
気体採取器

実験用気体 実験器具

KN

底なし集気びん（アルミ製ふた付）
商品コード 単位 M価（税抜） 価格（税抜）（税込）

120-560 1個 ￥1,420￥1,280￥1,408
●容量：200mL●材質：ガラス●寸法：内口径36×胴
径65×高さ107mm●付属品：アルミ製ふた●出荷/包
装単位：1

クリアで歪みがないので、中の
ようすがはっきりと確認できます。

200ｍL

① ② ③ ④

実験用気体専用のストローと
フレキシブルストローが付属しています。
※④水素H2にはフレキシブルストローは付属しません。

本体ハンドルを②のハンドル部に交換することで新型の気体採取器として使え、⑤の新型酸素検知管（31E-2）に対応できます。
気体採取器・気体検知管の新旧対応 旧型（黒色ハンドル）の気体採取器をお持ちの方

ガステック

気体採取器ハンドル部
商品コード 単位 M価（税抜） 価格（税抜） （税込）

② 748-561 1個 ￥3,000 ￥2,735 ￥3,008
●品番：50P-9●出荷/包装単位：1

旧型 の気体採取器 新型 の気体採取器として使えます！

➡ハンドル

シリンダ

＋
②ハンドル部新型シリンダ旧型

ハンドルのガイドマークには
「50 ▲▲」と「10 ▲」の数字が片面ずつ印字されています。

新型気体採取器について 

③④の
検知管には

「50 ▲▲」のマークを
合わせます。

⑤の
酸素検知管 31E-2 には
「10 ▲」のマークを

合わせます。

ガステック
気体採取器
商品コード 品番 単位 M価（税抜） 価格（税抜） （税込）

① 748-560 GV50-2S 1ｾｯﾄ ￥13,000 ￥11,853 ￥13,038
●セット内容：気体採取器、チップホルダー、シールオイル、カバーゴム（20個）、ソフト
ケース●出荷/包装単位：1

新型検知管・旧型検知管の
両方に対応した気体採取器。

旧型気体採取器を
新型採取器に変えられる
交換用のハンドルです。 ③

④

⑤

ガステック
簡易気体検知器セット　消耗品
商品コード 種別 測定範囲 単位 M価（税抜） 価格（税抜） （税込）

③ 718-054 二酸化炭素検知管2EL 0.03～1%

1箱
￥1,700 ￥1,533 ￥1,686

④ 718-053 二酸化炭素検知管2EH 0.5～8%

⑤ 748-562 酸素検知管　31E-2 7～23% ￥1,380 ￥1,261 ￥1,387

●入数：③④10回分⑤5回分●⑤は旧型の気体採取器（黒色のハンドル）では使用できません。
●出荷/包装単位：1/10/100

新型酸素検知管（31E-2）
 が対応可能に！

⑤

①セット内容

KN
実験用気体　5L
種類 商品コード 単位 M価（税抜） 価格（税抜） （税込）

酸素 ① 719-457
1本

￥622 ￥684

窒素 ② 719-458
￥577 ￥634

二酸化炭素 ③ 719-459
水素 ④ 719-460 ￥850 ￥766 ￥842

●封入量：5L●容量：580mL●純度：95％●付属品：①～③ストロー（直径4.5mm×15cm）１本、フレキシブル
ストロー（直径5mm×18cm）１本④ストロー（直径4.5mm×15cm）●出荷/包装単位：1/20

