ¥ 18,000（＋税）

1ーSUー6 水酸化バリウム 500g ¥ 2,950（＋税）

1ーSUー7 水酸化ナトリウム（苛性ソーダ） 500g ¥ 1,750（＋税）

1ーSUー8 スカーレット 3R 25g ¥ 4,650（＋税）

1ーSUー9 スズ（粒状） 500g ¥ 12,300（＋税）

1ーSUー10 スズ箔 10枚 ¥ 2,250（＋税）

1ーSUー11 スダンⅢ 25g ¥ 6,400（＋税）

1ーSUー12 スルファミン酸 25g ¥ 1,550（＋税）

1ーSUー13 ステアリン酸 500g ¥ 2,400（＋税）

1ーSUー14 スルファニル酸 25g ¥ 2,100（＋税）

1ーSUー15 5-スルホサリチル酸 25g ¥ 3,000（＋税）

1ーSUー16 スチレン（モノマー） 500mL ¥ 2,250（＋税）

1ーSUー17 スチレン（ポリマー） 500g ¥ 3,950（＋税）
（セ）

1-126-0255 精製水（ケース付） 20L ¥ 4,800（＋税）

1ーSEー2 生石灰（酸化カルシウム） 500g ¥ 2,100（＋税）
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試　薬（化学試薬・生物薬品）

