
ガラス上口デシケーター用コック付真空計
◊別売のガラス上口デシケーターにご使用頂ける

◊コック付真空計です。

◊フタのねじ口（GL32）に取り付けるだけです。

◊真空度を目視で確認できます。

◊バルブ（接続口径R1/4）を変えれば、外径の

◊異なるチューブも接続できます。

キャンペーン
コード

区分 型式
キャンペーン
価格（円）

10-5002 7● TLC-1 40,000 → 30,000

外寸法：W285×D100×H250mm

板厚：5mm

プレートサイズ：200×200mm

※ガラス製蓋板は15-0035・0037、ステンレス製蓋は15-0036をご覧下さい。

ガラス上口デシケーター

◊耐久性の高い硬質1級ガラス製。

◊上部がGL32のねじ口になっており、別売のコック付真空計を取付け

◊られます。付属の穴あきキャップとニードルコックを取付けること

◊でも吸引できます。

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に支える台座です。

◊台の裏に滑り止めシート等（別売）を貼って地震対策に。

◊W285×D100×H250mm程度の展開層にご使用頂けます。

商品コード 区分 規格 価格（円）

85-5141 3● 150 38,000

85-5142 3● 200 42,900

85-5143 3● 250 47,000

85-5144 3● 300 64,000

付属品：PTFEスピンドル付ニードルコック（吸引口外径：8mm）、

付属品：シリコンパッキン付穴あきキャップ

※中板は別売です。

キャンペーン
コード

区分 セット内容
キャンペーン
価格（円）

10-5004 7●
真空計、継ぎ手、

ストレートボールバルブ、
PTFEシールテープ

15,000 → 10,500

真空計 ゲージ範囲：－0.1～0MPa 接続口径：G1/4

継ぎ手 材質：アクリル ねじ規格：GL32

ストレートボールバルブ 適合チューブ外径：12mm 材質：PPS（樹脂部）、NBR（パッキン） 接続口径：R1/4

※チューブは別途ご用意下さい。
※ご使用前にはデシケーターにキズやカケがないことを必ずご確認下さい。

TLC展開槽 2槽式
◊本体は硬質1級ガラス製で透明度が高く、

◊観察性に優れています。

◊2種類の溶媒で展開することができる2槽式

◊タイプ。

◊別売の蓋はガラス製（ストッパー有・無）、

◊ステンレス製の2種類があります。

キャンペーン
コード

区分 型式
キャンペーン
価格（円）

10-5003 7● TBD-1 4,800 → 3,600

外寸法：W385×D200×H55mm

材質：PVC

ユーザー様向け

取付例

使用例

最新カタログには掲載していない弊社オリジナル新商品
及びその関連商品、おすすめ品を最大30%OFFでご提供！

消耗品＆必需品 新年度キャンペーン
キャンペーン期間：2021年4月1日～6月30日

※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

◊押さえるので、加熱中でもキャップが開きません。

◊オートクレーブ可能。

マイクロチューブ
◊抜群の透明性、しっかり閉まるキャップの平底マイクロチューブ。

◊キャップ口元が深くて大きい為、優れた密閉性があります。

◊書込みのできるフラットキャップ型。日本製。

◊20,000×gまでの遠心力に耐えられます。

◊オートクレーブ可能（121℃、20分）。

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。

石英セル 2面透明
◊ES石英ガラスは純度が高く、紫外線透過性、耐薬品性に優れ、波⾧域が190nm遠紫外域から2000nmの

◊近赤外域まで使用できます。

◊ガラスのフタ付。

◊エアーブランク測定値を製品に添付しています。

防水ハンディ温度計 サニタリーサーモ®

◊防水構造・丸洗いできます。保護等級6（センサは7）。

◊本体は抗菌樹脂、センサはオールステンレス製で衛生的。

◊HOLD、MAX、MIN、オートパワーオフ機能付。

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 → 7,425

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 容量
キャンペーン
価格（円）

10-5006 6● STF-15 1.5ml 4,000 → 2,800

入数：1000本/袋

材質：バージンポリプロピレン

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 3,780 → 2,646

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）

キャンペーン
コード

区分 タイプ 光路長×光路幅×高さ（mm）
キャンペーン
価格（円）

10-0622 7● 標準 10×10×45 6,000 → 4,200

材質：ES石英ガラス

キャンペーン
コード

区分 型式 付属センサ
キャンペーン
価格（円）

10-1231 7● TP-100MR TSP-100 19,800 → 14,850

測定範囲：－50～280℃ 分解能：0.1℃（－9.9～199.9℃）、1℃（左記以外）

本体精度：±0.1℃（－9.9～199.9℃）、±1℃（左記以外）

センサ精度：±2℃（－50～－10℃、200～250℃）、±1℃（－9.9～－0.1℃）

センサ精度：±0.5℃（0.0～70.0℃）、±0.7℃（70.1～110.0℃）

センサ精度：±（1% reading＋0.1）℃（110.1～199.9℃）、±3℃（251～280℃）

本体寸法・重量：W54×D40×H172mm・約150g（電池含む）

※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。

使用例

使用例



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

◊真っ直ぐにきっちり収まります。

◊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。

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。

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。

◊耐薬品性に優れた塩ビ製です。

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。

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

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

使用例

貼付例

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。

+0.005
-0.010

3本立

※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。

使用例



カラーキャップ付識別洗浄瓶
◊キャップサイドに薬品名を英語と日本語で表記。

◊ラベルは薬品に強いラミネート加工済。ボトル本体に貼ったラベルのように、よれたり剥がれたりすることが

◊ありません。

◊カラーによる識別ができます。

◊薬品名無しのタイプには市販のラベラー等でオリジナルのネームを入れてご使用頂けます。

◊扱いやすい広口キャップタイプ。

噴霧ボトル
◊ボトル（キャップ付）に別売のノズルポンプをセットして、噴霧ボトルとしてお使い頂けます。

◆ボトル本体のみ（キャップ付）

◆ロングノズルポンプ

除菌＆抗菌コートスプレー
◊化粧品やコンタクトレンズの防腐剤として使用されている次世代除菌成分PHMB（ポリヘキサニド）を配合。

◊ノンアルコールの為、無臭で刺激が少なく、安全性の高い除菌スプレーです。

◊乾いても除菌成分が表面に留まり、抗菌効果が⾧時間継続します。

キャンペーン
コード

区分 容量(ml) カラー 薬品名
キャンペーン
価格（円）

10-3071 7● 500 赤 アセトン 450 → 315

10-3072 7● 500 黄 エタノール 450 → 315

10-3073 7● 500 緑 蒸留水 450 → 315

10-3074 7● 500 白 オイル 450 → 315

10-3076 7● 500 赤 無し 440 → 310

10-3077 7● 500 黄 無し 440 → 310

10-3078 7● 500 緑 無し 440 → 310

10-3079 7● 500 白 無し 440 → 310

材質 本体：LDPE ノズル付キャップ：PP インナーチューブ：LDPE

◀裏側サイドは英表記

キャンペーン
コード

区分 規格 容量（ml）
キャンペーン
価格（円）

10-5013 7● S型 750 140 → 98

材質 本体：HDPE キャップ：PP（装着パッキン：PE発泡体）

キャンペーン
コード

区分 規格
キャンペーン
価格（円）

10-5014 7● 噴霧ボトル 750ml S型用 300 → 210

材質 ポンプ部：PP ノズル部：LDPE

キャンペーン
コード

区分 容量（ml）
キャンペーン
価格（円）

10-5015 7● 500 1,400 → 980

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…

※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。