旧型（31E）と比べて
発熱反応が抑えられて

サイズが小さく、
しかもお買い得！

②

③測定範囲
0.03～1%

④測定範囲
0.5 ～ 8%

⑤測定範囲
7～ 23%

酸素検知管（3１E-2）の特徴

2種のストローを
連結すると
水上置換での

気体捕集が簡単！

￥￥622622
￥￥５77５77

期間限定

（税込￥13,038）（税込￥13,038）

①①通常価格通常価格（税抜）（税抜）￥￥12,22012,220 をを

￥￥11,85311,853税抜税抜

（税込￥3,008）（税込￥3,008）

  ②②通常価格通常価格（税抜）（税抜）￥２,820￥２,820 をを

￥￥2,7352,735税抜税抜
期間限定 期間限定

③④③④
通常価格通常価格（税抜）（税抜）￥1,581￥1,581をを

￥￥1,5331,533税抜税抜

（税込￥1,686）（税込￥1,686）

⑤⑤通常価格通常価格（税抜）（税抜）￥1,300￥1,300 をを

￥￥1,2611,261税抜税抜

（税込￥1,387）（税込￥1,387）

期間限定

期間限定

期間限定

期間限定

①①
通常価格通常価格（税抜）（税抜）￥642￥642 をを

②③②③
通常価格通常価格（税抜）（税抜）￥595￥595 をを

税抜税抜

税抜税抜
（税込￥684）（税込￥684）

（税込￥634）（税込￥634）

小学校・中学校の
実験・観察に必要なものが
小学校・中学校の

実験・観察に必要なものが

お買い得価格に！
他にもさまざまな実験・観察用品を取り揃えております！ 2021年smartschoolカタログ 学校版P.560 ～ 637 / 学校教員版P.179～208をご覧ください。

期間限定

からのオススメ情報
チラシ有効期限

2021年 6月30日まで



観察用品

清掃用品

ガスコンロ・カセットガス

肉眼

×3.5

×6

×13

すごい!!

顕微鏡点検・修理サービス

素早い加熱で実験時間を効率化できます。 理科実験用ガスコンロの補充にどうぞ。
250g 120g

3本組 2本組

顕微鏡は
定期的な点検が

大切です！

①
②

幅広いメーカーの顕微鏡の点検・修理を承ります。
「どこに頼めばいいか分からず困っていた」という方は、ぜひお問い合せください！
※一部メーカー・機種は対応できない場合があります。詳しくはスマートスクールお問い合せセンターへお問い合せください。

日本製紙クレシア
JKワイパー 150-S
商品コード 単位 入数 M価（税抜）価格（税抜）（税込）

① 719-486 1箱 150枚 ￥250￥189￥207
●パッケージ：幅250×奥行120×高さ85mm●シート

（縦x横）：225×215mm●材質：パルプ●品番：62301
●出荷/包装単位：1/36

日本製紙クレシア
キムワイプ S-200
商品コード 単位 入数 M価（税抜）価格（税抜）（税込）

② 719-487 1箱 200枚 ￥180￥140￥154
●パッケージ：幅130×奥行120×高さ93mm●シート（縦x横）：120
×215mm●材質：パルプ●品番：62011●出荷/包装単位：1/72

検査器具の
メンテナンス

専用

家庭用
ティッシュの

手軽さで使える
大きめサイズ

①

②
KN
レンズクリーナーキット
商品コード 単位 M価（税抜） 価格（税抜） （税込）

120-563 1ｾｯﾄ ￥480 ￥455￥500
●セット内容：クリーナー液30mL、クリーニングペーパ
ー30枚とじ●出荷/包装単位：1

AT
方位磁石
商品コード 単位 入数 価格（税抜） （税込）

757-128 1組 １０個 ￥450 ￥４９５
●サイズ：φ45×11mm●材質：PP、PMMA、紙、
鉄●出荷/包装単位：1

ビクセン
学習用顕微鏡
商品コード 単位 M価（税抜） 価格（税抜） （税込）

757-130 1台 ￥1５，０００ ￥13,095 ￥14,404
●寸法：幅70×奥行114×高さ210mm●質量：400g●付属品：サンプル
プレパラート1枚、プラスチックケース●出荷/包装単位：1

レンズの
清掃に

学校の先生と共同開発！
3.5倍、6倍、13倍のレンズで
より大きく、詳しく観察できます。

子どもの使いやすさを考えて設計した、野外学習用ボード。

ミクロの世界を十分に
楽しめる最高倍率６００倍。 レイメイ藤井

先生オススメ!! 超観察ルーペ
商品コード 品番 単位 M価（税抜） 価格（税抜） （税込）

757-129 EW401 1個 ￥400 ￥310￥341
●寸法：幅55×奥行8×高さ132mm●質量：35g●材質：本
体=PP、レンズ＜3.5倍＞ガラス、＜6倍・13倍＞アクリル、スト
ラップ=ABS・ポリアクリル●レンズ径：＜3.5倍＞45mm、＜6
倍＞18mm、＜13倍＞12.2mm●付属品：名前シール、安全ネ
ックストラップ●出荷/包装単位：1/5/100

