
滅菌サンプルバッグ

　　 キャンペーン期間 ： 
2019年5月20日〜2019年8月30日まで

科学、食品など様々な場面で使用できるサンプルバッグです

【特徴】
• ガンマ線滅菌済み

• 書き込み面はあり、なし選べる2タイプ

• 粉末、液体、個体などサンプルをクリーンなまま保存可能

No. 製品名 入数 標準価格
14-955-175 滅菌サンプルバッグ 書込面無 76×127mm 500枚 / 1箱 ¥12,600 ¥6,300 ¥25,200
14-955-176 滅菌サンプルバッグ 書込面無 76×178mm 500枚 / 1箱 ¥13,100 ¥6,550 ¥26,200
14-955-177 滅菌サンプルバッグ 書込面無 114×229mm 500枚 / 1箱 ¥16,500 ¥8,250 ¥33,000
14-955-178 滅菌サンプルバッグ 書込面無 114×305mm 500枚 / 1箱 ¥20,600 ¥10,300 ¥41,200
14-955-180 滅菌サンプルバッグ 書込面無 140×229mm 500枚 / 1箱 ¥21,000 ¥10,500 ¥42,000
14-955-181 滅菌サンプルバッグ 書込面無 140×382mm 500枚 / 1箱 ¥28,400 ¥14,200 ¥56,800

14-955-182 滅菌サンプルバッグ 書込面付 76×127mm 500枚 / 1箱 ¥13,600 ¥6,800 ¥27,200
14-955-183 滅菌サンプルバッグ 書込面付 76×178mm 500枚 / 1箱 ¥14,300 ¥7,150 ¥28,600
14-955-184 滅菌サンプルバッグ 書込面付 114×229mm 500枚 / 1箱 ¥17,700 ¥8,850 ¥35,400
14-955-185 滅菌サンプルバッグ 書込面付 140×229mm 500枚 / 1箱 ¥21,800 ¥10,900 ¥43,600

【材質】
• ポリエチレン

キャンペーン対象製品 ： ● 滅菌サンプルバッグ 
 ● メジューム瓶　● ビーカー 各種　● フラスコ 各種
ご注文時のお願い ： ご注文の際には発注書の備考欄に 
 「キャンペーン」と ご記載ください。何卒よろしく 
  お願い申し上げます。

まとめ買い 
5箱価格

単品キャンペーン 
価格



高品質でお求めやすい低価格を実現した、広口汎用保存瓶

No. 製品名 入数 標準価格
FB-800-100 メジューム瓶 100mL 1本 ¥540 ¥270 ¥2,160
FB-800-250 メジューム瓶 250mL 1本 ¥560 ¥280 ¥2,240
FB-800-500 メジューム瓶 500mL 1本 ¥740 ¥370 ¥2,960
FB-800-1000 メジューム瓶 1L 1本 ¥1,040 ¥520 ¥4,160
FB-800-2000 メジューム瓶 2L 1本 ¥2,200 ¥1,100 ¥8,800
FB-800-5000 メジューム瓶 5L 1本 ¥10,900 ¥5,450 ¥43,600
FB-800-10000 メジューム瓶 10L 1本 ¥24,200 ¥12,100 ¥96,800
FB33182 メジューム瓶 20L 1本 ¥52,300 ¥26,150 ¥209,200

