
「アジア最大級 ! 分析 ・ 科学機器専門展示会」

J A S I SJ A S I SJ A S I S
展示ブース ： ５ホール (5B-203)

会 場 ： 幕張メッセ国際展示場

期 間 ： 2019/09/04( 水 ) ～/09/06( 金 )

入場無料 詳細 ・ 最新情報 ・ 事前入場登録はこちらから ▶▶▶ https://www.jasis.jp

商品コード： 766-66-03-74

価格（¥）：79,000 P.1366
掲載頁

メッキ槽用pH計  
商品コード： 766-66-03-85

価格（¥）：79,000 P.1366
掲載頁

低導電率水用pH計  
商品コード： 000-66-01-21

価格（¥）： 48,000 P.1370
掲載頁

ポータブルｐHメーター  

商品コード： 064-23-75-21～

価格（¥）： 3,000 P.1656
掲載頁

キムテックサイエンス・ウルトラ
ブルーニトリルグローブ  

商品コード： 398-87-09-31～

価格（¥）： 1,250～ P.1667
掲載頁

化学防護手袋  58-435

商品コード： 404-23-72-61～

価格（¥）： 500 P.1663
掲載頁

ニトローブW  

「読みやすく」 「選びやすい」

誰もが実感できるサービスを提供します。

2020
科学機器総合カタログ

7 環境計測・分析機器・検査関連 P.1349～P.1592

 NEW

8 安全・防災・保護用品 P.1593～P.1770

 NEW

８０℃まで対応の丈夫な
チタンボディ pH 電極

純水・飲料水・ミネラル
ウォータなどの pH 測定に

４０cm ロンググローブで
世界標準の安全性 !

酸 ・アルカリ薬品の
取扱い作業に !

1
実験・研究必需品

P.1 ～ P.330

2
消耗・器具備品

P.331 ～ P.534

3
ろ過製品・培養・
動物実験関連

P.535 ～ P.636

4
クリーン・静電・
運搬・保管・洗浄

P.637 ～ P.814

5
汎用機器

P.815 ～ P.1150

6
計測機器

P.1151 ～ P.1348

7
環境計測・

分析機器・検査関連

P.1349 ～ P.1592

8
安全・防災・保護用品

P.1593 ～ P.1770

２０カタログ新規掲載商品のご紹介２０カタログ新規掲載商品のご紹介
 NEW

直感的に使える。

必要なモノがすぐに探せる。
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使いやすさと高い安全性から
生まれたニューフォルム

卓上遠心機の汎用タイプ

デザインと操作性に特化
したデジタルタイマー

狭い場所。 高所の状況を
手元で確認

ラボのルーチンワークに
適したエントリータイプ

商品コード： 319-01-13-31～

価格（¥）：110～ P.7
掲載頁

ポリプロピレン手付ビーカー  
商品コード： 737-09-25-01～

価格（¥）：35,200～ P.38
掲載頁

石油缶/ドラム缶用ロート  
商品コード： 602-17-59-71～

価格（¥）：17,300～ P.52
掲載頁

分液ロート  スキーブ形　本体FEP製

Thermo Scientific Nalgene

商品コード： 717-03-07-01～

価格（¥）：6,700 P.105
掲載頁

クレイギー管  強化硬質

商品コード： 185-32-18-21～

価格（¥）：800～ P.340
掲載頁

ミキシングボウル  
グランカラー

商品コード： 021-32-04-21～

価格（¥）：14,500～ P.347
掲載頁

吊下げ式下部折りたたみ
取っ手付密閉タンク  

商品コード： 319-22-41-01～

価格（¥）：810～ P.350
掲載頁

スチロール角型ケース  
商品コード： 053-54-53-51

価格（¥）：25,000 P.532
掲載頁

脱気シーラー　
水物対応真空包装機脱気式  

商品コード： 266-23-37-21～

価格（¥）：346,100～ P.581
掲載頁

ミニメイト TFF限外ろ過システム  
商品コード： 266-40-90-41～

価格（¥）：21,600～ P.582
掲載頁

バキュキャップ　
滅菌用吸引ろ過デバイス  

商品コード： 833-87-01-01～

価格（¥）：820,000～ P.621
掲載頁

ゲルドキュメンテーション
システム  

商品コード： 415-55-87-50

価格（¥）：13,200 P.655
掲載頁

キムテクP2ワイパー  4つ折り

商品コード： 798-58-25-11

価格（¥）：6,400 P.790
掲載頁

水石鹸 グリーンeco  
ヤシ油主成分脂肪酸石鹸

商品コード： 665-58-25-01

価格（¥）：800,000 P.791
掲載頁

オゾン水手洗い装置  ハンドレックス

商品コード： 701-22-92-11

価格（¥）：10,000 P.786
掲載頁

卓上乾燥台  

商品コード： 183-57-27-01～

価格（¥）：14,700～ P.804
掲載頁

スピルブロッカー/
リークブロッカー  液体漏洩防止

商品コード： 784-65-03-31～

価格（¥）：200,000～ P.1117
掲載頁

卓上遠心機  EBA

商品コード： 969-65-03-11

価格（¥）：133,000 P.1116
掲載頁

小型遠心機  
商品コード： 915-65-03-31～

価格（¥）：260,000～ P.1118
掲載頁

微量高速遠心機  

商品コード： 525-55-43-91～

価格（¥）：1,500 P.1152
掲載頁

デジタルタイマー  
商品コード： 219-75-23-21

価格（¥）：19,800 P.1340
掲載頁

スネークスコープ  

手にフィットする取っては、
使いやすさアップ

移し変え容器の注ぎ口に
ロートを固定

ガラス製に比べ
経済的な FEP 製

細菌検査に適した
チューブ

1 実験・研究必需品 P.1～P.330

4 クリーン・静電・運搬・保管・洗浄 P.637～P.814

5 汎用機器 P.815～P.1150

6 計測機器 P.1151～P.1348

2 消耗・器具備品 P.331～P.534

3 ろ過製品・培養・動物実験関連 P.535～P.636

目的別に色分使用
容器を確実に、
簡単に傾けられる

豊富なバリエーションが
多くの用途にマッチ

水気の多い試料も真空パック。
水タンク搭載

100ml から５ℓの水溶液の
迅速な吸引ろ過ボトル

1ℓ程度のタンパク・
抗体溶液の濃縮と脱気に

CMOS カメラ搭載の
UVメジャー

高強度、 低発塵ワイパー
洗浄容器を乾燥するのに
便利。 水切りトレー付　

ヤシの実からつくられた、 手肌
にも環境にもやさしい石鹸です。

荒れ問題が少ないオゾン水。
どこでも簡単設置可能

液体の流れをせき止め、
拡散を防止

２０カタログ新規掲載商品の一部ご紹介

 NEW

 NEW

 NEW

 NEW

 NEW

 NEW

日電理化硝子(株)
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