
お勧め汎用機器
年度末キャンペーン

1000rpm単位で回転数の設定が可能。
1～99分までのタイマー機能付。回転数とタイマーをデジタル表示。
0.2・0.5mlチューブ用アダプタ、0.2mlPCRチューブ用ロータ付属。

小型遠心機 可変式 ラボダンサー（試験管ミキサー）

直径30mmまでの試験管やマイクロチューブ等に対応。
タッチ部及びボディ上部は耐薬品性の高い素材を使用。
理想的な振動機構と抜群の安定感です。

回転数:2800rpm（固定）
外寸法・重量:φ100×H70mm・550g
電源:AC100～240V 50/60Hz 0.01A
※在庫無くなり次第終了となります。

キャンペーン
コード 区分 型式 キャンペーン

価格（円）

10-0360 7● SCV12K 90,000 → 63,000

キャンペーン
コード 区分 品名 キャンペーン

価格（円）

10-0169 7● SANSYO lab dancer 29,300 → 21,975

20°の角度でミキシングできますので採血管や試験管、遠沈管等の
混合に最適。マットには突起が付いており、チューブをホールド。

3Dシェーカー 硝子槽オイルバス

容器内部の観察性に優れたオイルバスです。
過昇防止、自己診断機能を安全装置として付けています。

キャンペーン
コード 区分 型式 キャンペーン

価格（円）

10-2510 7● RH-24 46,000 → 36,800

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）

10-1533 7● SGO-120 （室温+5）～250 90,000 → 72,000

10-1534 7● SGO-180 （室温+5）～200 95,000 → 76,000回転数:20rpm（固定） 回転角度:20°（固定）
目安チューブ本数:1.5ml×60本/3ml×30本/7ml×21本/15ml×17本
耐荷重:800g
外寸法・重量:W240×D170×H150mm・880g
電源:AC100V 50/60Hz

温度精度:±0.1～0.5℃（撹拌時）
水槽サイズ（公差±2.5mm）:外径φ130×内径φ123×H83mm（SGO-120）
水槽サイズ（公差±2.5mm）:外径φ180×内径φ172×H120mm（SGO-180）
電源:AC100V 50/60Hz 3A（SGO-120）、4A（SGO-180）
付属品:本体固定棒（φ10×L100mm）、ステンレスすのこ

キャンペーン期間
2019/1/7～3/29

年度末に向けてお勧め汎用機器をお得な特別価格にてご提供!!

回転数:4000～12000rpm 最大遠心力:7245×g
処理容量:1.5/2.0mlマイクロチューブ×8本
外寸法・重量:W175×D195×H115mm・1.5kg
電源:AC85～245V 50/60Hz 25W

※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。
※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。

SGO-180

ユーザー様向け



※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。
※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 温度範囲 キャンペーン

価格（円）

10-1565 7● SFD55 （室温＋10）～210℃ 193,000 → 154,400

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）

10-2431 7● SIC-10 0～60℃（at室温23℃） 199,000 → 159,200

キャンペーン
コード 区分 型式 撹拌点 キャンペーン

価格（円）

10-1544 7● SDS-C8 8 100,000 → 080,000
10-1545 7● SDS-C12 12 130,000 → 104,000

回転数:200～1200rpm 最大撹拌容量:400ml（H2O）/点
外寸法・重量:W205×D480×H50mm・約4kg（SDS-C8）
外寸法・重量:W295×D480×H50mm・約5kg（SDS-C12）
電源:AC110V 50/60Hz
付属品:φ8×L45mm撹拌子8個（SDS-C8）、12個（SDS-C12）

回転数をデジタル表示。8個及び12個の連動型で同一条件での撹拌が可能。
DCブラシレスモータ搭載で低速から高速まで安定した回転。
ステンレス天板はシリコンコートされており、滑りにくく、耐腐食性に優れています。

多連式マグネチックスターラー

温度調節精度:±1℃（at210℃） 温度分布精度:±4℃（at210℃）
タイマー:0～999.9時間 棚段数・ピッチ:9段・50mm
内寸法・容量:W300×D350×H530mm・約55L
外寸法・重量:W380×D440×H875mm・約35㎏
電源:AC100V 50/60Hz 8.5A
付属品:棚板2枚、棚受4本、転倒防止金具一式

定値運転、オートスタート/ストップ、クイックオートストップのタイマー機能付。
漏電ブレーカー、自動温度過昇防止、液圧式独立過昇防止器等を装備。
スリムでコンパクト、省スペースの送風循環式。

