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15366558 FB ディスポスパチュラ smartSPATULAS50mLチューブ用 アウトレット ¥6,410 ¥3,850 12
15408113 FB smartBOATS 紙製秤量皿 S アウトレット ¥17,200 ¥10,320 21
15442214 FB smartBOATS 紙製秤量皿 M アウトレット ¥17,200 ¥10,320 30
01-816-11 ｵｰﾄｸﾚｰﾌﾞﾊﾞｯｸﾞ用ﾎﾙﾀﾞｰ 610x760mmﾊﾞｯｸﾞ用 アウトレット ¥15,200 ¥9,120 15
01-816-12 ｵｰﾄｸﾚｰﾌﾞﾊﾞｯｸﾞ用ﾎﾙﾀﾞｰ 610x910mmﾊﾞｯｸﾞ用 アウトレット ¥16,200 ¥9,720 5
02-681-372 ｷﾞｻﾞ付ｽｸﾘｭｰｷｬｯﾌﾟﾁｭｰﾌﾞ 自立型 1.5mL (500) アウトレット ¥29,600 ¥17,760 6
02-681-450 ﾏｲｸﾛ遠心ﾁｭｰﾌﾞ ﾌﾀ無ﾌﾀ(1000) アウトレット ¥5,950 ¥3,570 5
02-681-452 ﾏｲｸﾛ遠心ﾁｭｰﾌﾞ ﾌﾀ無1.5mL(1000) アウトレット ¥7,200 ¥4,320 1
03-339-26A ｶﾞﾗｽｼｪﾙﾊﾞｲｱﾙ 1.8mL アウトレット ¥4,100 ¥2,460 5
03-339-26B ｶﾞﾗｽｼｪﾙﾊﾞｲｱﾙ 3.7mL アウトレット ¥4,100 ¥2,460 2
03-339-26F ｶﾞﾗｽｼｪﾙﾊﾞｲｱﾙ 25.9mL アウトレット ¥17,400 ¥10,440 2
03-391-44 ｵｰﾄｻﾝﾌﾟﾗｰﾊﾞｲｱﾙ ｽｸﾘｭｰｷｬｯﾌﾟ(100) アウトレット ¥4,800 ¥2,880 1
03-448-21 小容量ﾄﾞﾛｯﾊﾟｰﾊﾞﾙﾌﾞﾗﾊﾞｰ 1mL(72) アウトレット ¥2,880 ¥1,730 46
03-448-22 小容量ﾄﾞﾛｯﾊﾟｰﾊﾞﾙﾌﾞﾗﾊﾞｰ 2mL(72) アウトレット ¥2,880 ¥1,730 46
04-881X SIEVE B 8IN 100MESH US#100 アウトレット ¥20,600 ¥12,360 1
04-881Z Brass Test Sieve 8in No.150 US#140 アウトレット ¥20,600 ¥12,360 1
05-539-10 ｺﾆｶﾙﾁｭｰﾌﾞ PET 50mL ﾌﾟﾗｸﾞｼｰﾙ 滅菌済ﾗｯｸ入(500) アウトレット ¥37,900 ¥22,740 6
05-664-81 Astralｲﾉｷｭﾚｰｼｮﾝｼｽﾃﾑ 10ul Blue(960) アウトレット ¥74,900 ¥44,940 1
06-443-18 ｺﾆｶﾙﾁｭｰﾌﾞ 50mL 高速用 ﾌﾗｯﾄﾄｯﾌﾟ ﾗｯｸ入 (500) アウトレット ¥33,800 ¥20,280 5
06-443-19 ｺﾆｶﾙﾁｭｰﾌﾞ 50mL 高速用 ﾌﾗｯﾄﾄｯﾌﾟ ﾊﾞﾙｸ (500) アウトレット ¥34,700 ¥20,820 4
06-443-20 ｺﾆｶﾙﾁｭｰﾌﾞ 50mL 高速用 ﾌﾟﾗｸﾞｼｰﾙ ﾗｯｸ入 (500) アウトレット ¥33,800 ¥20,280 2
06-443-21 ｺﾆｶﾙﾁｭｰﾌﾞ 50mL 高速用 ﾌﾟﾗｸﾞｼｰﾙ ﾊﾞﾙｸ (500) アウトレット ¥33,500 ¥20,100 2
08-732-118 ボート型秤量皿 アウトレット ¥9,370 ¥5,630 6
08-801 GRAM STAIN CONTROL SLIDE 50/PK アウトレット ¥21,900 ¥13,140 1
