
ユーザー様向け

※対象商品の詳しい仕様はSAN-WEB（https://san-web.co-sansyo.co.jp/）でご確認下さい。
※必ずキャンペーンコードでのご発注をお願い致します。

※価格はすべて税抜き価格です。消費税は含まれておりません。

キャンペーン
コード

区分 型式
プレートサイズ

（mm）
規格

キャンペーン
価格（円）

10-5021 7● TLC-miniS 100×100 1槽式 22,000 → 16,500

10-5022 7● TLC-mini 100×100 2槽式 29,000 → 21,750

10-5023 7● TLC-1S 200×200 1槽式 36,000 → 27,000

10-5002 7● TLC-1 200×200 2槽式 40,000 → 30,000

板厚：5mm

キャンペーン
コード

区分 型式 適用
キャンペーン
価格（円）

10-5003 7● TBD-1 TLC-1S、TLC-1 4,800 → 3,600

外寸法：W385×D200×H55mm

材質：PVC

使用例

TLC展開槽
◆硬質1級ガラスで透明度が高く、観察性に優れています。
◆2槽式タイプは2種類の溶媒で展開することができます。
◆別売にてガラス製（ストッパー有・無）、ステンレス製の蓋をご用意しております。

TLC展開槽転倒防止台
◆ちょっとした衝撃でTLC展開槽が倒れないよう支える台座です。
◆台の裏に滑り止めシート（別売）等を貼って地震対策に。

最新の総合カタログ2022号掲載

弊社オリジナル新商品
及びその他おすすめ品を
最大30%OFFでご提供！

新カタログ発刊記念

キャンペーン期間

2021年10月21日～12月28日



キャンペーン
コード

区分 型式 規格
キャンペーン
価格（円）

10-5005 7● WBR-1.5 1.5mlマイクロチューブ×20本 9,900 → 7,920

ラック本体 外寸法：W115.5×D109.5×H50mm 角穴：約11.5mm 材質：SUS304（電解研磨）

取出し棒 全長：120mm（ねじ部除く） 材質：SUS304 

蓋 カラー：クリア 材質：ポリカーボネート

キャンペーン
コード

区分 型式 規格
キャンペーン
価格（円）

10-5007 7● SS-CELL 標準セル×50本 4,200 → 2,940

適合セル：光路10×幅10×高さ45mm

外寸法：W188×D95×H61mm 角穴：約15mm

材質：SUS304（電解研磨）

使用例

使用例

キャンペーン
コード

区分 さじ幅（mm） ヘラ部先端幅（mm）
キャンペーン
価格（円）

10-5008 7● 3 5.5 640 → 480

全長：220mm

キャンペーン
コード

区分 型式 入数（本）
キャンペーン
価格（円）

10-2302 7● EG（エコノミーグレード） 10 5,200 → 3,640

材質：硬質1級ガラス

全長：180mm

外径：φ4.965mm 内径：φ4.220±0.10mm

キャンペーン
コード

区分 掛け数 材質
キャンペーン
価格（円）

10-5009 7● 8本 SUS304 3,200 → 2,240

使用例

※対象商品の詳しい仕様はSAN-WEB（https://san-web.co-sansyo.co.jp/）でご確認下さい。
※必ずキャンペーンコードでのご発注をお願い致します。

※価格はすべて税抜き価格です。消費税は含まれておりません。

ウォーターバスラック
◆マイクロチューブをウォーターバスで加熱する為のラックです。
◆取出し棒を蓋の穴に通し、チューブをセットしたラックのねじ穴で固定して使用します。蓋が上からチュー
ブを押さえる為、加熱中でもキャップが開きません。

◆オートクレーブ可能。

セル用ステンレスラック
◆標準セルを最大50本立てることができるステンレス製のセルラックです。
◆堅牢な作りの為、丈夫で長持ちします。
◆ステンレス製で耐腐食性が高く、清潔にご使用頂くことができます。電解研磨の表面処理によって滑ら
かな仕上がりになっています。表面が均一化されている為、汚れがつきにくく、洗浄も容易です。

◆オートクレーブ可能。

NMRサンプルチューブ
◆外径はセンタレス研磨により外径φ4.965 mmと超高精密に研磨されており、スピナータービンに常に
真っ直ぐにきちっと収まります。

◆上部を口焼していて丈夫です。
◆真直度は30μmでスピニングサイドバンドが出る心配はありません。

+0.005
-0.010

NMRチューブ用スパチュラ
◆NMRチューブの底まで届く、細長いスパチュラです。
◆チューブ内の試料の調整に適しています。
◆材質はSUS304です。

ピンセット・スパーテル立て
◆波形スタンドをスライドさせて、ちょうど良い位置に調整することができます。
◆長さの違うピンセットやスパーテル、はさみ等を一緒に立てられます。
◆ステンレス製でオートクレーブ滅菌やアルコール殺菌に対応。
◆別売のステンレス角型バットと組合せることで衛生的に使用できます。