02-542-3 交換用ポアリング 10個 / 1箱 ¥2,400 ¥1,200 ー

FB-800-STDCAP メジューム瓶 交換用キャップ 10個 / 1箱 ¥6,500 ¥3,250 ー

【特徴】
• 耐熱性と化学薬品耐性に優れたガラスを使用

• アルカリ含有量を低く抑えた高品質ガラス

• 液ダレと欠けを防ぐポアリング付

• 白エナメルの目盛りと書き込み面付

• 口内径：約30mm

• ネジ規格：ISO/GL45

• オートクレーブ可（最高140℃）

【材質】
• 本体：ホウケイ酸ガラス（ASTM E438 Type 1 Class A適合）／
キャップ・ポアリング：ポリプロピレン

【注意】
• オートクレーブの際はキャップをゆるめ、2L以上はキャップを取り外
してください。キャップとポアリングは乾熱滅菌にはかけられません。

※メジューム瓶 2L/5L/10L/20Lの大容量はお取り寄せになる可能性がございます。ご注文の際はお問合せください。

メジューム瓶

幅広くご使用

いただけます！

まとめ買い 
10本価格

単品キャンペーン 
価格



ホウケイ酸ガラスを使用した丈夫なビーカーシリーズ

ビーカー：FB-100-シリーズ 
高品質ガラスを使用した、厚手で丈夫なビーカー
• 口がわずかに広がった、注ぎやすいデザイン

• 上端部分は割れにくいビード加工仕上げ

• 書き込み面はマット仕上げで、鉛筆で容易に書き込み可能

• 双方向目盛り付

• ASTM E960、Type Ⅰ規格適合

厚手ビーカー：FB-101-シリーズ　衝撃に強い丈夫なビーカー
• 上端は割れにくいよう特に厚く作られ、注ぎ口は注ぎやすいデザイン

• 書き込み面はマット仕上げで、鉛筆で容易に書き込み可能

• 双方向目盛り付

• ASTM E960、Type Ⅱ規格適合

トールビーカー：FB-102-シリーズ　 
高品質ガラスを使用した、厚手で丈夫なビーカー
• 口がわずかに広がった、注ぎやすいデザイン

• 上端部分は割れにくいビード加工仕上げ

• 書き込み面はマット仕上げで、鉛筆で容易に書き込み可能

• 双方向目盛り付

• ASTM E960、Type Ⅰ規格適合

No. 製品名 入数 標準価格
FB-100-50 ビーカー 50mL 1本 ¥440 ¥220 ¥1,760
FB-100-100 ビーカー 100mL 1本 ¥440 ¥220 ¥1,760
FB-100-150 ビーカー 150mL 1本 ¥440 ¥220 ¥1,760
FB-100-250 ビーカー 250mL 1本 ¥440 ¥220 ¥1,760
FB-100-400 ビーカー 400mL 1本 ¥440 ¥220 ¥1,760
FB-100-600 ビーカー 600mL 1本 ¥560 ¥280 ¥2,240
FB-100-1000 ビーカー 1000mL 1本 ¥1,040 ¥520 ¥4,160

No. 製品名 入数 標準価格
FB-102-100 トールビーカー 100mL 1本 ¥440 ¥220 ¥1,760
FB-102-200 トールビーカー 200mL 1本 ¥440 ¥220 ¥1,760
FB-102-300 トールビーカー 300mL 1本 ¥440 ¥220 ¥1,760
FB-102-400 トールビーカー 400mL 1本 ¥600 ¥300 ¥2,400
FB-102-600 トールビーカー 600mL 1本 ¥800 ¥400 ¥3,200
FB-102-1000 トールビーカー 1000mL 1本 ¥1,140 ¥570 ¥4,560

No. 製品名 入数 標準価格
FB-101-250 厚手ビーカー 250mL 1本 ¥880 ¥440 ¥3,520
FB-101-400 厚手ビーカー 400mL 1本 ¥1,160 ¥580 ¥4,640
FB-101-600 厚手ビーカー 600mL 1本 ¥1,340 ¥670 ¥5,360
FB-101-1000 厚手ビーカー 1000mL 1本 ¥1,760 ¥880 ¥7,040
FB-101-2000 厚手ビーカー 2000mL 1本 ¥5,100 ¥2,550 ¥20,400
FB-101-4000 厚手ビーカー 4000mL 1本 ¥8,380 ¥4,190 ¥33,520