09-753-1A ｶﾞﾗｽ製ﾌｨﾙﾀｰﾎﾙﾀﾞｰ300ml アウトレット ¥28,300 ¥16,980 7
09-753-1C ｶﾞﾗｽ製ﾌｨﾙﾀｰﾎﾙﾀﾞｰ300mlｽﾃﾝﾚｽｻﾎﾟｰﾄ アウトレット ¥28,000 ¥16,800 10
09-753-1E ｶﾞﾗｽ製ﾌｨﾙﾀｰﾎﾙﾀﾞｰ300ml PTFEｺｰﾃｨﾝｸﾞ アウトレット ¥38,200 ¥22,920 3
09-753-2 ｶﾞﾗｽ製ﾌｨﾙﾀｰﾎﾙﾀﾞｰ 1,100ml アウトレット ¥82,100 ¥49,260 4
09-753A ｶﾞﾗｽ製ﾌｨﾙﾀｰﾎﾙﾀﾞｰ100ml アウトレット ¥26,700 ¥16,020 9
09-753C ｶﾞﾗｽ製ﾌｨﾙﾀｰﾎﾙﾀﾞｰ100ml アウトレット ¥40,400 ¥24,240 6
09-753E ｶﾞﾗｽ製ﾌｨﾙﾀｰﾎﾙﾀﾞｰ25ml アウトレット ¥24,800 ¥14,880 8
09-753G ｶﾞﾗｽ製ﾌｨﾙﾀｰﾎﾙﾀﾞｰ25ml ｽﾃﾝﾚｽｻﾎﾟｰﾄ アウトレット ¥26,600 ¥15,960 4
10-196-6 浅型デュワーフラスコ アウトレット ¥55,500 ¥33,300 2
10-196-7 浅型デュワーフラスコ アウトレット ¥75,700 ¥45,420 2
10-196-8 浅型デュワーフラスコ アウトレット ¥137,000 ¥82,200 3
11-978-084 FBﾃﾞｭｱﾙｿﾘｭｰｼｮﾝﾘｻﾞｰﾊﾞｰ(25) アウトレット ¥11,300 ¥6,780 67
12-141-365 ﾃﾞｨｽﾎﾟｰｻﾞﾌﾞﾙﾍﾟｯｽﾙｼｽﾃﾑﾏｲｸﾛﾁｭｰﾌﾞ0.5mL(100) アウトレット ¥5,800 ¥3,480 4
12-141-367 ﾃﾞｨｽﾎﾟﾍﾟｯｽﾙｼｽﾃﾑﾍﾟｯｽﾙ+ﾏｲｸﾛﾁｭｰﾌﾞ0.5mL(100) アウトレット ¥23,800 ¥14,280 4
12-548-5A ﾌﾟﾚﾐｱﾑｶﾊﾞｰｸﾞﾗｽ 22x30mm12-548-5AP アウトレット ¥1,590 ¥960 16
12-548-5C ﾌﾟﾚﾐｱﾑｶﾊﾞｰｸﾞﾗｽ 22x40mm12-548-5CP アウトレット ¥1,520 ¥920 7
12-548-5G ﾌﾟﾚﾐｱﾑｶﾊﾞｰｸﾞﾗｽ 24x30mm12-548-5GP アウトレット ¥1,550 ¥930 11
12-548-5R ﾌﾟﾚﾐｱﾑｶﾊﾞｰｸﾞﾗｽ 35x50mm12-548-5RP アウトレット ¥1,650 ¥990 4
12-548B ﾌﾟﾚﾐｱﾑｶﾊﾞｰｸﾞﾗｽ 22x22mm12-548-BP アウトレット ¥1,590 ¥960 6
12-548C ﾌﾟﾚﾐｱﾑｶﾊﾞｰｸﾞﾗｽ 25x25mm12-548-CP アウトレット ¥1,710 ¥1,030 6
12-550C Plain Glass Microslides 75x50mm 144/GR アウトレット ¥14,500 ¥8,700 3
13-678-31D ｶﾞﾗｽﾃﾞｨｽﾎﾟﾋﾟﾍﾟｯﾄ ﾚｷﾞｭﾗｰ綿栓無 未滅菌0.5mL(500) アウトレット ¥22,000 ¥13,200 7
13-678-31E ｶﾞﾗｽﾃﾞｨｽﾎﾟﾋﾟﾍﾟｯﾄ ﾚｷﾞｭﾗｰ綿栓無 未滅菌 1mL(1000) アウトレット ¥33,500 ¥20,100 8
13-678-652 滅菌済ﾊﾟｽﾂｰﾙﾋﾟﾍﾟｯﾄ 綿栓入 146mm (250) アウトレット ¥18,000 ¥10,800 9
13-681-503 ﾃﾞｨｽﾎﾟﾘｻﾞｰﾊﾞｰ 50mL用ｶﾊﾞｰ APET 滅菌済 個包装(20) アウトレット ¥6,530 ¥3,920 14