別売のバットは
商品コード：92-1531 ステンレス角型バット 浅型21枚取（価格：1,150円）をお使い下さい。



キャンペーン
コード

区分 型式 使用温度範囲
キャンペーン
価格（円）

10-5024 8● SMU-63C -3～60℃（設定-5～65℃） 223,000 → 189,550

温度精度：±0.1～0.2℃（負荷により変動） 冷却能力・冷媒：180W（設定温度25℃時）・R-134a

外寸法 恒温ユニット：W147×D285×H326mm 水槽：約W525×D340×H210mm

電源：AC100V 50/60Hz 7A

キャンペーン
コード

区分 型式 回転数（rpm）
キャンペーン
価格（円）

10-5025 7● SMT-18C 20～1500 17,800 → 15,130

撹拌容量：最大1L（H2O） タイマー：最大9時間（5分刻み）

外寸法：W110×D180×H14.5mm

電源：AC100V 50/60Hz・DC15V 1A

キャンペーン
コード

区分 型式 回転数（rpm）
キャンペーン
価格（円）

10-4114 7● SA-5130D 5～130 185,000 → 157,250

撹拌容量：最大5L（H2O）

環境条件 温度：5～50℃ 湿度：100%rh以下 結露なきこと

外寸法：W230×D195×H87mm

電源：AC100V 50/60Hz 1A

※本製品は防水ではありません。水没・水中での使用はできません。

キャンペーン
コード

区分 型式 測定範囲
キャンペーン
価格（円）

10-5026 7● SMP-300CTD 40～300℃（室温25℃時） 220,000 → 176,000

測定精度：約±0.3℃（100℃設定時）

適合毛細管：最大φ1.55mm サンプル数：3本

外寸法：約W120×D190×H236mm 電源：AC100V 50/60Hz 2A

※対象商品の詳しい仕様はSAN-WEB（https://san-web.co-sansyo.co.jp/）でご確認下さい。
※必ずキャンペーンコードでのご発注をお願い致します。

※価格はすべて税抜き価格です。消費税は含まれておりません。

マルチサーマルユニット
◆投込み式の恒温ユニットに超小型インバータ冷凍機を搭載。
◆竪型水中ポンプの噴流撹拌により温度ムラを抑えた高精度な恒温機能。
◆PE製の水槽を標準付属。

融点測定器
◆アルミブロックの温度上昇速度を任意で設定可能 （1～10℃/分、0.1℃刻み）。
◆予熱温度を設定し、目的温度近くまでアルミブロックの温度を一気に上昇させることができるので、迅速
な測定が可能。予熱温度に達した際は、ブザーでお知らせ。

◆キャリブレーション機能付で、0.1℃単位で±5.0℃まで温度補正が可能。デジタル標準温度計（別売）を
付属の温度計サポートに差込み、セルフキャリブレーションができます。

CO2インキュベーター対応スターラー
◆CO2インキュベーター内でも使用できるよう防湿性を高めました。
◆5rpmからの超低速でも安定して撹拌できます。

超薄型マグネチックスターラー
◆磁気コイル方式の静かで安定した撹拌。自動反転機能付。
◆スライドタッチで無段階に回転数を調整可能。
◆ACアダプタ付属。USB接続も可能。

使用例

使用例

推奨デジタル温度計
商品コード：63-3205 標準デジタル白金温度計 サンピーティー SPT-800PT（価格：50,000円）



貼付例

3本立

使用例

キャンペーン
コード

区分 規格 厚さ(mm)
キャンペーン
価格（円）

10-5012 7● 20mm角×5枚 3.5 2,300 → 1,725

材質：ウレタンゲル 適応温度：-20～75℃

※本製品は地震や転倒の被害を最小限に抑えるための製品です。
※本製品使用により発生した損害事故や地震による損害に対して責任を負うものではありません。

キャンペーン
コード

区分 規格 外寸法(mm)
キャンペーン
価格（円）

10-5010 7● 2本立 W200×D100×H68 2,800 → 2,100

10-5011 7● 3本立 W300×D100×H68 3,700 → 2,775

穴内径×内高：φ83×H64mm

キャンペーン
コード

区分 型式 外寸法（mm）
キャンペーン
価格（円）

10-5027 7● WY-600 W600×D450×H900 84,000 → 63,000

内寸法：W285（右室はW225）×D390×H840mm

棚板耐荷重：15kg/枚 重量：27kg

※対象商品の詳しい仕様はSAN-WEB（https://san-web.co-sansyo.co.jp/）でご確認下さい。
※必ずキャンペーンコードでのご発注をお願い致します。

※価格はすべて税抜き価格です。消費税は含まれておりません。

株式会社 三商
本社 〒101-0025
東京都千代田区神田佐久間町3-21-41
TEL03-5820-7735 FAX03-5820-7736

札幌支店・筑波営業所・関東支店
名古屋営業所・大阪支店・広島営業所・福岡支店

URL ： https://www.co-sansyo.co.jp

ご用命は…

是非この機会にお買求め下さい！

塩ビ製薬品庫
◆ハンドルと蝶番を除き、全てPVC製で耐薬品性に優れています。
◆左右別室構造。間口の広い左室はコンテナが収納できます。
◆棚板4枚（左室用2枚、右室用2枚）付。

耐震ジェルシート
◆地震等の揺れや衝撃によるボトルホルダーに立てたガラス瓶の転倒事故防止に。
◆ジェルシートをボトルホルダー底面の四隅と中央に貼り付け、設置面に軽く押さえつけるだけの簡単設
置です。

◆セロハンテープが粘着する場所であれば使用できます。
◆ボトルホルダーをねじりながら持ち上げると取り外すことができ、再設置も可能です。

ボトルホルダー
◆試薬瓶500mlや洗浄瓶等の保管に。
◆転倒防止や作業スペースの整理整頓に最適です。
◆持ち運びや薬品庫等への収納にも便利です。
◆耐薬品性に優れたPVC製です。