送風定温乾燥器

温度精度:±0.06℃（at20℃、無負荷時） 温度分布:±0.2℃（at20℃、無負荷時）
タイマー:1分～99時間59分 棚板:ピッチ50mm・5段、耐荷重約10㎏/枚
内寸法・容量:W290×D220×H250mm・18L
外寸法・重量:W390×D430×H512mm・21.5㎏
電源:AC100V 50/60Hz 4.5A（ブレーカー容量10A）
付属品:棚板2枚、鍵2個、水受けトレイ

ペルチェとヒータによる送風循環方式。ノンフロンにより低振動を実現。
オートスタート/ストップ、SVスタート、最大16ステップのプログラム運転が可能。
安全装置として漏電ブレーカー、過昇防止器を搭載。
鍵付で貴重なサンプル等の管理にも便利。

低温インキュベーター

SDS-C8

SDS-C12

キャンペーン
コード 区分 型式 回転数

（rpm）
キャンペーン

セット価格（円）

10-1521 6● SSZ-10 50～3000 92,800

10-1522 6● SSZ-11 20～1200 89,000

10-1523 6● SSZ-12 10～600 89,000

10-1524 6● SSZ-13 5～300 89,000

ドリルチャックタイプで撹拌棒をしっかり固定。本体背面にエアーパージ口を装備。
サーマルプロテクタ、電流制限回路等の安全機能付。

モータ:DCブラシレスモータ 出力35W
チャック締付範囲:φ1～10mmドリルチャック（SSZ-10のみφ1～8mm）
外寸法・重量:W130×D172×H173mm（突起部含む）・約2.5kg
電源:AC100V 50/60Hz 2A
付属品:クランプ1個、チャックハンドル1個

撹拌機SSZシリーズ 撹拌棒・翼付セット

オプション品の撹拌棒、
マリン撹拌翼をセット!!
（定価5,800円相当）



※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。
※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。

半導体圧力センサ方式のコンパクトな真空計。
水銀U字型真空計と同等以上の測定範囲と分解能があり代替品として最適。
耐食型は腐食性ガスにも対応（SUS316L及びSUS304が侵食されるガスを除く）。

デジタル真空計

キャンペーン
コード 区分 型式 受圧素子

材質
圧力ポート

材質
キャンペーン

価格（円）

10-2001 7● SVG-104 シリコン BS 095,000 → 76,000

10-2002 7● SVG-104
（耐食型） SUS316L SUS304 115,000 → 92,000

測定範囲:0.1～101.3kPa 分解能:0.1kPa 測定精度:±0.3%FS±1digit
圧力ポート:φ11mmホースニップル（取外すとRc1/4）
外寸法・重量:W90×D100×H60mm（突起部含まず）・約550g（耐食型は約640g）
電源:AC100～240VまたはUSBモバイル電源
付属品:ACアダプタ、試験成績書、検査合格表・保証書

キャンペーン
コード 区分 型式 採取方式 キャンペーン

価格（円）

10-0270 8● SWG203 イオン交換→蒸留 430,000 → 280,000

10-0271 8● SWG250B イオン交換→蒸留→ろ過 498,000 → 299,000

TOC値を低減したJIS K 0557 A4準拠の高性能タイプ。
水質維持に必要な各種フィルター類の交換時期をお知らせ。
給水・排水は左右どちらにあっても設置可能。
前処理カートリッジ、イオン交換樹脂カートリッジはワンタッチ式で交換作業が簡単。

高機能型純水製造装置

蒸留水・イオン交換水採取量:約1L/min（SWG203）、約0.5～1L/min（SWG250B）
水質表示:導電率5段階LED表示（SWG203）、導電率or比抵抗デジタル表示（SWG250B）
外寸法（突起部除く）・重量:W600×D575×H780mm・約48kg（SWG203）
外寸法（突起部除く）・重量:W600×D660×H780mm・約55kg（SWG250B）
付属品:給水/排水ホース、接続ホースアッセンブリ、缶石洗浄剤、前処理カートリッジ、
付属品:イオン交換樹脂カートリッジ
※在庫無くなり次第終了となります。

クリアランス大特価!!