14-376-69 TainerTopｾｰﾌﾃｨｰｷｬｯﾌﾟ13mm WT(1000) アウトレット ¥7,270 ¥4,370 0
14-376-75 TAINER TOP 1213MM RED 1000/PK アウトレット ¥6,640 ¥3,990 20
14-512-129 ｽﾀｰﾗｰﾊﾞｰｾｯﾄ 8角形ﾊﾞｰｾｯﾄ (12) アウトレット ¥9,020 ¥5,420 7
14-512-130 ｽﾀｰﾗｰﾊﾞｰｾｯﾄ 円筒形ﾊﾞｰｾｯﾄ (22) アウトレット ¥20,800 ¥12,480 3
14-512-131 ｽﾀｰﾗｰﾊﾞｰｾｯﾄ 多角形ﾊﾞｰｾｯﾄ (18) アウトレット ¥11,600 ¥6,960 5
14-512-132 ｽﾀｰﾗｰﾊﾞｰｾｯﾄ ｶﾗｰｺｰﾄﾞ8角形ﾊﾞｰｾｯﾄ (24) アウトレット ¥27,300 ¥16,380 5
14-512-133 ｽﾀｰﾗｰﾊﾞｰｾｯﾄ ｶﾗｰｺｰﾄﾞﾏｲｸﾛﾊﾞｰｾｯﾄ (12) アウトレット ¥8,900 ¥5,340 5
14-512-134 ｽﾀｰﾗｰﾊﾞｰｾｯﾄ 卵形ﾊﾞｰｾｯﾄ (13) アウトレット ¥26,500 ¥15,900 3
14-513-56 8角形ｽﾀｰﾗｰﾊﾞｰ φ13x38mm アウトレット ¥1,810 ¥1,090 13

4/1から



14-513-57 8角形ｽﾀｰﾗｰﾊﾞｰ φ3.2x13mm アウトレット ¥760 ¥460 13
14-666-18Q Castaloy ｸﾗﾝﾌﾟﾎﾙﾀﾞｰ アウトレット ¥1,240 ¥750 5
14-957-76A ﾎｳｹｲ酸ｶﾞﾗｽﾁｭｰﾌﾞ（ﾈｼﾞ口型）13x100mm(1000) アウトレット ¥56,300 ¥33,780 2
14-957-82A ｷｬｯﾌﾟ 13-415 ﾌｪﾉｰﾙ樹脂 アウトレット ¥22,100 ¥13,260 1
14-958-10C 直口ﾎｳｹｲ酸ｶﾞﾗｽﾁｭｰﾌﾞ 厚型 13x100Hmm (1000) アウトレット ¥19,400 ¥11,640 8
14-958E 直口ﾌﾘﾝﾄｶﾞﾗｽﾁｭｰﾌﾞ 15x85Hmm (1000) アウトレット ¥18,440 ¥11,070 2
14-958J 直口ﾌﾘﾝﾄｶﾞﾗｽﾁｭｰﾌﾞ 18x150Hmm (500) アウトレット ¥15,760 ¥9,460 4
14-962-26D ｽｸﾘｭｰｷｬｯﾌﾟ付試験管 13x100Hmm (1000) アウトレット ¥63,700 ¥38,220 10
14-962-26G ｽｸﾘｭｰｷｬｯﾌﾟ付試験管 16x125Hmm (1000) アウトレット ¥75,000 ¥45,000 4
14-962-26K ｽｸﾘｭｰｷｬｯﾌﾟ付試験管 20x125Hmm (500) アウトレット ¥53,500 ¥32,100 5
15-376-548 FBコンテナー用トレー アウトレット ¥15,800 ¥9,480 66
17-100-926 静電防止ディスポラボコート S アウトレット ¥5,750 ¥3,450 15
17-100-927 静電防止ディスポラボコート M アウトレット ¥5,750 ¥3,450 0
17-987-421 FB ｽﾌﾟﾗｯｼｭｼｰﾙﾄﾞ アウトレット ¥19,300 ¥11,580 6
19-130-2095 ｻｲﾄﾗｲﾅｰ保護眼鏡 青ﾌﾚｰﾑ アウトレット ¥1,480 ¥890 13
22-032-079 ｵｰﾄｸﾚｰﾌﾞ脱臭芳香剤 ｱｯﾌﾟﾙ 25粒入 (25) アウトレット ¥6,500 ¥3,900 6