314必要な理科実験器がすぐ検索！

コード 品　　　　　　　　名 参考価格
1ーSEー3 石英砂 20～30メッシュ 500g ¥ 2,400（＋税）

1ーSEー4 石炭酸（フェノール） 500g ¥ 2,600（＋税）

1ーSEー5 石油エーテル 500mL ¥ 1,900（＋税）

1ーSEー6 石油ベンジン 500mL ¥ 1,750（＋税）

1ーSEー7 赤リン 25g ¥ 2,100（＋税）

1ーSEー8 セダーオイル（ツェーデル油） 25g ¥ 2,750（＋税）

1ーSEー9 セタノール 500g ¥ 3,800（＋税）

1ーSEー10 石灰石（大理石） 500g ¥ 2,250（＋税）

1ーSEー15 石灰石（ライムストーン） 1kg ¥ 2,400（＋税）

1ーSEー12 ゼラチン 500g ¥ 4,650（＋税）

1ーSEー13 セルラーゼ「オノズカ」R-10 10g ¥ 31,400（＋税）

1ーSEー14 セルラーゼ「オノズカ」RS 10g ¥ 56,600（＋税）
（ソ）

1ーSOー1 ソーダ灰（無水炭酸ナトリウム） 500g ¥ 1,900（＋税）

1ーSOー2 ソーダ石灰（粒状） 500g ¥ 2,600（＋税）
（タ）

1ーTAー1 タートラジン 25g ¥ 8,000（＋税）

1-126-0163 ダーリアバイオレット 25g ¥ 8,800（＋税）

1ーTAー3 脱水ラノリン 500g ¥ 6,600（＋税）

1ーTAー4 大理石（石灰石）（粒状） 500g ¥ 2,250（＋税）

1ーTAー5 タルク 500g ¥ 2,600（＋税）

1ーTAー6 炭酸アンモニウム 500g ¥ 2,950（＋税）

1ーTAー7 炭酸カリウム 500g ¥ 1,900（＋税）

1ーTAー8 炭酸カルシウム 500g ¥ 1,900（＋税）

1ーTAー9 炭酸水素カリウム（重炭酸カリウム） 500g ¥ 3,100（＋税）

1-126-0238 炭酸水素ナトリウム（重炭酸ナトリウム） 500g ¥ 1,500（＋税）

1ーTAー11 炭酸ナトリウム（無水）（ソーダ灰） 500g ¥ 1,900（＋税）

1ーTAー12 炭酸ナトリウム（10H2O） 500g ¥ 4,100（＋税）

1ーTAー13 炭酸マグネシウム（塩基性） 500g ¥ 6,700（＋税）

1ーTAー14 タンニン酸 25g ¥ 2,100（＋税）

1ーTAー15 炭素粉末（カーボンブラック） 500g ¥ 3,100（＋税）
（チ）

1ーTIー2 チオシアン酸アンモン（ロダンアンモン） 500g ¥ 7,400（＋税）

1ーTIー3 チオシアン酸カリウム（ロダンカリ） 500g ¥ 3,800（＋税）

1ーTIー4 チオ硫酸ナトリウム（5H2O）（ハイポ） 500g ¥ 1,750（＋税）

1ーTIー5 チタン（スポンジ状） 25g ¥ 2,600（＋税）

1ーTIー6 チモールフタレイン 1g ¥ 2,950（＋税）

1ーTIー7 チモールブルー 1g ¥ 4,500（＋税）
（ツ）

1ーTUー1 ツイーン20 25g ¥ 1,900（＋税）

1ーTUー2 ツイーン80 500g ¥ 3,950（＋税）

1ーTUー3 ツェーデル油（セダーオイル） 25g ¥ 2,750（＋税）
（テ）

1ーTEー1 デキストリン 500g ¥ 2,950（＋税）

1ーTEー2 テストステロン 1g ¥ 10,400（＋税）

1-126-0150 鉄粉 #50（粗目） 500g ¥ 2,500（＋税）

1-126-0151 鉄粉 #300（細目） 500g ¥ 1,950（＋税）

1ーTEー5 鉄粉（電解） 500g ¥ 5,300（＋税）

1ーTEー7 鉄みょうばん 500g ¥ 3,800（＋税）

1ーTEー8 テレピン油 500mL ¥ 2,750（＋税）

コード 品　　　　　　　　名 参考価格
1ーTEー9 デンプン（馬鈴薯） 500g ¥ 2,250（＋税）

1ーTEー10 デンプン（とうもろこし） 500g ¥ 3,100（＋税）

1-126-0155 デンプン（溶性） 500g ¥ 1,900（＋税）
（ト）

1-126-0248 銅粉 #350 500g ¥ 5,800（＋税）

1-126-0247 銅（粉末）ステアリン酸約2%添加 #325 500g ¥ 9,800（＋税）

1ーTOー3 銅（粒状） 500g ¥ 5,200（＋税）

1ーTOー4 銅（片状） 500g ¥ 9,300（＋税）

1ーTOー5 トリス（ヒドロキシメチル）アミノメタン 25g ¥ 2,600（＋税）

1ーTOー6 ドデシル硫酸ナトリウム 500g ¥ 6,350（＋税）

1ーTOー7 トリエタノールアミン 500mL ¥ 2,400（＋税）

1ーTOー8 トリクロロエチレン（トリクレン）500mL ¥ 2,600（＋税）
凍 1ーTOー9 トリプシン（シグマ） 100mg ¥ 27,000（＋税）

1ーTOー11 p-トルイジン 500g ¥ 26,800（＋税）

1ーTOー12 トルエン（トルオール） 500mL ¥ 1,200（＋税）
（ナ）

1ーNAー1 ナトリウム 25g ¥ 7,600（＋税）

1ーNAー2 ナフタレン 500g ¥ 3,100（＋税）

1ーNAー3 αーナフタレン酢酸（NAA） 25g ¥ 5,200（＋税）

1-155-0601 αーナフタレン酢酸カリウム 25g ¥ 16,200（＋税）

1ーNAー5 αーナフトール 25g ¥ 5,000（＋税）

1ーNAー6 βーナフトール 25g ¥ 4,650（＋税）

1ーNAー7 鉛（粒状） 500g ¥ 3,100（＋税）
（ニ）

1ーNIー1 ニクロム酸アンモン（重クロム酸アンモン） 500g ¥ 7,400（＋税）

1ーNIー2 ニクロム酸カリウム（重クロム酸カリウム） 500g ¥ 5,200（＋税）

1ーNIー3 ニクロム酸ナトリウム（重クロム酸ナトリウム） 500g ¥ 3,800（＋税）

1ーNIー5 二酸化ケイ素（無水ケイ酸） 500g ¥ 1,900（＋税）

1ーNIー6 二酸化マンガン（粒状） 500g ¥ 3,000（＋税）

1ーNIー7 二酸化マンガン（粉末） 500g ¥ 2,600（＋税）

1ーNIー8 ニッケル（粉末）（99%） 25g ¥ 3,700（＋税）

1ーNIー9 ニトロベンゼン 500mL ¥ 2,600（＋税）

1ーNIー10 乳酸 500mL ¥ 4,650（＋税）

1ーNIー11 乳糖（ラクトース H20） 500g ¥ 4,800（＋税）

1ーNIー12 ニュートラルレッド（ノイトラルロート） 25g ¥ 18,200（＋税）

1ーNIー13 尿素 500g ¥ 2,100（＋税）

1ーNIー14 二硫化炭素 500mL ¥ 5,600（＋税）

1ーNIー15 ニンヒドリン 1g ¥ 2,100（＋税）

1ーNIー16 ニンヒドリン 5g ¥ 4,300（＋税）

1-155-0602 2,4-D（2,4-ジクロロフェノキシ酢酸） 25g ¥ 3,500（＋税）

1ーNIー18 2,6ジクロロインドフェノールナトリウム 1g ¥ 5,600（＋税）
（ネ）

毒 1ーNEー1 ネスラー試薬 100mL ¥ 2,400（＋税）

1ーNEー2 燃料用アルコール（メタノール）500mL ¥ 600（＋税）

1ーNEー3 燃料用アルコール（メタノール） 14kg ¥ 8,000（＋税）
（ノ）

1ーNOー1 ノイトラルロート（ニュートラルレッド） 25g ¥ 18,200（＋税）
（ハ）

1ーHAー1 ハイドロキノン（ヒドロキノン） 25g ¥ 1,580（＋税）

1ーHAー2 ハイドロキノン（ヒドロキノン） 500g ¥ 6,500（＋税）
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試　薬（化学試薬・生物薬品）

