
2020年7月1日～9月30日

詳細は次ページ以降をご覧下さい

食品検査関連製品
Summer Campaign

食中毒対策として食品検査関連製品を対象に
最大35%OFF でご提供!!

キャンペーン
期間

キャンペーン
内容

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。

ディスポーザブルピペット

ごみの分別に便利なプラスチック個包装。1000本入り。
先端部は本体と一体成型。綿栓、マイナス目盛付。
無毒性。パイロジェンフリー保証。γ線滅菌済。

キャンペーン
コード 区分 型式 容量 キャンペーン

価格（円）

10-3651 7● L0101K 1ml 32,000 → 20,800

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。

防水ハンディ温度計 サニタリーサーモ®

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）
電源:単4乾電池2個

防水型デジタル温度計
HACCP機能で測定する食品の加熱温度、加熱時間の設定が可能。
食品工場・厨房施設など水のかかるような現場での温度管理に最適。
防水性はJIS C 0920 IP67に準拠（センサ接続時）。

測定範囲:－40.0～250.0℃ 分解能:0.1℃ 
本体精度:±（0.1＋1digit）（－40.0～200.0℃）、±5digit（左記以外）
センサ精度:±1.5℃（－40.0～－10.0℃、200.0～250.0℃）、±0.5℃（－9.9～105.0℃）
センサ精度:±0.7℃（105.1～150.0℃）、±1.0℃（150.1～199.9℃）
本体寸法・重量:W70×D40×H171mm・約155g（電池含む）
電源:単4アルカリ電池2個

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）

10-1370 8● SK-270WP S270WP-01 19,800 → 16,850

食中毒防止温湿度計
食中毒の注意ゾーンと要注意ゾーンを黄色と赤で見やすく色分けしてあります。
調理場等の温湿度管理に最適。

目盛範囲:温度－30～50℃、湿度0～100%
外寸法:φ135×D31mm 

キャンペーン
コード 区分 型式 キャンペーン

価格（円）

10-0667 8● SN-909 2,500 → 2,000

目盛:0.01ml 全⾧:279mm 材質:本体 PS、アダプタ部 PE

電動ピペットコントローラー
AccuReady

手元のボタン（無段階）orタッチパネル（3段階）で速度調整が可能。
0.1～100mlまでのピペットにご使用頂けます。
約3時間の充電で、25mlピペット約2000回分の分注作業が可能。

キャンペーン
コード 区分 型式 キャンペーン

価格（円）

10-3091 7● LA101 32,000 → 24,000

電動ピペット装着例



※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。

ディスポループ・ニードル
やわらかくしなやかで使いやすいディスポ白金耳。γ線滅菌済。

キャンペーン
コード 区分 品名 キャンペーン

価格（円）

10-3647 7● ループ1µl 17,000 → 13,600

10-3648 7● ループ10µl 17,000 → 13,600

10-3649 7● ニードル 17,000 → 13,600

キャンペーン
コード 区分 規格 サイズ

（mm）
厚さ

（mm）
キャンペーン

価格（円）

10-1103 8● LL（400型用） W180×H300 0.09 12,000 → 10,200

10-1104 8● LL ECO（400型用） W180×H280 0.08 11,000 → 09,900

10-1105 8● 80型用 W100×H150 0.09 12,000 → 10,200

ストマッカー用検査袋（フィルター無し）。γ線滅菌済。

滅菌強化ポリ袋

キャンペーン
コード 区分 品名 サイズ

（mm）
キャンペーン

価格（円）

10-1101 7● 滅菌フィルターバッグ W190×H300 11,000 → 8,800

10-1102 7● 滅菌フィルターバッグNB W190×H280 10,000 → 8,500

10-1108 7● 滅菌フィルターバッグMINI W130×H180 08,000 → 7,200

滅菌フィルターバッグ
フィルター付で濾過した検液を採取できます。γ線滅菌済。

低価格・高品質。検査用滅菌済ディスポシャーレの決定版です。

エコペトリ 滅菌シャーレ

キャンペーン
コード 区分 型式 キャンペーン

価格（円）

10-3410 7● RS 7,900 → 5,900

径×高さ:φ88×14mm 材質:PS 入数:500枚（10枚×50）

材質:PE 入数:1000枚

厚さ:0.065mm 材質:ナイロン/PE 入数:500枚

全⾧:230mm 材質:ABS 入数:2000本（20本×100）

ステンレスコンラージ棒

キャンペーン
コード 区分 品名 キャンペーン

価格（円）

10-3877 6● ステンレスコンラージ棒 0800 → 560

強度が高く、錆びにくいステンレス製のコンラージ棒。ステンレス材質SUS304。

先端部:約35mm 径×全⾧:約φ4×190mm 

滅菌フィルターバッグ



※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…

バーナー等を使用せずに手軽に滅菌。一目で温度が確認できるデジタル表示。
並ガラスのビーズ（φ1.5～2.5mm）が300g標準付属。過電流防止ヒューズ付。

キャンペーン
コード 区分 型式 キャンペーン

価格（円）

10-1562 7● SGM-300D 75,300 → 56,500

温度範囲:100～300℃
滅菌温度到達時間:≦25分（室温→300℃）
内槽寸法:φ40×150mm
外寸法・重量:W130×D150×H240mm・2.5kg
電源:AC110V 50/60Hz 120W

ガラスビーズ小型滅菌器

φ120mmの大型レンズは影がなく、くっきりと拡大して対象物が見えます。
調光機能付（100～30％）。

LED照明付拡大鏡

キャンペーン
コード 区分 型式 キャンペーン

価格（円）

10-3405 6● Z-37NLW 18,800 → 14,100

倍率:2.25× 中心直下照度:1445Lx
アーム部⾧さ:363＋363mm クランプ取付可能最大厚:55mm
電源:ACアダプタ（コード1.8m）

フェルトペンの先でタッチするごとに電子音が鳴り、LEDディスプレイに数を表示。

コロニーカウンターペン

キャンペーン
コード 区分 型式 キャンペーン

価格（円）

10-3406 7● 1464977 6,200 → 5,000

表示:デジタル5桁（0～99999）表示
外寸法・重量:W155×D19×H19mm・約20g
電源:LR41ボタン電池1個

タイマー:SVスタート 1分～999時間
内寸法・容量:W275×D195×H171mm・9.1L
外寸法・重量:W326×D253×H281mm・7.1kg
電源:AC100V 50/60Hz 100W

内槽5面ヒータ加温、自然対流エアージャケット式により温度分布精度が向上。
タイマー運転モードにより設定温度に達してから設定時間後に運転停止が可能。
安全装置として独立過熱防止装置を備えています。

パーソナルインキュベーター

キャンペーン
コード 区分 型式 温度範囲 キャンペーン

価格（円）

10-1531 7● SIT-105 （室温＋5）～60℃ 69,000 → 55,200

使用例