22-038-105 ﾗｳﾝﾄﾞｺｰﾅｰｽﾗｲﾄﾞｸﾞﾗｽ ﾌﾛｽﾃｯﾄﾞ (144) アウトレット ¥8,330 ¥5,000 16
22-130-540 ﾊﾞｲｵﾊｻﾞｰﾄﾞﾒｲﾗｰ 内容器 2.125 in × 4.75 in.(24) アウトレット ¥33,300 ¥19,980 10
22-143-974 ｵﾌﾟﾃｨｶﾙﾚﾝｽﾞｸﾘｰﾅｰ2oz.(6) アウトレット ¥5,250 ¥3,150 4
22-170-210 試験管ｷｬｯﾌﾟ ﾌﾗﾝｼﾞﾌﾟﾗｸﾞ 内径14-15mm用 PE (1000) アウトレット ¥11,400 ¥6,840 2
22-230-900 ｷｬﾋﾟﾗﾘｰｷﾞｬｯﾌﾟｽﾗｲﾄﾞｸﾞﾗｽ 75um ｱｸｱ(144) アウトレット ¥20,500 ¥12,300 4
H13201-0000 Clavies ｵｰﾄｸﾚｰﾌﾞｸﾞﾛｰﾌﾞ ｼｮｰﾄﾀｲﾌﾟ アウトレット ¥6,800 ¥4,080 2
H13201-0001 Clavies ｵｰﾄｸﾚｰﾌﾞｸﾞﾛｰﾌﾞ ﾛﾝｸﾞﾀｲﾌﾟ アウトレット ¥9,200 ¥5,520 2
HS3000-RSD RF3000 Pipette Filler 100-240V 50/60Hz アウトレット ¥38,400 ¥23,040 1
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93733100 XCEEDパウダーフリーニトリルグローブ XL 230/PK 一部アウトレット ¥2,900 ¥1,740 195
01-208-89 動物用経口ゾンデ　ディスポーザブル15Gx3"(100) 一部アウトレット ¥76,700 ¥46,020 3
02-681-370 ｷﾞｻﾞ付ｽｸﾘｭｰｷｬｯﾌﾟﾁｭｰﾌﾞ 自立型 0.5mL (500) 一部アウトレット ¥29,600 ¥17,760 4
02-681-371 ｷﾞｻﾞ付ｽｸﾘｭｰｷｬｯﾌﾟﾁｭｰﾌﾞ ｺﾆｶﾙ 0.5mL (500) 一部アウトレット ¥29,600 ¥17,760 5
03-337-1 7mLﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ製ｼﾝﾁﾚｰｼｮﾝﾊﾞｲｱﾙ(1000) 一部アウトレット ¥42,500 ¥25,500 4
03-337-2 20mLﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ製ｼﾝﾁﾚｰｼｮﾝﾊﾞｲｱﾙ 裏ｺﾙｸｱﾙﾐ(500) 一部アウトレット ¥30,600 ¥18,360 4
03-337-20 7mLﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ製ｼﾝﾁﾚｰｼｮﾝﾊﾞｲｱﾙ(2000) 一部アウトレット ¥48,600 ¥29,160 6
03-337-23C 20mLPE製ｼﾝﾁﾚｰｼｮﾝﾊﾞｲｱﾙ 円錐型ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ(500) 一部アウトレット ¥38,000 ¥22,800 4
03-337-26 7mLﾎｳｹｲ酸ｶﾞﾗｽｼﾝﾁﾚｰｼｮﾝﾊﾞｲｱﾙ(1000) 一部アウトレット ¥62,000 ¥37,200 2
03-339-21B VIAL ST W/CLOSURE 1DR 144/PK 一部アウトレット ¥8,240 ¥4,950 3
14-375-150 ﾌﾘ-ｽﾀﾝﾃﾞｨﾝｸﾞｺﾆｶﾙﾁｭｰﾌﾞ50ml滅菌済(500) 一部アウトレット ¥37,100 ¥22,260 49
