
2019-2020年版 ウチダ理科カタログ・理化学機器カタログ 第65版 正誤表

2019-2020年版 ウチダ理科カタログ・理化学機器カタログに、下記の誤りおよび中止・価格改定がございましたのでご案内いたします。

ご迷惑をおかけいたしますことお詫び申し上げますと共に、ご訂正くださいますようお願い申し上げます。

※価格は「税抜き」価格のみ表示しておりますのでご了承ください。

2019年6月13日

理科 理化学機器

120 120 2-120-2571 力学台車用アルミ実験台　ＤＡ－Ｓ 価格 ¥19,500 ¥14,900

145 145 ― 生物顕微鏡　KLシリーズ
上部の説明
写真

スムーズに360度回転するヘッド ヘッド回転無し

239 239 8-103-4001 上皿自動はかり　中型　５００ｇ 仕様
使用範囲　20～500g
※ ステンレス製並皿付き。

使用範囲　20g～500g
※ ステンレス製皿付き。

239 239 8-103-4002 上皿自動はかり　中型　１ｋｇ 仕様 ※ ステンレス製並皿付き。 ※ ステンレス製皿付き。

239 239 8-103-4003 上皿自動はかり　中型　２ｋｇ 仕様 ※ ステンレス製並皿付き。 ※ ステンレス製皿付き。

239 239 8-103-4005 上皿自動はかり　中型　４ｋｇ 仕様 ※ ステンレス製並皿付き。 ※ ステンレス製皿付き。

239 239 8-103-4011 上皿自動はかり　並型　８００ｇ 仕様 使用範囲　20～800g 使用範囲　20g～800g

245 245 8-124-2009 デジタル温度計　Checktemp 1　HI 98509 価格 ¥7,400 ¥7,600

291･949 291･949 S-1644 川の水調査セット
中止（代替ア
リ）

代替品：S-1648 川の水調査セット AZ-RW-3
\1,800

291･949 291･949 S-1645 徳用 川の水調査セット
中止（代替ア
リ）

代替品：S-1649 徳用 川の水調査セット TZ-
RW-3 \6,300

価格 ¥7,000 ¥6,000

仕様 測定範囲　pH/0.00～14.00 測定範囲　pH/0.0～14.0

292･582 292･582 8-124-2005 ガラス電極ｐＨ計（pHep）電子式　HI９８１０７Ｎ 価格 ¥10,000 ¥8,500

293･583 293･583 8-124-2008 ｐHテスター　HI 98100 価格 ¥10,500 ¥9,000

294･584 294･584 8-150-0022 ＰＨ計交換電極　ＨＩ７３１２７（pHep４，５用） 価格 ¥9,900 ¥10,200

296 296 8-150-0013 多機能ｐＨ計　Ｃｏｍｂｏ１（コンボ１） 仕様
温度　0.0～60.0℃（精度±0.05℃）
質量　約85g

温度　0.0～60.0℃（精度±0.5℃）
質量　100g

296 296 8-150-0014 多機能ｐＨ計　Ｃｏｍｂｏ２（コンボ２） 仕様
温度　0.0～60.0℃（精度±0.05℃）
質量　約85g

温度　0.0～60.0℃（精度±0.5℃）
質量　100g

297･587 297･587 8-124-2020 日常防水型導電率計　ＤｉＳＴ５ 仕様 質量　85g 質量　100g

297･587 297･587 8-124-2021 日常防水型導電率計　ＤｉＳＴ６ 仕様 質量　85g 質量　100g

302 302 8-151-0059 ポータブルＣＯ２　温度計　pSENSE 仕様
CO2濃度+温度（-10～+60℃）、＜CO2
測定＞精度±75ppm±5％rdg、＜温度
範囲＞測定範囲-10～+60℃

CO2濃度+温度（0～50℃）、＜CO2測定＞精度
±50ppm±5％rdg、＜温度範囲＞測定範囲0
～50℃

302 302 8-151-0060 ポータブルＣＯ２　温度計　湿度計　pSENSE-RH 仕様
CO2濃度+温度（-10～+60℃）、＜温度
範囲＞測定範囲-10～+60℃

CO2濃度+温度（0～50℃）、＜温度範囲＞測
定範囲0～50℃

535 535 2-112-2101 上下伸縮架台（ラボラトリージャッキ）　ＷＫ－１５ 仕様
伸縮範囲 70～250mm 高低任意固定
可能
上盤 150×150mm

伸縮範囲 75～250mm 高低任意固定可能
上盤 148×148mm

535 535 2-112-2102 上下伸縮架台（ラボラトリージャッキ）　ＷＫ－２０ 仕様
伸縮範囲 70～250mm 高低任意固定
可能
上盤 200×200mm