設置面積W205×D405mmのコンパクトサイズで場所を取りません。
アスピレーターとエバポレーター等1台ずつに接続可能。
漏電・過電流ブレーカー、温度調節器自己診断機能等の充実した安全機能を搭載。

冷却水循環装置

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）

10-3103 8● SCA-12 －20～+30℃
（ヒータ無し） 185,000 → 148,000

温度調節精度:±2℃（－20～0℃設定時）、±1℃（0～20℃設定時）
外部循環能力（50/60Hz）:最大流量9/10L/min、最大揚程4.2/5.6m 
外部循環ノズル:ワンタッチコネクタ 内径10mm、ワンタッチホースノズル 外径10mm 
外寸法・重量:W205×D405×H545mm・約28kg
電源:AC100V 50/60Hz 8A

昇温・融点測定・冷却までの一連の温度変化をデジタル制御。
温度上昇速度を任意に変更可能。測定値を2点メモリ可能。
カバーガラス仕様で操作が簡単。毛細管を使用するより手間とコストを抑えられます。

融点測定器

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）

10-1543 7● SMP-500 +40～+300℃
（室温25℃時） 230,000 → 184,000

分解能:0.1℃ 測定精度:約±0.3℃（at100℃）
温度上昇速度設定:1℃/分～10℃/分 0.1℃刻み
外寸法・重量:約W195×D130×H80mm（足ゴム含む）・約1.4kg
電源:AC100V 50/60Hz 付属品:カバーガラス18×18mm 100枚

SWG203

SVG-104



測定範囲:－200～＋400℃
分解能:0.01℃（－199.99～＋199.99℃）、0.1℃（－200.0～＋850.0℃）
本体精度:±（0.1％＋0.2℃）
センサ精度:±｛0.15＋（0.002×T）｝℃（Tは温度測定値）
電源:006P（9V）電池1個
外寸法・重量:W72×D32×H180mm・285g
センサ:感温部パイプφ3.2×150mm、全⾧250mm、コード⾧:1m
付属品:センサプローブ、キャリングケース

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…

※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。
※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。

高精度・高安定性・高分解能を併せ持つPt100Ω温度計。
データホールド機能、最高/最低値メモリ機能を搭載。

デジタル標準温度計 デジタル温湿度計
ハイグロサーモ®

静電容量センサを採用し、低湿からの測定が可能。
露点・湿球温度演算表示可能。湿度センサに水分が吸着するとセン
サを約10℃加熱してリフレッシング。

測定範囲:温度－10～＋60℃ 湿度2～95％rh
分解能:温度0.1℃ 湿度0.1％rh
測定精度:温度±0.5℃（at＋10～＋40℃）、±1.0℃（左記以外）
測定精度:湿度±3.0％rh（at30～80％rh）、±5.0％rh（左記以外）
外寸法・重量:W54×D40×H172mm・約150g（電池含む）
電源:単4アルカリ乾電池2個
付属品:センサ、ビニールカバー、ネックストラップ、単4アルカリ乾電池
※在庫無くなり次第終了となります。

キャンペーン
コード 区分 型式 キャンペーン

価格（円）

10-1541 7● SST-100PT 70,000 → 52,500 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）

10-1640 7● SHT-200-D 直結 24,800 → 19,840

10-1641 7● SHT-200-S 標準 29,800 → 23,840

10-1642 7● SHT-200-F フレキパイプ 29,800 → 23,840

2ヶ所の温度を同時に測定。本体は防滴（IPX4）、外部センサは完
全防水（IPX7）。外部と本体の最高/最低温度&日時を自動記録。

IN-OUTデジタル防滴温度計 防水pH計

IP57準拠の防水型で水周りでの使用も安心。自動温度補償機能搭載。
センサ交換可能。持ち運びに便利なポケットサイズ。

キャンペーン
コード 区分 型式 キャンペーン

価格（円）

10-1635 6● AP-09W 3,000 → 2,100

キャンペーン
コード 区分 型式 キャンペーン

価格（円）

10-4065 7● PH-6011A 12,900 → 9,675

測定範囲:内部－10.0～＋50.0℃ 外部－20.0～＋70.0℃
分解能:0.1℃
測定精度:内部±1.0℃（0.0～＋40.0℃）、±2.0℃（左記以外）
測定精度:外部±1.0℃（－5.0～＋45.0℃）、±2.0℃（左記以外）
外寸法・重量:W80×D19×H122mm・約115g（電池・外部センサ含む）
電源:単4乾電池1個

測定範囲:0.00～14.00 pH 分解能:0.01pH 測定精度:±0.1pH
校正:手動2点校正（pH4/7）
外寸法・重量:約φ37.5×H170mm・約87g（電池含む）
電源:CR2032リチウム電池2個
付属品:校正標準液（pH4、7）、保存液、校正ボリューム調整用ドライバー

SHT-200-SSHT-200-D SHT-200-F

クリアランス特価!!