コード、価格が赤色のものは、一般によく使用されている商品です。

コード 品　　　　　　　　名 参考価格
1ーHAー3 ハイドロサルファイトナトリウム（アジチオン酸ナトリウム） 500g ¥ 2,950（＋税）

1ーHAー4 麦芽糖（マルトース）（H2O） 25g ¥ 2,750（＋税）

1ーHAー5 麦芽糖（マルトース）（H2O） 500g ¥ 10,000（＋税）
冷 1ーHAー8 パンクレアチン 100g ¥ 7,500（＋税）

1ーHAー9 万能指示薬 MOC-FF 500mL ¥ 7,400（＋税）

1ーHAー11 パラゾール（p-ジクロロベンゼン） 500g ¥ 2,600（＋税）

1-321-0575 パラフィン（56～58℃） 500g ¥ 2,750（＋税）

1-126-0239 パルミチン酸 500g ¥ 3,100（＋税）

1ーHAー15 馬鈴薯デンプン 500g ¥ 2,250（＋税）
（ヒ）

1-312-0048 PH標準液 PH4（4.01） 500mL ¥ 2,200（＋税）

1-312-0049 PH標準液 PH7（6.86） 500mL ¥ 2,200（＋税）

1-312-0054 PH標準液 PH9（9.18） 500mL ¥ 2,200（＋税）

1ーHIー2 P・T・C（フェニルチオカルバミド） 25g ¥ 18,200（＋税）

1ーHIー3 ビオチン（ビタミンH） 100mg ¥ 3,800（＋税）

1ーHIー4 ビスマス（蒼鉛）99%（粒） 25g ¥ 3,000（＋税）

1ーHIー5 ビタミンB1（塩酸チアミン） 1g ¥ 3,200（＋税）

1ーHIー6 ビタミンB1（塩酸チアミン） 25g ¥ 3,300（＋税）

1ーHIー7 ビタミンB2（リボフラビン） 25g ¥ 5,800（＋税）

1ーHIー8 ビタミンB6（塩酸ピリドキシン） 25g ¥ 3,100（＋税）

1ーHIー9 ビタミンC（L-アスコルビン酸） 500g ¥ 7,100（＋税）
冷 1ーHIー10 ビタミンB12（シアノコラバミン）100mg ¥ 5,200（＋税）

