
キャンペーン
コード

区分 型式 有効容量
キャンペーン価格

（円）

10-0050 7● ZR-48K
冷蔵庫：約43L
製氷室：約5L

70,000 → 56,000

10-4017 7● ZR-70K
冷蔵庫：約65L
冷凍室：約5L

83,500 → 66,800

● ●
■容量48Lのスマートなタイプと70Lの大容量タイプからお選び頂けます。

■ノンフロン冷媒（R600a）採用。

● ●
■半導体ペルチェ素子を使用した静音タイプ。

■冷媒フロンを使わない電子冷却式なので環境に優しい製品。

ZR-48K

FEF-15K

温度設定：5℃±3℃（室温25℃時）

外寸法：W330×D353×H445㎜

電源：AC100V 50/60Hz 60W

キャンペーン
コード

区分 型式
有効
容量

キャンペーン価格
（円）

10-4015 7● FEF-15K 約15L 82,000 → 65,600

ユーザー様向け

鍵付冷蔵庫、蓄冷剤、クールプレート等

夏に欠かせない冷却関連製品を

最大30％OFFにてご提供致します

冷却関連製品キャンペーン
● キャンペーン期間：2018年7月2日～9月28日 ●

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

この他にも対象商品がございます。次頁以降もご覧下さい。

温度設定：5℃±3℃（室温30℃時）

外寸法：W450×D450×H510㎜（ZR-48K）

W470×D450×H632㎜（ZR-70K）
電源：AC100V 50/60Hz 68W

在庫限りで

終了になります



使用温度：－20～60℃
外寸法：約W153×D122×H79mm ※高さは内部の容器を含む。

44-2221 アルミカットビーズ 約950g 8,800円

■－15℃以下を長時間（約2時間）保ちます。

■卓上でのワーク中、サンプルの温度上昇を防ぎます。

■再冷却すれば繰り返し使用が可能。

■発泡スチロール容器にステンレス容器を組合せた

保冷ボックス。氷やアルミビーズを使用できます。

■ステンレスの内部容器は取外しが可能。

耐冷温度：－80℃
サイズ：120×100×66㎜
適合チューブ：1.5mlマイクロチューブ及び

胴径φ11mm以下の凍結保存用チューブ

使用例（アルミビーズ別売）

キャンペーン
コード

区分 型式
キャンペーン
価格（円）

10-4011 7● CW-21PC 5,500 → 3,850

キャンペーン
コード

区分 型式
キャンペーン
価格（円）

10-4012 ７● S-1AK 2,000 → 1,400

キャンペーン
コード

区分 型式
キャンペーン
価格（円）

10-0166 6● B-20 220 → 154

10-0167 6● B-50 420 → 294

キャンペーン
コード

区分 規格
キャンペーン
価格（円）

10-4039 ７● 500ml 1,200 → 900

●

●

●

●

● ●
■冷凍しても形状が変わらない、こんにゃくタイプの蓄冷剤。

■保冷容器のスペースの有効活用に繋がります。

重量：200g（B-20）、500g（B-50）
サイズ：170×110㎜（B-20）、250×150㎜（B-50）

● ●
■－15℃を24時間キープという今までにない持続性。※

■家庭用冷凍庫での凍結が可能。

■環境にも優しく安全。繰返し何度でも使用可能。

サイズ：190×140×29㎜
※ 保証値ではありません。
※ －60℃以下の冷凍庫にて凍結させますと容器が破損することがあります。

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

関連商品



キャンペーン
コード

区分 型式
キャンペーン
価格（円）

10-4046 7● SA-800 180,000 → 153,000

●●
■スマートなデザインと使いやすさを工夫しました。

■プレートカバーをかぶせて低温庫としても使用可能。

プレートサイズ：W220×D150㎜

温度範囲： 0～80℃（室温25℃時）※室温より25℃下げることが可能
温度精度：±0.5℃（室温25℃時、中心部）

外寸法：W356×D248×H133（＋78）㎜
電源：AC100V 50/60Hz 2A

プレートサイズ：W85×D85（CP-085）、W120×D120（CP-120）
温度範囲：5～105℃（無負荷時） 温度精度：±0.2℃（無負荷時）
外寸法：W126×D218×H93㎜（CP-085）、W160×D265×H83㎜（CP-120）
電源：AC100V 50/60Hz 1.7A（CP-085）