ビーカー 各種

まとめ買い 
10本価格

単品キャンペーン 
価格

まとめ買い 
10本価格

単品キャンペーン 
価格

まとめ買い 
10本価格

単品キャンペーン 
価格



フラスコシリーズ

ろ過フラスコ：FB-300-シリーズ　標準の三角フラスコに比べ肉厚
• 書き込み面はマット仕上げで、鉛筆で容易に書き込み可能

• ASTM E1406、Type Ⅱ、Class 1規格適合

三角フラスコ：FB-500-シリーズ　計量や攪拌など、広い用途に
• 強度を高めるため、口部分は特に厚く強化され、ビード加工により丸くなめらかな仕上げ

• 衝撃を受けても割れにくい角度とカーブのデザイン

• 書き込み面はマット仕上げで、鉛筆で容易に書き込み可能

• ASTM E1404、Type Ⅰ、Class 1規格適合

広口三角フラスコ：FB-501-シリーズ　 
広口タイプで使いやすいデザイン
• 計量や撹拌など、幅広い用途に

• 強度を高めるため、口部分は特に厚く強化され、ビード加工により丸くなめらかな仕上げ

• 衝撃を受けても割れにくい角度とカーブのデザイン

• 書き込み面はマット仕上げで、鉛筆で容易に書き込み可能

• ASTM E1404、Type Ⅰ、Class 2規格適合

No. 製品名 入数 標準価格
FB-300-250 ろ過フラスコ 250mL 1本 ¥3,520 ¥1,760 ¥14,080
FB-300-500 ろ過フラスコ 500mL 1本 ¥6,140 ¥3,070 ¥24,560
FB-300-1000 ろ過フラスコ 1000mL 1本 ¥9,680 ¥4,840 ¥38,720
FB-300-2000 ろ過フラスコ 2000mL 1本 ¥16,300 ¥8,150 ¥65,200
FB-300-4000 ろ過フラスコ 4000mL 1本 ¥24,600 ¥12,300 ¥98,400

No. 製品名 入数 標準価格
FB-501-125 三角フラスコ 広口 125mL 1本 ¥440 ¥220 ¥1,760
FB-501-250 三角フラスコ 広口 250mL 1本 ¥460 ¥230 ¥1,840
FB-501-500 三角フラスコ 広口 500mL 1本 ¥620 ¥310 ¥2,480
FB-501-1000 三角フラスコ 広口 1000mL 1本 ¥960 ¥480 ¥3,840
FB-501-2000 三角フラスコ 広口 2000mL 1本 ¥1,780 ¥890 ¥7,120

No. 製品名 入数 標準価格
FB-500-25 三角フラスコ 25mL 1本 ¥540 ¥270 ¥2,160
FB-500-50 三角フラスコ 50mL 1本 ¥540 ¥270 ¥2,160
FB-500-125 三角フラスコ 125mL 1本 ¥420 ¥210 ¥1,680
FB-500-250 三角フラスコ 250mL 1本 ¥420 ¥210 ¥1,680
FB-500-500 三角フラスコ 500mL 1本 ¥560 ¥280 ¥2,240
FB-500-1000 三角フラスコ 1000mL 1本 ¥1,000 ¥500 ¥4,000
FB-500-2000 三角フラスコ 2000mL 1本 ¥1,880 ¥940 ¥7,520
FB-500-4000 三角フラスコ 4000mL 1本 ¥3,880 ¥1,940 ¥15,520
FB-500-6000 三角フラスコ 6000mL 1本 ¥5,720 ¥2,860 ¥22,880

フラスコ 各種

まとめ買い 
10本価格

単品キャンペーン 
価格

まとめ買い 
10本価格

まとめ買い 
10本価格

単品キャンペーン 
価格

単品キャンペーン 
価格

ウィザーライフサイエンス株式会社

代理店

ECサイトは 
コチラから

TEL：052-659-2900　FAX：052-659-2905 
Mail：info@wexer.co.jp

Order infomation