1ーHIー11 ビタミンH 100mg ¥ 3,800（＋税）
冷 1ーHIー12 ビタミンE 25g ¥ 7,950（＋税）

1ーHIー13 BTB（ブロモチモールブルー）（粉末） 1g ¥ 2,600（＋税）

1-126-0160 BTB溶液（ブロモチモールブルー溶液）500mL ¥ 3,200（＋税）

1ーHIー15 p-ヒドロキシ安息香酸n-ブチル 25g ¥ 1,850（＋税）

1ーHIー16 p-ヒドロキシ安息香酸n-ブチル 500g ¥ 6,400（＋税）

1ーHIー17 8-ヒドロキシキノリン（オキシン） 25g ¥ 4,300（＋税）

1ーHIー18 ヒドロキノン（ハイドロキノン） 25g ¥ 1,580（＋税）

1ーHIー19 ヒドロキノン（ハイドロキノン） 500g ¥ 6,500（＋税）

1ーHIー20 ヒドロキシプロピルセルロース 3～6cps 25g ¥ 6,500（＋税）

1ーHIー21 ヒマシ油 500g ¥ 3,300（＋税）

1ーHIー25 ピロガロール 25g ¥ 2,750（＋税）

1ーHIー26 ピロニンG 1g ¥ 15,900（＋税）
（フ）

1ーHUー1 1,10-フェナントロリン（H2O） 1g ¥ 2,100（＋税）

1ーHUー2 1-フェニル-2-チオ尿素（P・T・C） 25g ¥ 18,200（＋税）

1ーHUー3 フェノール（石炭酸） 500g ¥ 2,600（＋税）

1ーHUー4 フェノールフタレイン 25g ¥ 2,300（＋税）

1-126-0677 フェノールフタレイン溶液（滴定用）100mL ¥ 2,300（＋税）

1ーHUー6 フェノールフタレイン溶液（滴定用）500mL ¥ 5,200（＋税）

1ーHUー7 フェノールレッド 1g ¥ 2,750（＋税）

1ーHUー8 フェリシアン化カリウム（赤血塩） 25g ¥ 2,250（＋税）

1ーHUー9 フェリシアン化カリウム（赤血塩） 500g ¥ 5,900（＋税）

1ーHUー10 フェーリング液 A 500mL ¥ 3,000（＋税）

1ーHUー11 フェーリング液 B 500mL ¥ 3,600（＋税）

1ーHUー12 フェロイン溶液（滴定用） 100mL ¥ 7,400（＋税）

1ーHUー13 フェロシアン化カリウム（黄血カリ） 500g ¥ 8,600（＋税）

1ーHUー15 フクシン（塩基性） 25g ¥ 8,900（＋税）

コード 品　　　　　　　　名 参考価格
1ーHUー16 1-ブタノール 500mL ¥ 1,750（＋税）

1ーHUー17 2-ブタノール 500mL ¥ 2,250（＋税）

1ーHUー19 フマル酸 500g ¥ 2,600（＋税）

1ーHUー20 1-プロパノール 500mL ¥ 2,100（＋税）

1ーHUー21 2-プロパノール 500mL ¥ 1,600（＋税）

1-126-0256 沸騰石 500g ¥ 3,800（＋税）

1-126-0254 ブドウ糖（D-グルコース） 500g ¥ 2,000（＋税）

1ーHUー24 フルオレセイン 25g ¥ 7,600（＋税）

1ーHUー27 プロピオン酸 500mL ¥ 2,600（＋税）

1ーHUー28 ブロモチモールブルー（BTB）（粉末） 1g ¥ 2,600（＋税）

1-126-0160 ブロモチモールブルー溶液（BTB溶液）500mL ¥ 3,200（＋税）
（ヘ）

1-312-0048 PH標準液 PH4（4.01） 500mL ¥ 2,200（＋税）

1-312-0049 PH標準液 PH7（6.86） 500mL ¥ 2,200（＋税）

1-312-0054 PH標準液 PH9（9.18） 500mL ¥ 2,200（＋税）

1ーHEー2 ヘキサメチレンジアミン 25g ¥ 1,550（＋税）

1ーHEー3 n-ヘキサン 500mL ¥ 1,450（＋税）

1ーHEー4 1-ヘキセン 25mL ¥ 2,450（＋税）

1ーHEー5 ペクチン（レモン製） 25g ¥ 2,600（＋税）

1ーHEー6 ベネジェクト液 25mL ¥ 1,850（＋税）

1ーHEー7 ベネジェクト液 500mL ¥ 3,950（＋税）
冷 1ーHEー8 ペプシン（1万単位） 25g ¥ 12,000（＋税）

1ーHEー9 n-ヘプタン 500mL ¥ 2,600（＋税）

1ーHEー10 ペプトン 25g ¥ 2,100（＋税）

1ーHEー11 ペプトン 500g ¥ 15,200（＋税）
冷 1ーHEー12 ヘモグロビン（粉末） 25g ¥ 11,500（＋税）

1ーHEー13 ペルオキソ炭酸ナトリウム（過炭酸ナトリウム） 500g ¥ 2,600（＋税）

1ーHEー14 6-ベンジルアミノプリン（6-ベンジルアデニン）（Sig） 1g ¥ 13,800（＋税）

1ーHEー15 ベンゼン（ベンゾール） 500mL ¥ 1,800（＋税）

1ーHEー16 1-ペンタノール（n-アミルアルコール）500mL ¥ 3,800（＋税）

1ーHEー17 n-ペンタン 500mL ¥ 3,300（＋税）
（ホ）

1-126-0158 ホウ酸（粉末） 500g ¥ 1,800（＋税）

1-126-0249 ホウ酸ナトリウム（ホウ砂） 500g ¥ 2,100（＋税）

1ーHOー3 抱水クロラール 25g ¥ 2,950（＋税）

1ーHOー4 抱水クロラール 500g ¥ 7,900（＋税）

1ーHOー6 ポリエチレングリコール 4000 500g ¥ 4,100（＋税）

1ーHOー7 ポリビニルアルコール（1700） 500g ¥ 4,100（＋税）

1ーHOー8 ホルマリン（ホルムアルデヒド）500mL ¥ 1,450（＋税）
（マ）

1ーMAー1 マグネシウム（粉末） 500g ¥ 5,500（＋税）

1ーMAー2 マグネシウム（削状） 100g ¥ 3,100（＋税）

1-126-0152 マグネシウム（テープ状） 25g ¥ 4,500（＋税）

1ーMAー4 マセロチーム R-10 10g ¥ 31,400（＋税）

1ーMAー5 松脂（ロジン） 500g ¥ 2,400（＋税）

1ーMAー6 マラカイトグリーン（シュウ酸塩） 25g ¥ 3,000（＋税）

1ーMAー7 マルトース（麦芽糖）（H2O） 25g ¥ 2,750（＋税）

1ーMAー8 マルトース（麦芽糖）（H2O） 500g ¥ 10,000（＋税）

1ーMAー9 マレイン酸 500g ¥ 4,850（＋税）

1ーMAー10 マロン酸 500g ¥ 8,600（＋税）
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試　薬（化学試薬・生物薬品）

