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 品番 品名 品名 新価格 旧価格 備考
AA0010-01 汎⽤撹拌機 BL300 \138,000 \123,000
AA0010-02 汎⽤撹拌機 BL600 \138,000 \115,000
AA0010-03 汎⽤撹拌機 BL1200 \138,000 \119,000
AA0010-04 汎⽤撹拌機 BL3000 \138,000 \110,000
AA0011-01 ハイパワー汎⽤撹拌機 BLh300 \198,000 \188,000
AA0011-02 ハイパワー汎⽤撹拌機 BLh600 \198,000 \180,000
AA0011-03 ハイパワー汎⽤撹拌機 BLh1200 \198,000 \184,000
AA0011-04 ハイパワー汎⽤撹拌機 BLh3000 \198,000 \184,000
AA0012-01 ミニプラントクラス汎⽤撹拌機 BLW300 \380,000 \350,000
AA0012-02 ミニプラントクラス汎⽤撹拌機 BLW600 \380,000 \350,000
AA0012-03 ミニプラントクラス汎⽤撹拌機 BLW1200 \380,000 \350,000
AA0012-04 ミニプラントクラス汎⽤撹拌機 BLW3000 \428,000 \350,000
AA0013-01 エアーモータ撹拌機 EP700 （セパレータユニット付属） \428,000 構成変更
AA0013-02 エアーモータ撹拌機 EP1800 （セパレータユニット付属） \428,000 構成変更
AA0013-03 エアーモータ撹拌機 EP200（セパレータユニット付属） \428,000 構成変更
AA0013-04 エアーモータ撹拌機 EP400 （セパレータユニット付属） \428,000 構成変更
AA0016-01 外部出⼒付撹拌機 BL300Ft \198,000 \175,000
AA0016-02 外部出⼒付撹拌機 BL600Ft \198,000 \175,000
AA0016-03 外部出⼒付撹拌機 BL1200Ft \198,000 \175,000
AA0016-04 外部出⼒付撹拌機 BL3000Ft \198,000 \175,000
AA0017-01 外部出⼒付ハイパワー撹拌機 BLh300Ft \248,000 \205,000
AA0017-02 外部出⼒付ハイパワー撹拌機 BLh600Ft \248,000 \205,000
AA0017-03 外部出⼒付ハイパワー撹拌機 BLh1200Ft \248,000 \205,000
AA0017-04 外部出⼒付ハイパワー撹拌機 BLh3000Ft \248,000 \205,000
AA0018-01 外部出⼒付ミニプラントクラス撹拌機 BLW300Ft \458,000 \420,000
AA0018-02 外部出⼒付ミニプラントクラス撹拌機 BLW600Ft \458,000 \420,000
AA0018-03 外部出⼒付ミニプラントクラス撹拌機 BLW1200Ft \458,000 \420,000
AA0018-04 外部出⼒付ミニプラントクラス撹拌機 BLW3000Ft \498,000 \420,000
AA0019-02 上下回転式撹拌機 BL600Z+ \218,000 \200,000
AA0021 循環⽤撹拌機 スターラー100 \98,000 \80,000
AA0022 デスカップ⽤撹拌機 カップ⽤スリーワンモータ DC1 \178,000 在庫限り
AA0024-01 耐圧防爆撹拌機 Ex300 \528,000 \480,000
AA0024-02 耐圧防爆撹拌機 Ex600 \528,000 \480,000
AA0024-03 耐圧防爆撹拌機 Ex1200 \528,000 \480,000
AA0024-04 耐圧防爆撹拌機 Ex3000 \528,000 \480,000

AB0002-01 汎⽤撹拌翼 プロペラR \600 \500
AB0002-02 汎⽤撹拌翼 ボス付プロペラR \2,000 \1,400
AB0003-01 汎⽤撹拌翼 かい⼗字R \1,000 \600
AB0003-02 汎⽤撹拌翼 ボス付かい⼗字R \2,500 \2,000
AB0004-01 汎⽤撹拌翼 ソフト⼗字 \1,000 \700
AB0006-01 汎⽤撹拌翼 タービン \2,000 \800
AB0006-02 汎⽤撹拌翼 ボス付タービン \3,000 \2,000
AB0007 汎⽤撹拌翼 トンボ \5,000 \4,000
AB0008-01 汎⽤撹拌翼 プロペラL \600 \500
AB0008-02 汎⽤撹拌翼 ボス付プロペラL \2,000 \1,400
AB0009-01 汎⽤撹拌翼 かい⼗字L \1,000 \600
AB0009-02 汎⽤撹拌翼 ボス付かい⼗字L \2,500 \2,000