14-958F 直口ﾌﾘﾝﾄｶﾞﾗｽﾁｭｰﾌﾞ 16x100Hmm (1000) 一部アウトレット ¥14,900 ¥8,940 4
14-958H 直口ﾌﾘﾝﾄｶﾞﾗｽﾁｭｰﾌﾞ 16x150Hmm (1000) 一部アウトレット ¥20,400 ¥12,240 5
14-958K 直口ﾌﾘﾝﾄｶﾞﾗｽﾁｭｰﾌﾞ 20x150Hmm (500) 一部アウトレット ¥18,960 ¥11,380 5
14-961-10 ﾌﾟﾗｽﾁｯｸﾁｭｰﾌﾞ未滅菌 PS 12x75ｷｬｯﾌﾟ無ﾊﾞﾙｸ(1000) 一部アウトレット ¥10,000 ¥6,000 15
15-081-102 超高精度白金温度計棒状ﾌﾟﾛｰﾌﾞ（-200～+500℃）付 一部アウトレット ¥81,100 ¥48,660 3
15-081-103 超高精度白金温度計ﾛﾝｸﾞｹｰﾌﾞﾙﾌﾟﾛｰﾌﾞ（-100～+200℃）付 一部アウトレット ¥81,100 ¥48,660 3
15-081-104 超高精度白金温度計交換用棒状ﾌﾟﾛｰﾌﾞ 一部アウトレット ¥59,500 ¥35,700 5
15-081-105 超高精度白金温度計交換用ﾛﾝｸﾞｹｰﾌﾞﾙﾌﾟﾛｰﾌﾞ 一部アウトレット ¥59,500 ¥35,700 5
18-061B 可燃性溶媒用ｽﾋﾟﾙｸﾘﾝｱｯﾌﾟｷｯﾄ 一部アウトレット ¥110,000 ¥66,000 1
19-682 セラミック6.5mmビーズ　325g 一部アウトレット ¥53,600 ¥32,160 8
4099JP 超高精度白金温度計用ﾃﾞｰﾀ管理ｼｽﾃﾑ 一部アウトレット ¥82,700 ¥49,620 5
50-109-4654 セーフティーボトルキャリア　赤500ml~1L 一部アウトレット ¥8,340 ¥5,010 10
50-109-4655 セーフティーボトルキャリア　黒500ml~1L 一部アウトレット ¥8,340 ¥5,010 13
FB-102-400 ﾄｰﾙﾋﾞｰｶｰ 400mL (1) 一部アウトレット ¥620 ¥380 85
FB-300-2000 ろ過ﾌﾗｽｺ 2000mL 一部アウトレット ¥16,800 ¥10,080 7
FB-300-4000 ろ過ﾌﾗｽｺ 4000mL 一部アウトレット ¥25,300 ¥15,180 17
FB-500-4000 三角ﾌﾗｽｺ 4000mL 一部アウトレット ¥4,000 ¥2,400 17
HS234525C ﾊﾟﾗﾌｨﾙﾑﾃﾞｨｽﾍﾟﾝｻｰGreen 一部アウトレット ¥8,000 ¥4,800 26
HS234525D ﾊﾟﾗﾌｨﾙﾑﾃﾞｨｽﾍﾟﾝｻｰRed 一部アウトレット ¥8,000 ¥4,800 27
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Z-01-208-89 動物用経口ゾンデ　ディスポーザブル15Gx3"(100) ダメージ品 ¥76,700 ¥15,340 1
Z-01-812-51 簡易滅菌用ﾊﾟｳﾁ 90x230mm (200) ダメージ品 ¥5,400 ¥1,080 12
Z-01-812-54 簡易滅菌用ﾊﾟｳﾁ 133x250mm (200) ダメージ品 ¥9,200 ¥1,840 21
Z-01-812-55 簡易滅菌用ﾊﾟｳﾁ 190x330mm (200) ダメージ品 ¥12,000 ¥2,400 21
Z-01-812-57 簡易滅菌用ﾊﾟｳﾁ 250x380mm (100) ダメージ品 ¥11,800 ¥2,360 10
Z-01-812-58 簡易滅菌用ﾊﾟｳﾁ 300x460mm (100) ダメージ品 ¥12,000 ¥2,400 19