316必要な理科実験器がすぐ検索！

コード 品　　　　　　　　名 参考価格
1ーMAー11 マンニット（マンニトール） 25g ¥ 2,100（＋税）

1ーMAー12 マンニット（マンニトール） 500g ¥ 4,500（＋税）

1ーMAー13 マンノース 25g ¥ 8,800（＋税）
（ミ）

1ーMIー1 水ガラス（ケイ酸ナトリウム溶液）（1号） 500g ¥ 1,900（＋税）

1ーMIー2 蜜ロウ 500g ¥ 9,200（＋税）

1-126-0159 みょうばん（カリみょうばん） 500g ¥ 1,700（＋税）

1-126-0166 みょうばん（カリみょうばん）（大粒） 500g ¥ 2,800（＋税）
（ム）

1ーMUー1 無水亜硫酸ナトリウム 500g ¥ 1,750（＋税）

1ーMUー2 無水ケイ酸（二酸化ケイ素） 500g ¥ 1,900（＋税）

1ーMUー3 無水炭酸ナトリウム（ソーダ灰） 500g ¥ 1,900（＋税）

1ーMUー4 無水硫酸ナトリウム（粉末） 500g ¥ 1,750（＋税）

1ーMUー5 無水硫酸銅 500g ¥ 5,000（＋税）

1ーMUー6 無水燐酸（五酸化二リン） 500g ¥ 5,200（＋税）
（メ）

1ーMEー1 メタクリル酸メチル（モノマー）500mL ¥ 2,600（＋税）

1ーMEー2 メタノール 500mL ¥ 1,120（＋税）

1ーMEー3 メタノール 3L ¥ 5,500（＋税）

1ーMEー4 メタノール（燃料用） 500mL ¥ 600（＋税）

1ーMEー5 メタノール（燃料用） 14kg ¥ 8,000（＋税）

1ーMEー6 メタリン酸 500g ¥ 6,000（＋税）

1-126-0678 メチルオレンジ 25g ¥ 3,400（＋税）

1ーMEー9 メチル・エチル・ケトン（MEK）500mL ¥ 1,550（＋税）

1ーMEー10 メチルグリーン 10g ¥ 26,700（＋税）

1ーMEー11 メチルセルロース（4000） 500g ¥ 8,000（＋税）

1ーMEー12 メチルバイオレットB 25g ¥ 4,850（＋税）

1ーMEー13 3-メチルー1-ブタノール（イソアミルアルコール） 500mL ¥ 3,500（＋税）

1ーMEー14 2-メチルー2-プロパノール 500mL ¥ 2,800（＋税）

1ーMEー15 メチルレッド 1g ¥ 4,650（＋税）

1ーMEー16 メチレンブルー（3H2O） 25g ¥ 7,200（＋税）

1ーMEー17 メチレンブルー溶液 500mL ¥ 7,100（＋税）

1ーMEー18 L-メントール 25g ¥ 2,100（＋税）
（モ）

1ーMOー1 木ロウ 500g ¥ 5,900（＋税）

1ーMOー2 モリブデン酸 25g ¥ 3,400（＋税）

1ーMOー3 モリブデン酸アンモニウム 25g ¥ 2,400（＋税）

1ーMOー4 モリブデン酸ナトリウム 25g ¥ 3,400（＋税）

1ーMOー5 モール氏塩（硫酸第一鉄アンモン） 500g ¥ 2,950（＋税）
（ヤ）

1ーYAー1 焼石膏（ギブス） 500g ¥ 2,600（＋税）

1ーYAー2 焼みょうばん 500g ¥ 2,750（＋税）

1ーYAー3 ヤシ油 500g ¥ 2,950（＋税）

1ーYAー4 ヤーヌスグリーン 5g ¥ 16,700（＋税）
（ヨ）

1ーYOー1 ヨウ化カリウム 25g ¥ 2,100（＋税）

1ーYOー2 ヨウ化カリウム 500g ¥ 7,200（＋税）

1ーYOー3 葉酸 1g ¥ 5,400（＋税）

1-126-0155 溶性デンプン（デンプン） 500g ¥ 1,900（＋税）

1ーYOー5 ヨウ素 25g ¥ 2,100（＋税）

コード 品　　　　　　　　名 参考価格
1-126-0156 ヨウ素液（0.05mol/L） 500mL ¥ 2,300（＋税）

1ーYOー7 ヨウ素酸カリウム 25g ¥ 1,800（＋税）

1ーYOー8 ヨウ素酸カリウム 500g ¥ 8,700（＋税）
（ラ）

1ーRAー1 ライトグリーンSFイエロー 25g ¥ 37,700（＋税）

