
ユーザー様向け

2020号カタログ新商品も対象‼
最大40％OFFにてご提供致します

キャンペーン期間：2020年11月2日～2021年1月29日

詳細は次ページ以降をご覧下さい



※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。

※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。

※必ずキャンペーンコードでのご発注をお願い致します。

キャンペーン
コード

区分 型式
回転数

（rpm）
キャンペーン

価格（円）

10-0360 7● SCV12K 4000～12000 90,000 → 63,000

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

4000～12000rpmまで1000rpm単位で回転数の設定が可能。
1分～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。
0.2ml、0.5mlチューブ用アダプタ、0.2mlPCRチューブ用ロータ標準付属。

小型遠心機 可変式

キャンペーン
コード

区分 型式
回転数

（rpm）
キャンペーン

価格（円）

10-1532 7● SCG10K 10000（固定） 48,000 → 33,600

最大遠心力：7500×ｇ
処理容量：1.5/2.0mlマイクロチューブ×8本
外寸法・重量：W156×D176×H121mm・1.5kg

小型ながら10000rpmの遠心が可能。
1秒～99分59秒のデジタルタイマー機能付。
蓋を開けると自動停止する安全設計。
付属品のアダプタ装着により0.2ml、0.5mlチューブにも対応。

小型遠心機

CO₂インキュベーター内でも使用できるよう防湿性を高めました。
5rpmからの超低速でも安定して撹拌できます。
二重天板で発熱がなく、サンプルに影響を与えません。

CO₂インキュベーター対応スターラー

撹拌容量：～5L
環境条件：温度 5～50℃ 湿度 100%rh以下 結露しないこと
外寸法・重量：W230×D195×H87mm・約3.4㎏
付属品：50mm撹拌子1個
※防水型ではありません。水没、水中でのご使用はお避け下さい。

キャンペーン
コード

区分 型式
回転数

（rpm）
キャンペーン
価格（円）

10-4114 7● SA-5130D 5～130 185,000 → 157,250

使用例

キャンペーン
コード

区分 型式
回転数

（rpm）
キャンペーン

価格（円）

10-1581 7● SSZ-10 50～3000 92,800 → 78,000

10-1582 7● SSZ-11 20～1200 89,000 → 75,500

10-1583 7● SSZ-12 10～600 89,000 → 75,500

10-1584 7● SSZ-13 5～300 89,000 → 75,500

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、独立電源スイッチなどの安全機能付。

撹拌機 SSZシリーズ

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×D155（172）×H158（173）mm・約2.5㎏
付属品：クランプ、チャックハンドル
※外寸法（ ）内は突起部含む。※スタンド、撹拌棒、撹拌翼は別売。
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※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。

※必ずキャンペーンコードでのご発注をお願い致します。

※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。

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パネル表示（SWG250B）、
またはランプ（SWG203）でお知らせ。
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）
蒸留水・イオン交換水採取量：約0.5～1L/min（SWG250B）
水質表示：導電率5段階LED表示（SWG203）
水質表示：導電率or比抵抗デジタル表示（SWG250B）
外寸法・重量：W600×D575×H780mm・約48kg（SWG203）
外寸法・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、
付属品：前処理カートリッジ、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。

SWG203

SWG250B

ベルジャー内寸法：φ166.5×H190mm
外寸法・重量：W270×D255×H150（530）mm・6.9㎏
※外寸法（ ）内はガラスベルジャーを含む。
※防爆型ではありません。引火性、爆発性のあるガス雰囲気の中では絶対に使用しな
いいで下さい。
※真空ポンプは付属しておりません。排気量20L/min程度のものを別途ご用意下さい。

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）

10-4116 7● SAV-555P （室温＋5）～200 360,000 → 306,000 

ガラスベルジャーですので内部観察ができます。
庫内容量を十分に確保しました。
PID制御により、正確に温度コントロールできます。
ホットプレートは熱伝導性に優れたアルミ製。
現在温度と設定温度を2段表示で確認できます。

真空乾燥器
ガラスベルジャー・バキュームオーブン

最大排気速度：16/19L/min（50/60Hz、at 水温6℃）
吸引口径：外径φ10mm 2ヵ所
ノズル口径：排水ノズル φ13.0mm、オーバーフローノズル φ17.5mm
外寸法・重量：W255（260.5）×D351×H406mm・6.7㎏
※外寸法（ ）内は突起部含む。

貯水タンクの水をポンプで循環させ、減圧度を一定に保ちます。
水槽（PP製）は洗浄しやすく、簡単に取外せる構造です。
PP製の透明蓋で水槽内の状態を確認できます。
逆流防止弁、サーマルプロテクタ内蔵。

循環アスピレーター

キャンペーン
コード

区分 型式 水槽（L）
キャンペーン
価格（円）

10-0914 8● SCP100 10 69,000 → 51,750

クリアランス
大特価!!
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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…

※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。

※必ずキャンペーンコードでのご発注をお願い致します。

※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。

小型実体顕微鏡
小型、低価格、パーソナルタイプの実体顕微鏡。
鏡筒が斜めになっており、座ったままの観察に適しています。
LED落射照明付。

鏡筒：双眼単倍・45°
総合倍率：20×（実視野φ9mm）
接眼レンズ：WF10×（視野数φ18）
対物レンズ：2×
作動距離：70mm
観察可能高さ：20mm
サイズ・重量：ベース W98×D135mm 高さ 230mm・約600ｇ
※別途、単3乾電池を2個ご購入下さい。充電式電池は使用不可。

定値、オートスタート、オートストップ、SVスタート運転に加え、
最大16ステップまでのプログラム運転が可能。

デジタル温度調節器（過昇防止器付）

キャンペーン
コード

区分 型式 センサ
キャンペーン

価格（円）

10-2571 7● STT-12K K熱電対 61,500 → 46,130

10-2572 7● STT-12P 測温抵抗体 64,000 → 48,000

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）

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）。
AC電源の他、市販のUSBモバイル電源も使用可能。

キャンペーン
コード

区分 型式
キャンペーン

価格（円）

10-1440 7● SSM-45 20,000 → 15,000

温度設定範囲：0～750℃（STT-12K）、0～250℃（STT-12P）
指示精度：指示値の±（0.3%+1digit）または±2℃の大きい方（STT-12K）
測定精度：指示値の±（0.3%+1digit）または±0.9℃の大きい方（STT-12P）
※ご使用の際は別売の過昇防止器用温度センサが必要になります。
※推奨：44-2574 K熱電対温度センサ シース型（価格：3,900円）

SVG-104

STT-12K
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