伸縮範囲 75～250mm 高低任意固定可能
上盤 198×198mm

535 535 2-112-2104 上下伸縮架台（ラボラトリージャッキ）　ＷＫ－１０ 仕様
大積載質量　10Kg

上盤　100×100mm
大積載質量　8Kg

上盤　98×98mm

545 545 2-114-1012
ガスバーナー　ＷＫ－２８Ｗ　都市ガス（天然ガ
ス）（12A・13A）

仕様 ノズル径　‐ ノズル径　1.5mm

546 546 2-114-1104
ガラス細工用バーナー　ＷＫ－２２　プロパンガス
用

仕様 ※ いずれも空気口外径9.7mmです。 ※ いずれも空気口外径11.5mmです。

546 546 2-114-1107 ガラス細工用バーナー　ＷＫ－５　都市ガス用 仕様 ※ いずれも空気口外径9.7mmです。 ※ いずれも空気口外径11.5mmです。

546 546 8-121-0003
ガラス細工用ガスバーナー　ＷＫ－３６（天然ガス
用）

仕様 ※ いずれも空気口外径9.7mmです。 ※ いずれも空気口外径11.5mmです。

597 597 8-122-0178 カートリッジ純水器　Ｇ－１ＨＢ 仕様 採水量（L/h） 採水量（L）

597 597 8-122-0181 純水製造装置　ＰＲＡ－００１５－００１

597 597 8-122-0183 ＰＲＡ用２０Ｌタンクユニット

597 597 8-122-0184 純水製造装置　ＰＲＡ－００１５－０Ｖ１

597 597 8-122-0192 カートリッジ純水器セット　Ｇ－５Ｄ 価格 ¥139,300 ¥139,800

597 597 8-122-0192 カートリッジ純水器セット　Ｇ－５Ｄ 仕様

※ 樹脂の交換はいったんボンベごとお
預かりし、内部の樹脂を入れ替えます。
なお、樹脂交換手数料と荷造運賃を申
し受けますのでご了承ください。また、
納入時の製品梱包を保管してあります
とボンベ送付後に使えます。

※ 樹脂の交換はいったんボンベごとお預かり
し、内部の樹脂を入れ替えます。なお、樹脂交
換手数料と荷造運賃を申し受けますのでご了
承ください。また、納入時の製品梱包を保管し
てありますとボンベ送付用に使えます。

597 597 8-122-0193 カートリッジ純水器セット　Ｇ－１０Ｄ 価格 ¥172,400 ¥172,900

292･582 292･582 8-124-2004 pHテスター　ＨＩ９８１０３Ｓ

写真

品名
(カタログの表記）

変更箇所 誤 正
ページ 型番

(カタログの表記）
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品名
(カタログの表記）

変更箇所 誤 正
ページ 型番

(カタログの表記）

597 597 8-122-0193 カートリッジ純水器セット　Ｇ－１０Ｄ 仕様

※ 樹脂の交換はいったんボンベごとお
預かりし、内部の樹脂を入れ替えます。
なお、樹脂交換手数料と荷造運賃を申
し受けますのでご了承ください。また、
納入時の製品梱包を保管してあります
とボンベ送付後に使えます。

※ 樹脂の交換はいったんボンベごとお預かり
し、内部の樹脂を入れ替えます。なお、樹脂交
換手数料と荷造運賃を申し受けますのでご了
承ください。また、納入時の製品梱包を保管し
てありますとボンベ送付用に使えます。

687 687 2-163-3140 簡易ビニール温室　１０００型 アイコン 運賃別途・施工費別 運賃別途・組み立て

687 687 8-163-3131 アルミ室内ガラス温室　シルビア１６００αDX アイコン 運賃別途・施工費別 運賃別途

687 687 8-163-3132 学校用つる棚 アイコン 運賃別途 運賃別途・組み立て

688 688 2-163-2800 植物調査用方形枠（携帯型）
中止（代替ナ
シ）

697 697 8-132-0043 オートクレーブ　ＳＮ２００（ラボ用） 仕様 タイマー　1分～999時間 タイマー　1分～99時間59分

697 697 8-132-0044 オートクレーブ　ＳＮ３００（ラボ用） 仕様 タイマー　1分～999時間 タイマー　1分～99時間59分

698 698 8-705-5126 自動手指消毒器　ＨＤＩ－９０００
中止（代替ナ
シ）

698 698 8-705-5135 カートリッジボトル　消毒液用　１L
中止（代替ナ
シ）

729 729 8-240-0052
サイエンス実験ボード　視点変換シート　発表板
（マイボードS-A3）付

価格 ¥9,780 ¥9,820

822 822 6-728-5250 デジタルテレビ専用台　ＷＩ－５０Ｐ 仕様 キャスター4個（内2個ストッパー付き） キャスター4個（4個ストッパー付き）
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