1ーRAー2 ラウリルアルコール（ドデシルアルコール） 500g ¥ 3,300（＋税）

1ーRAー3 ラウリル硫酸ナトリウム（95%）（ドデシル硫酸ナトリウム） 500g ¥ 6,400（＋税）

1ーRAー4 n-ラク酸 500g ¥ 4,800（＋税）

1ーRAー5 ラクトース（H2O）（乳糖） 500g ¥ 4,800（＋税）

1ーRAー7 ラノリン（脱水） 500g ¥ 6,600（＋税）
（リ）

1ーRIー1 リチウム 25g ¥ 8,600（＋税）

1ーRIー2 リトマス（粒状） 25g ¥ 11,400（＋税）

1-126-0161 リトマス液（青） 25mL ¥ 1,800（＋税）

1-126-0162 リトマス液（赤） 25mL ¥ 1,800（＋税）

1ーRIー4 リトマス液（青又は赤） 100mL ¥ 2,750（＋税）

1ーRIー5 リボフラビン（ビタミンB2） 25g ¥ 5,800（＋税）

1ーRIー7 硫化アンモニウム（無色） 500mL ¥ 6,500（＋税）

1ーRIー8 硫化鉄 500g ¥ 2,450（＋税）
冷 1ーRIー9 硫化ナトリウム（9H2O） 500g ¥ 6,000（＋税）

1ーRIー10 硫酸 500mL ¥ 1,450（＋税）

1ーRIー11 硫酸 6kg ¥ 5,900（＋税）

1ーRIー12 硫酸亜鉛（7H2O） 500g ¥ 1,900（＋税）

1ーRIー13 硫酸アルミニウム（14～18H2O） 500g ¥ 5,200（＋税）

1ーRIー14 硫酸アンモニウム 500g ¥ 1,900（＋税）

1ーRIー15 硫酸カリウム（粉末） 500g ¥ 2,400（＋税）

1-126-0159 硫酸カリウムアルミニウム（カリみょうばん） 500g ¥ 1,700（＋税）

1ーRIー17 硫酸カルシウム（2H2O） 500g ¥ 2,400（＋税）

1ーRIー19 硫酸第一鉄 500g ¥ 1,900（＋税）

1ーRIー20 硫酸第一鉄アンモン（モール氏塩） 500g ¥ 2,950（＋税）

1ーRIー21 硫酸第二鉄 500g ¥ 4,100（＋税）

1ーRIー22 硫酸第二鉄アンモニウム 500g ¥ 3,800（＋税）

1ーRIー23 硫酸第二チタン 25g ¥ 5,200（＋税）

1ーRIー24 硫酸銅（5H2O） 500g ¥ 2,750（＋税）

1ーRIー25 硫酸ナトリウム（無水） 500g ¥ 1,550（＋税）

1ーRIー26 硫酸ニッケル 500g ¥ 4,500（＋税）

1ーRIー27 硫酸バリウム 500g ¥ 2,950（＋税）

1ーRIー28 硫酸マグネシウム（7H2O） 500g ¥ 1,750（＋税）

1ーRIー29 硫酸マンガン 500g ¥ 3,300（＋税）

1ーRIー30 流動パラフィン 500mL ¥ 2,400（＋税）

1ーRIー31 DL-リンゴ酸 500g ¥ 2,600（＋税）

1ーRIー32 リン酸 500mL ¥ 2,600（＋税）

1ーRIー33 リン酸一アンモニウム 500g ¥ 3,000（＋税）

1ーRIー34 リン酸二アンモニウム 500g ¥ 2,600（＋税）

1ーRIー35 リン酸一カリウム（リン酸二水素カリウム） 500g ¥ 2,400（＋税）

1ーRIー36 リン酸二カリウム（リン酸水素ニカリウム） 500g ¥ 2,750（＋税）

1ーRIー37 リン酸水素カルシウム（2H2O） 500g ¥ 3,100（＋税）

1ーRIー39 リン酸三カルシウム 500g ¥ 4,500（＋税）

1ーRIー40 リン酸三カリウム 500g ¥ 3,800（＋税）

1ーRIー41 リン酸一ナトリウム（2H2O）（ﾘﾝ酸二水素ﾅﾄﾘｳﾑ） 500g ¥ 2,600（＋税）
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※価格は参考価格です。詳しくは代理店にお問い合わせ下さい。
※「時価」の掲載がある試薬については、代理店にお問い合わせ下さい。
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汎用
試薬