AB0020-01 ハンドメイド撹拌翼 ディスクタービンφ40mm \8,000 \6,500
AB0020-02 ハンドメイド撹拌翼 ディスクタービンφ80mm \10,000 \7,500
AB0020-03 ハンドメイド撹拌翼 ディスクタービンφ100mm \12,000 \8,700
AB0020-04 ハンドメイド撹拌翼 ディスクタービンφ120mm \15,000 \9,800
AB0023-01 ハンドメイド撹拌翼 傾斜パドルφ40mm \8,000 \6,500
AB0023-02 ハンドメイド撹拌翼 傾斜パドルφ80mm \10,000 \9,200
AB0023-03 ハンドメイド撹拌翼 傾斜パドルφ100mm \12,000 \11,200
AB0023-04 ハンドメイド撹拌翼 傾斜パドルφ120mm \15,000 \12,800
AB0024-01 ハンドメイド撹拌翼 ディスパφ40mm \8,000 \5,000
AB0024-02 ハンドメイド撹拌翼 ディスパφ60mm \9,000 \6,000
AB0024-03 ハンドメイド撹拌翼 ディスパφ80mm \10,000 \7,500
AB0024-04 ハンドメイド撹拌翼 ディスパφ100mm \12,000 \8,700
AB0025-06 ハンドメイド撹拌翼 2枚傾斜パドルφ150mm \10,000 \9,500

AB0026-01 12シリーズ⼤型撹拌翼 12プロペラRφ120（φ12シャフト \49,800 \45,000
AB0026-02 12シリーズ⼤型撹拌翼 12傾斜パドルφ150（φ12シャフト \59,800 \52,000
AB0026-03 12シリーズ⼤型撹拌翼 12傾斜パドルφ200（φ12シャフト \78,000 \72,000
AB0026-04 12シリーズ⼤型撹拌翼 12アンカー翼φ200（φ12シャフト \128,000 \120,000
AB0026-05 12シリーズ⼤型撹拌翼 12フラットパドルφ150（φ12シャ \39,800 \32,000
AB0026-06 12シリーズ⼤型撹拌翼 12ディスクタービンφ150（φ12 \68,000 \60,000
AB0026-07 12シリーズ⼤型撹拌翼 12ディスパφ150（φ12シャフト⽤ \59,800 \50,000

AC0001-01 攪拌シャフト 攪拌シャフト500mm \4,000 \3,000
AC0001-02 攪拌シャフト 攪拌シャフト600mm \5,000 \4,000
AC0004 12シリーズ攪拌シャフト 12シャフト 800mm （φ12シャフ \17,800 \15,000

AD0001 組⽴スタンド CS \28,000 \25,000

AD0004-01 組⽴スタンド⽤オプション 200mm中間ポール（CS2⽤） \6,000 \4,000

AE0002 攪拌翼セット FS-４ \6,500 \6,000

AH0001-01 トルクメータユニット YT 0〜0.05N・m \248,000 \220,000
AH0001-02 トルクメータユニット YT 0〜0.1N・m \248,000 \220,000
AH0001-03 トルクメータユニット YT 0〜0.2N・m \248,000 \220,000
AH0001-04 トルクメータユニット YT 0〜0.5N・m \248,000 \220,000
AH0001-05 トルクメータユニット YT 0〜1N・m \248,000 \220,000

AJ0001-01 安全アクセサリー 安全カバー（簡易タイプ） \2,000 \1,750

AK0001-01 撹拌シール バキュームスターラー K24 \40,000 \33,600
AK0001-02 撹拌シール バキュームスターラー K29 \42,000 \34,800
AK0002 撹拌シールパーツ グランドシール 4個⼊ \3,000 \2,400
AK0003 撹拌シールパーツ バキュームスターラー⽤内部部品 \8,000 \7,200

AZ0001 ムッフ クランプホルダ \2,980 \1,700
AZ0002 ムッフ クランプホルダ10個⼊ \24,800 \17,000

AE0005 エアーモータアクセサリー セパレータユニット⾃⽴スタンドタ \79,800 \74,000



品番 品名 品名 新価格 旧価格 備考
BA0024 ポータブル摩擦計ミューズ TYPE:94i-Ⅱ \298,000 \250,000
BA0026 ポータブ摩擦計3Dミューズ TYPE:37i \498,000 \470,000
BE0001 ミューズ⽤オプション ミューズ94i-Ⅱ⽤6点ボールスライダー \58,000 \55,000
BE0002 ミューズ⽤オプション ミューズ94i-Ⅱ⽤ラバースライダー \48,000 \45,000
BE0003 ミューズ⽤オプション ミューズPCキット \29,800 \25,000
BE0004 ミューズ⽤オプション ミューズACアダプタ \9,800 \7,500
BE0005 ミューズ⽤オプション ミューズ94i-Ⅱ⽤標準スライダー \42,800 \42,000
2022年5⽉18⽇現在（価格改定まで有効）