AC100V 50/60Hz 2A（CP-120）

45-0732 マグネットスターラー C-MAG MS7 57,200円

キャンペーン
コード

区分 型式
キャンペーン
価格（円）

10-0069 ７● CP-085 109,800 → 93,330

10-0070 ７● CP-120 168,000 → 142,800

● ●
■厚さ約20mmの冷却・加熱両用の恒温プレート。

■プレート表面を温度コントロール、サンプルの温度変性

防止に最適。

■ペルチェモジュールを使用、低振動・低騒音。

■自動滴定装置のサンプル温度制御、電位差滴定、水分計の

サポートの他、各種有機合成反応にも最適です。

■外部温度センサ機能付（温度センサ別売）。

■日本薬局方-製薬用水の導電率測定時の温度調整・管理に。

キャンペーン
コード

区分 型式
キャンペーン
価格（円）

10-0590 8● SAC-900 277,000 → 221,600

●●
■精度の良いJPt測温抵抗体センサ採用。

■冷却可能な恒温庫としてもご使用頂けます。

■日本薬局方・導電率測定にも最適。

回転数：200～800rpm

撹拌容量：50ml～1L（ビーカー）

温度範囲：－3～80℃（室温25℃時）

温度精度：±0.5℃（10℃設定時）

冷却・加熱槽：φ110×H115㎜

外寸法：W275×D278×H355mm（固定支柱含む） 電源：AC100V 50/60Hz 5A

使用例（CP-120 + マグネットスターラー MS7）

使用例（ビーカー別売）

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

関連商品



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 ： http://www.co-sansyo.co.jp

ご用命は…

キャンペーン
コード

区分 型式
キャンペーン
価格（円）

10-4047 ７● HZB-12 96,000 → 76,800

内寸法（開口部×奥行き×高さ）

400×350×450㎜（B-1）、500×350×450㎜（B-2）

600×450×450㎜（B-3）、700×450×450㎜（B-4）

● ●
■軽量で断熱効果抜群の保冷バッグです。ハードタイプの

内容器を入れてご使用下さい。

■上蓋のみファスナー式で開閉可能です。

■持ち運びのしやすい持ち手付です。

■使用時のわずか5分の1以下に折りたためるので省スペース

で収納が可能。

キャンペーン
コード

区分 型式 容量
キャンペーン
価格（円）

10-0273 6 B-1 60L 18,200 → 14,560

10-0274 6 B-2 75L 20,000 → 16,000

10-0275 6 B-3 120L 22,000 → 17,600

10-0276 6 B-4 140L 23,700 → 18,960

● ●
■内蔵タンクに水を入れるだけで製氷することが可能（水道

配管作業不要）。

■最大1㎏の貯氷が可能。

製氷能力：12kg/日（室温25℃時）
氷寸法：大（33×直径30～35mm）、中（33×直径25～30mm）、

小（33×直径20～25mm）の3種類

給水タンク容量：3L

使用冷媒：R-134a

外寸法：W297×D367×H378㎜

電源：AC100V 50/60Hz 120W（製氷時）/ 180W（離氷時）

※使用環境条件により、氷のサイズは変化します。

※できあがった氷は飲食用には使用できません。

※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。
※必ずキャンペーンコードでのご発注をお願い致します。

対象商品の詳しい仕様は
SAN-WEB（http://san-web.co-sansyo.co.jp/）でご確認下さい。

SAN-WEB

スマホ版はこちら