Z-02-668-10 ﾏｲｸﾛ採血管 Natelson ﾍﾊﾟﾘﾝ処理済 (100) ダメージ品 ¥4,900 ¥980 4
Z-03-337-15 20mLﾎｳｹｲ酸ｶﾞﾗｽｼﾝﾁﾊﾞｲｱﾙ PP ｷｬｯﾌﾟ別 ダメージ品 ¥33,500 ¥6,700 6
Z-03-337-23 20mLﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ製ｼﾝﾁﾚｰｼｮﾝﾊﾞｲｱﾙ PP ﾊﾞﾙｸ ダメージ品 ¥42,900 ¥8,580 1
Z-05-539-1 ｺﾆｶﾙﾁｭｰﾌﾞ PET 15mL ﾌﾟﾗｸﾞｼｰﾙ 滅菌済ﾗｯｸ入(500 ダメージ品 ¥28,900 ¥5,780 4
Z-05-539-6 ｺﾆｶﾙﾁｭｰﾌﾞ PP 50mL ﾌﾟﾗｸﾞｼｰﾙ 滅菌済ﾗｯｸ入(500) ダメージ品 ¥33,900 ¥6,780 6
Z-05-539-7 ｺﾆｶﾙﾁｭｰﾌﾞ PP 50mL ﾌﾟﾗｸﾞｼｰﾙ 滅菌済ﾊﾞﾙｸ(500) ダメージ品 ¥33,300 ¥6,660 1
Z-08-732-117 ボート型秤量皿 ダメージ品 ¥5,310 ¥1,070 1
Z-12-009-7A ｶﾞﾗｽ廃棄箱 床置き (6) ダメージ品 ¥9,830 ¥1,970 50
Z-12-009-7B ｶﾞﾗｽ廃棄箱 卓上 (6) ダメージ品 ¥8,000 ¥1,600 2
Z-12-547 ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ製ｶﾊﾞｰｸﾞﾗｽ (1000) ダメージ品 ¥8,600 ¥1,720 8
Z-12-548-5P ﾌﾟﾚﾐｱﾑｶﾊﾞｰｸﾞﾗｽ 24x60mm ダメージ品 ¥1,460 ¥300 3
Z-13-675-2C PSﾃﾞｨｽﾎﾟﾋﾟﾍﾟｯﾄ ﾏﾙﾁﾊﾟｯｸ(ﾊﾞﾙｸ) 2mL (500) ダメージ品 ¥23,000 ¥4,600 1
Z-13-675-3C PSﾃﾞｨｽﾎﾟﾋﾟﾍﾟｯﾄ 個包装(ｵｰﾙﾌﾟﾗﾗｯﾌﾟ)2mL (500) ダメージ品 ¥22,000 ¥4,400 4
Z-13-676-10B PSﾃﾞｨｽﾎﾟﾋﾟﾍﾟｯﾄ ﾏﾙﾁﾊﾟｯｸ(ﾊﾞﾙｸ) 1mL (1000) ダメージ品 ¥35,800 ¥7,160 20
Z-13-676-10C PSﾃﾞｨｽﾎﾟﾋﾟﾍﾟｯﾄ ﾏﾙﾁﾊﾟｯｸ(ﾊﾞﾙｸ) 5mL (500) ダメージ品 ¥27,900 ¥5,580 54
Z-13-676-10F PSﾃﾞｨｽﾎﾟﾋﾟﾍﾟｯﾄ ﾏﾙﾁﾊﾟｯｸ(ﾊﾞﾙｸ) 10mL (500) ダメージ品 ¥29,100 ¥5,820 37
Z-13-676-10G PSﾃﾞｨｽﾎﾟﾋﾟﾍﾟｯﾄ 個包装(ｵｰﾙﾌﾟﾗﾗｯﾌﾟ)1mL(1000) ダメージ品 ¥37,000 ¥7,400 20
Z-13-676-10H PSﾃﾞｨｽﾎﾟﾋﾟﾍﾟｯﾄ 個包装(ｵｰﾙﾌﾟﾗﾗｯﾌﾟ)5mL (200) ダメージ品 ¥11,300 ¥2,260 25
Z-13-676-10J PSﾃﾞｨｽﾎﾟﾋﾟﾍﾟｯﾄ 個包装(ｵｰﾙﾌﾟﾗﾗｯﾌﾟ)10mL(200) ダメージ品 ¥11,600 ¥2,320 42
Z-13-676-10K PSﾃﾞｨｽﾎﾟﾋﾟﾍﾟｯﾄ 個包装(ｵｰﾙﾌﾟﾗﾗｯﾌﾟ)25mL(200) ダメージ品 ¥27,400 ¥5,480 40
Z-13-676-10M PSﾃﾞｨｽﾎﾟﾋﾟﾍﾟｯﾄ ﾏﾙﾁﾊﾟｯｸ(ﾊﾞﾙｸ) 25mL (200) ダメージ品 ¥27,400 ¥5,480 1