小学校用
試薬

中学校用
試薬

その他
試薬

コード 品　　　　　　　　名 参考価格
1ーRIー42 リン酸一ナトリウム（無水）（ﾘﾝ酸二水素ﾅﾄﾘｳﾑ） 500g ¥ 2,600（＋税）

1ーRIー43 リン酸二ナトリウム（12H2O）（ﾘﾝ酸水素ニﾅﾄﾘｳﾑ） 500g ¥ 2,100（＋税）

1ーRIー44 リン酸二ナトリウム（無水）（ﾘﾝ酸水素ニﾅﾄﾘｳﾑ） 500g ¥ 2,750（＋税）

1ーRIー45 （+）-リモネン 25mL ¥ 4,000（＋税）

1-126-0166 硫酸カリウムアルミニウム（カリみょうばん）（大粒） 500g ¥ 2,800（＋税）
（ル）

1ーRUー1 ルミノール 1g ¥ 3,200（＋税）

1ーRUー2 ルゴール液 500mL ¥ 3,700（＋税）
（レ）

1ーREー1 レシチン（大豆製） 500g ¥ 3,400（＋税）

1ーREー2 レゾルシン 25g ¥ 1,800（＋税）

1ーREー3 レゾルシン 500g ¥ 7,400（＋税）

1ーREー4 レモン油 25g ¥ 3,000（＋税）

1ーREー5 レブロース（果糖） 25g ¥ 2,400（＋税）

1ーREー6 レブロース（果糖） 500g ¥ 5,500（＋税）
（ロ）

1ーROー1 ロジン（松脂） 500g ¥ 2,400（＋税）

1ーROー3 ローダミンB 25g ¥ 10,000（＋税）

1ーROー4 ロッセル塩（セニエット塩） 500g ¥ 3,100（＋税）
（ワ）

1ーWAー1 ワセリン（白） 500g ¥ 2,950（＋税）

1ーWAー2 ワセリン（黄） 500g ¥ 8,500（＋税）
（規定液）

1ーXXー1 アンモニア水 N/10 500mL ¥ 4,500（＋税）

1ーXXー2 塩酸 N/2 500mL ¥ 1,750（＋税）

1ーXXー3 塩酸 N/10 500mL ¥ 1,750（＋税）

1ーXXー4 塩酸 4N 500mL ¥ 3,000（＋税）

1ーXXー5 酢酸 N/10 500mL ¥ 3,100（＋税）

1ーXXー6 シュウ酸 N/10 500mL ¥ 2,250（＋税）

1ーXXー7 硝酸 N/10 500mL ¥ 2,950（＋税）

1ーXXー8 水酸化カリウム N/2 500mL ¥ 2,600（＋税）

1ーXXー9 水酸化カリウム N/10 500mL ¥ 1,900（＋税）

1ーXXー10 水酸化ナトリウム N/2 500mL ¥ 1,550（＋税）

1ーXXー11 水酸化ナトリウム N/10 500mL ¥ 1,550（＋税）

1ーXXー12 水酸化ナトリウム 4N 500mL ¥ 3,600（＋税）

1ーXXー13 硫酸 N/2 500mL ¥ 1,900（＋税）

1ーXXー14 硫酸 N/10 500mL ¥ 1,750（＋税）

1ーXXー15 過マンガン酸カリ N/10 500mL ¥ 2,600（＋税）

1ーXXー16 過マンガン酸カリ N/40 500mL ¥ 2,400（＋税）

1ーXXー17 過マンガン酸カリ N/100 500mL ¥ 3,000（＋税）

1ーXXー18 炭酸ナトリウム N/10 500mL ¥ 3,450（＋税）

1ーXXー19 チオ硫酸ナトリウム N/40 500mL ¥ 2,100（＋税）

1ーXXー20 チオ硫酸ナトリウム N/100 500mL ¥ 2,100（＋税） 濃縮食塩水（飽和食塩水） 
コード 容　量 価　格

1-126-0465 480mL ¥650（＋税）
● 実験にすぐ使える濃縮食塩水です。
● 濃縮食塩水480mLのボトル1本から
約150～250gの塩ができます。
ペットボトル容量：480mL　重さ646g

酸・アルカリ試薬（希釈済試薬） 
コード 品　名 濃　度 価　格

1-126-0670 うすい塩酸 4％（約1.1mol/L） ¥1,500（＋税）
1-126-0671 うすい塩酸C 10％（約2.9mol/L） ¥1,800（＋税）
1-126-0672 うすい硫酸 4％（約0.4mol/L） ¥1,700（＋税）
1-126-0673 うすい硫酸C 10％（約1.0mol/L） ¥1,700（＋税）
1-126-0674 うすいアンモニア水 2％（約2.3mol/L） ¥1,600（＋税）
1-126-0675 うすい水酸化ナトリウム水溶液 4％（約1mol/L） ¥1,500（＋税）
1-126-0676 石灰水（飽和水酸化カルシウム水溶液） 飽和 ¥1,600（＋税）
1-126-0669 塩化銅水溶液 10％（約0.8mol/L） ¥3,800（＋税）
1-126-0667 硫酸銅水溶液 約16％（1.0mol/L） ¥4,500（＋税）
1-126-0668 硫酸亜鉛水溶液 約16％（1.0mol/L） ¥5,000（＋税）
1-126-0666 硝酸銀水溶液 約2％（約0.1mol/L） ¥1,300（＋税）
容量：1L（硝酸銀のみ10mL）
※濃度10％の塩酸と硫酸については10％を超えて含有していません。

すぐに使える薄めた試薬

モル濃度試薬（希釈済試薬）
コード 品　名 濃　度 価　格

1-126-0680 塩酸 2mol/L（約7％） ¥3,000（＋税）
1-126-0681 酢酸 1mol/L（約6％） ¥3,000（＋税）
1-126-0682 水酸化ナトリウム水溶液 1mol/L（約4％） ¥3,000（＋税）
1-126-0683 過マンガン酸カリウム水溶液 0.1mol/L（約2％） ¥1,700（＋税）
容量：1L

モル濃度で調整済

317

試　薬（化学試薬・生物薬品）

コード、価格が赤色のものは、一般によく使用されている商品です。

311-317_試薬.indd   317311-317_試薬.indd   317 2019/02/26   15:18:352019/02/26   15:18:35



318

先生のアイデアをカタチに！　教材のアイデアを募集しています

《応募について》
・当社に商品化と販売の実施許諾を頂きます。
・教材は理科分野、設備分野を対象とします。
※ ケニスホームページでもアイデアを募集しております。

ケニスでは、先生方のアイデアを活かした理科教材作りを行って
おります。豊富な実践経験から生まれた、先生の熱い思いをお聞
かせ頂ければ、教育現場に密着した製品開発につなげて参ります。
是非ともケニスまでご相談下さい。