Z-13-678-11 PSﾃﾞｨｽﾎﾟﾋﾟﾍﾟｯﾄ 個包装(紙･ﾌﾟﾗﾗｯﾌﾟ) 25mL(200) ダメージ品 ¥29,500 ¥5,900 8
Z-13-678-11B PSﾃﾞｨｽﾎﾟﾋﾟﾍﾟｯﾄ 個包装(紙･ﾌﾟﾗﾗｯﾌﾟ) 1mL(1000) ダメージ品 ¥35,700 ¥7,140 3
Z-13-678-11D PSﾃﾞｨｽﾎﾟﾋﾟﾍﾟｯﾄ 個包装(紙･ﾌﾟﾗﾗｯﾌﾟ) 5mL (200) ダメージ品 ¥11,300 ¥2,260 16
Z-13-678-11E PSﾃﾞｨｽﾎﾟﾋﾟﾍﾟｯﾄ 個包装(紙･ﾌﾟﾗﾗｯﾌﾟ) 10mL(200) ダメージ品 ¥11,600 ¥2,320 56
Z-13-678-11F PSﾃﾞｨｽﾎﾟﾋﾟﾍﾟｯﾄ 個包装(紙･ﾌﾟﾗﾗｯﾌﾟ) 50mL(100) ダメージ品 ¥40,900 ¥8,180 0
Z-13-678-27B ｶﾞﾗｽﾋﾟﾍﾟｯﾄ ﾚｷﾞｭﾗｰ 綿栓入 滅菌済 1mL0.1目盛(1000) ダメージ品 ¥43,000 ¥8,600 3
Z-13-678-27C ｶﾞﾗｽﾋﾟﾍﾟｯﾄ ﾚｷﾞｭﾗｰ 綿栓入 滅菌済1mL0.01目盛(1000) ダメージ品 ¥42,100 ¥8,420 10
Z-13-678-27D ｶﾞﾗｽﾃﾞｨｽﾎﾟﾋﾟﾍﾟｯﾄ ﾚｷﾞｭﾗｰ 綿栓入 滅菌済 2mL(500) ダメージ品 ¥25,600 ¥5,120 1
Z-13-678-27E ｶﾞﾗｽﾃﾞｨｽﾎﾟﾋﾟﾍﾟｯﾄ ﾚｷﾞｭﾗｰ 綿栓入 滅菌済 5mL(500) ダメージ品 ¥33,000 ¥6,600 14
Z-13-678-36A ｶﾞﾗｽﾃﾞｨｽﾎﾟﾋﾟﾍﾟｯﾄ ｼｮｰﾄ 綿栓入 滅菌済個包装1mL(400) ダメージ品 ¥30,800 ¥6,160 1
Z-13-678-36B ｶﾞﾗｽﾃﾞｨｽﾎﾟﾋﾟﾍﾟｯﾄ ｼｮｰﾄ 綿栓入 滅菌済個包装5mL(200) ダメージ品 ¥18,400 ¥3,680 1
Z-13-678-36C ｶﾞﾗｽﾃﾞｨｽﾎﾟﾋﾟﾍﾟｯﾄ ｼｮｰﾄ 綿栓入滅菌済個包装10mL(200) ダメージ品 ¥30,400 ¥6,080 1
Z-13-678-36D ｶﾞﾗｽﾃﾞｨｽﾎﾟﾋﾟﾍﾟｯﾄ ｼｮｰﾄ 綿栓入滅菌済個包装25mL(200) ダメージ品 ¥50,000 ¥10,000 1
Z-13-678-36E ｶﾞﾗｽﾃﾞｨｽﾎﾟﾋﾟﾍﾟｯﾄ ｼｮｰﾄ 綿栓入 滅菌済個包装50mL(50) ダメージ品 ¥53,700 ¥10,740 6
Z-13-681-503 ﾃﾞｨｽﾎﾟﾘｻﾞｰﾊﾞｰ 50mL用ｶﾊﾞｰ APET 滅菌済 個包装(20) ダメージ品 ¥6,530 ¥1,310 1
Z-14-203A ﾗﾎﾞﾏｯﾄ 760mmx4.4m ダメージ品 ¥5,110 ¥1,030 2
Z-14-206-62 ｾｰﾌﾃｨｰﾏｯﾄ 510x610mm (50) ダメージ品 ¥8,020 ¥1,610 6
Z-14-206-63 ｾｰﾌﾃｨｰﾏｯﾄ 510x910mm (25) ダメージ品 ¥6,040 ¥1,210 5
Z-14-955-125 ﾃﾞｨｽﾎﾟｰｻﾞﾌﾞﾙﾌﾟﾗｽﾁｯｸｷｭﾍﾞｯﾄｽﾀﾝﾀﾞｰﾄﾞPS(500) ダメージ品 ¥14,700 ¥2,940 3
Z-14-955-126 ﾃﾞｨｽﾎﾟﾌﾟﾗｽﾁｯｸｷｭﾍﾞｯﾄ ｽﾀﾝﾀﾞｰﾄﾞ PMMA (500) ダメージ品 ¥15,800 ¥3,160 1
Z-14-955-129 ﾃﾞｨｽﾎﾟｰｻﾞﾌﾞﾙﾌﾟﾗｽﾁｯｸｷｭﾍﾞｯﾄ 4面透明 PS (500) ダメージ品 ¥16,000 ¥3,200 1
Z-14-955-176 滅菌ｻﾝﾌﾟﾙﾊﾞｯｸﾞ 書込面無 76x178mm (500) ダメージ品 ¥13,500 ¥2,700 1
Z-14-955-180 滅菌ｻﾝﾌﾟﾙﾊﾞｯｸﾞ 書込面無 140x229mm (500) ダメージ品 ¥21,600 ¥4,320 16
Z-14-955-181 滅菌ｻﾝﾌﾟﾙﾊﾞｯｸﾞ 書込面無 140x382mm (500) ダメージ品 ¥29,300 ¥5,860 1
Z-14-955-184 滅菌ｻﾝﾌﾟﾙﾊﾞｯｸﾞ 書込面付 114x229mm (500) ダメージ品 ¥18,200 ¥3,640 2
Z-14-955-185 滅菌ｻﾝﾌﾟﾙﾊﾞｯｸﾞ 書込面付 140x229mm (500) ダメージ品 ¥22,500 ¥4,500 4
Z-14-958C 直口ﾌﾘﾝﾄｶﾞﾗｽﾁｭｰﾌﾞ 12x75Hmm (1000) ダメージ品 ¥9,060 ¥1,820 2
Z-14-961-31 直口ﾎｳｹｲ酸ｶﾞﾗｽﾁｭｰﾌﾞ 16x150Hmm (1000) ダメージ品 ¥20,400 ¥4,080 6
Z-14-962-26H ｽｸﾘｭｰｷｬｯﾌﾟ付試験管 16x150Hmm (1000) ダメージ品 ¥80,700 ¥16,140 4
Z-15-077-955 Desi-Vac ｽﾓｰﾙﾃﾞｼｹｰﾀｰ 3000mL ダメージ品 ¥9,000 ¥1,800 6
Z-17-988-448 ｶﾞﾗｽ廃棄箱 中型 (6) ダメージ品 ¥8,550 ¥1,710 21
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Z-19-041-170B ﾛﾝｸﾞｶﾌﾆﾄﾘﾙｸﾞﾛｰﾌﾞ M (50) ダメージ品 ¥2,550 ¥510 3
Z-19-041-171B Comfort ﾆﾄﾘﾙｸﾞﾛｰﾌﾞ S (200) ダメージ品 ¥3,200 ¥640 1
Z-19-050-548B ﾊﾟｳﾀﾞｰﾌﾘｰﾗﾃｯｸｽｸﾞﾛｰﾌﾞ ｱﾛｴｺｰﾄ M (100) ダメージ品 ¥2,840 ¥570 10
Z-19-050-550A ﾊﾟｳﾀﾞｰﾌﾘｰﾆﾄﾘﾙｸﾞﾛｰﾌﾞ ｱﾛｴｺｰﾄ S (100) ダメージ品 ¥3,670 ¥740 37
Z-19-050-550B ﾊﾟｳﾀﾞｰﾌﾘｰﾆﾄﾘﾙｸﾞﾛｰﾌﾞ ｱﾛｴｺｰﾄ M (100) ダメージ品 ¥3,670 ¥740 10
Z-19-050-550C ﾊﾟｳﾀﾞｰﾌﾘｰﾆﾄﾘﾙｸﾞﾛｰﾌﾞ ｱﾛｴｺｰﾄ L (100) ダメージ品 ¥3,670 ¥740 76
Z-19-050-550D ﾊﾟｳﾀﾞｰﾌﾘｰﾆﾄﾘﾙｸﾞﾛｰﾌﾞ ｱﾛｴｺｰﾄ XL (100) ダメージ品 ¥3,670 ¥740 1
Z-22-363-547 ｾﾙｽﾄﾚｰﾅｰ 40um (50) ダメージ品 ¥19,700 ¥3,940 2
Z-50-109-4650 セーフティーボトルキャリア　黒2.5~4L ダメージ品 ¥14,400 ¥2,880 4
Z-63754060 Diamond Grip Plus PF Latex Gloves XS(100) ダメージ品 ¥1,700 ¥340 17
Z-63754100 Diamond Grip Plus PF Latex Gloves XL(100) ダメージ品 ¥1,700 ¥340 1
Z-T308-3A クライオバイアル ダメージ品 ¥56,200 ¥11,240 3
Z-T334-4SPR スクリューキャップ付チューブ　書込面付 ダメージ品 ¥28,400 ¥5,680 1
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