先生の困ったを解決！　製品に関するご意見・ご要望
「方位磁針が狂って困る」「ガスバーナーの使い方の指導が大変」
などなど、先生方が普段の理科授業で感じた、困った事例をケニ
スまで教えて下さい。「先生の困ったを解決する」をテーマに、製
品開発を進めて参ります。

当社製品に関するご意見、ご要望をお寄せ下さい。
※ ご回答は時間がかかる場合がございます。あらかじめご了承下さい。

理科の先生をサポート！　教材を作ることだけが仕事ではありません
全国各地で開催される「教員研修会」や「理科部会」などから講師
依頼を頂き、現場の先生方の実験スキルアップのお手伝いをして
います。「企画部宅急便」と呼ばれるこの出前授業では、教科書の
「定番実験のコツ」や「安全な実験の進め方のポイント」を体験し
て頂いたり、最新の実験器具やICT機器を活用した実験方法の紹
介などを行っています。

《実験テーマ例》
実験機器の正しい使用方法、顕微鏡のメンテナンス講座、
プログラミング教育、パソコン計測実験、実験安全講習　等

先生のアイデアやご要望をお聞かせ下さい
「先生の困ったを解決する！」がケニスの目標です

大阪本社　企画部　担当：若松・米谷

TEL ：06 - 4800 - 0724（企画部直通）
 　（受付：平日10:00～17:00）

FAX ：06 - 6882 - 3768
Mail ：kikaku@kenis.co.jp
※ケニスホームページからも募集しています

連絡先
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公益社団法人 日本理科教育振興協会幹事会社　総合理化学機器製造提供会員 ケニス株式会社

もっと児童生徒達に
観察・実験を体験させてください。

理科室での実体験を伴った学びは、
子供たちの様 な々能力を刺激してくれます。

いつもとは違う世界を、
自分の目で見て、触れて、感じる。
そこには子供たちの無限の可能性が広がります。

科学する心を育てる、それは生きる力を学ぶこと。
理科室で学んだことが、
日本の未来を支える力になります。

●理科室の確保
●消耗品の充実
●観察・実験機器の整備充実

理科教育環境の整備充実をお願いします
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●価格は2019年3月現在の価格です。本カタログでは、税抜の本体価格を
　表示しております。
●価格は2019年3月現在の価格です。本カタログでは、税抜の本体価格を
　表示しております。
●価格は2019年3月現在の価格です。本カタログでは、税抜の本体価格を
　表示しております。

公益社団法人 公益社団法人 日本理科教育振興協会幹事会社日本理科教育振興協会幹事会社
総合理化学機器製造提供会員総合理化学機器製造提供会員

31年度の31年度の31年度の

・・ ・・ ・・

ご購入の手引きとしてご利用いただきます様、お願い申し上げます。ご購入の手引きとしてご利用いただきます様、お願い申し上げます。

920920

、、

2019年度2019年度2019年度

、、

公益社団法人 日本理科教育振興協会幹事会社
総合理化学機器製造提供会員

製品規格に関するお問合せはケニス企画部へ

 TEL：06 - 4800 - 0724（企画部直通）
 FAX：06 - 6882 - 3768
 Mail：kikaku@kenis.co.jp

〔所属協会〕
一般社団法人 日本科学機器協会
公益社団法人 日本理科教育振興協会幹事会社
総合理化学機器製造提供会員

〔事業許可関係〕
毒物劇物一般販売業登録
計量器販売事業登録
高度管理医療機器等販売許可

http://www.kenis.co.jp

本 社 大阪市北区天満2丁目7-28 TEL（06）4800-0721㈹
〒530-0043 FAX（06）6882-3768

東 京 支 社 東京都江東区佐賀1丁目2-8 TEL（03）3630-8121㈹
〒135-0031 FAX（03）3630-8187

福 岡 支 店 福岡市博多区東比恵3丁目16-3 TEL（092）473-6600㈹
〒812-0007 FAX（092）473-6635

広 島 支 店 広島市西区三篠町2丁目9-15 TEL（082）537-2511㈹
〒733-0003 FAX（082）230-2132

札幌営業所 札幌市北区北10条西4-1-19 楠本第10ビル1階 TEL（011）746-1061㈹
〒001-0010 FAX（011）746-1062

仙台営業所 仙台市若林区河原町2丁目5-40 クレセール河原町1階 TEL（022）302-5460㈹
〒984-0816 FAX（022）302-5463
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お客様用FAX注文シート
ご注文日　　　　年　　月　　日

http://www.kenis.co.jp

◆ご注文品 
コード 商品名・型式 単価 数量 金額 備考

1 1-130-0901 ビーカー 100mL（6個組） 2,280 2 円
6個組が2組の
12個です

2 円

3 円

4 円

5 円

6 円

7 円

8 円

9 円

10 円

〈通信欄〉

お手数ですがこの発注シートをコピーしてご利用ください。
※ご注文の際は個数組に注意して数量をご検討ください。

お名前 学校名

TEL FAX

■ ご注文・ご用命は…
ご発注は簡単で
スピーディーな
FAXで!

4,560

31

先生
公益社団法人 日本理科教育振興協会幹事会社　総合理化学機器製造提供会員

2019
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