45mm径

ストラップ付
名前シール付

12.2mm径

18mm径

野口さんを
観察してみよう

総合倍率
60～600倍

接眼レンズ
10×・20×

対物レンズ
6×・10×・30×

鏡筒形式
単眼固定直筒45°傾斜可

焦点調節
鏡筒上下動

照明装置
平・凹面鏡

1個単位でもご注文いただけます。
2021年smartschoolカタログ
学校版P.609をご覧ください。

使用イメージ
安全パーツ付きストラップ

1個
あたり

四隅ホール付きで
タテ・ヨコで使用可能

文具の出し入れがしやすい
カーブポケット

スライドグラスはsmartschoolカタログ
学校版P.626/学校教員版P.201をご覧ください。

① ②

方位磁石10個入をご用意！

3.5 倍ガラスレンズ

13倍
アクリルレンズ

６倍アクリルレンズ

プラス
かんさつ学習ボード
商品コード 色 品番 単位 M価（税抜） 価格（税抜） （税込）

① 762-327 ●●イエロー
FL-195SF 1枚 ￥1,100 ￥890 ￥979

② 762-328 ●●グリーン
●寸法：縦356×横271×厚さ24mm●質量：291g●材質：発泡PP●付属品：首掛けひも

（815mm）●本体裏面：ペンケース・プリントポケット付き●出荷/包装単位：1/10/30

KN

理科実験用ガスコンロ
商品コード 品番 単位 M価（税抜） 価格（税抜） （税込）

120-562 F35-6408 1個 ￥7,500 ￥6,382 ￥7,020

●外寸（幅x奥x高）：224×122×
190mm●質量：約900g
●点火方式：圧電点火方式
●安全装置：カセットガス容器着
脱機構（圧力感知安全装置）
●使用ガス：ブタンガス
●使用ガス容器：イワタニカセット
ガス、イワタニカセットガスジュニ
ア推奨●ガス消費量：約50g/h

（周囲温度20℃時）ボンベ（250g）
で約5時間●最大発熱量：約
600kcal/h●材質：本体＝SPCC

（一般用冷間圧延鋼板）
●出荷/包装単位：1 ●カセットボ
ンベは付属しておりません。

岩谷産業
岩谷カセットガス 3本組
商品コード 単位 価格（税抜） （税込）

① 736-963 1ｾｯﾄ ￥902 ￥992
●出荷/包装単位：1/16

岩谷産業
岩谷カセットガスジュニア 2本組
商品コード 単位 価格（税抜） （税込）

② 736-964 1ｾｯﾄ ￥596 ￥655
●出荷/包装単位：1/30

軽量
291g！

顕微鏡のクリーニングに！

＜裏＞

＜表＞

詳細は
学校版 P.1212

学校教員版P.395を
ご覧ください！

学校版 学校教員版

（税込￥7,020）（税込￥7,020）

通常価格通常価格（税抜）（税抜）￥6,580￥6,580をを

￥￥6,3826,382税抜税抜
期間限定

期間限定

通常価格通常価格（税抜）（税抜）￥930￥930 をを

￥￥902902税抜税抜

（税込￥992）（税込￥992）

期間限定

通常価格通常価格（税抜）（税抜）￥615￥615 をを

￥￥596596税抜税抜

（税込￥655）（税込￥655）

期間限定

通常価格通常価格（税抜）（税抜）￥990￥990 をを

￥￥890890税抜税抜

（税込￥979）（税込￥979）

期間限定

通常価格通常価格（税抜）（税抜）￥320￥320 をを

￥￥310310税抜税抜

（税込￥341）（税込￥341）

期間限定

￥￥4545税抜税抜

10 個入りなら10個入りなら

（税込￥49（税込￥49.5.5））

通常価格通常価格（税抜）（税抜）￥13,500 ￥13,500 をを

￥￥13,09513,095

期間限定

（税込￥14,404）（税込￥14,404）

税抜税抜

受付時間
9:00～18:00（日・祝除く）

Webでラクラクご注文

https://www.smartschool.jp
FAXでご注文

ご注文

時間受付
24
FAXでのご注文は、smartschool カタログ裏面の専用オーダーシートをご利用ください。
ご不明な点・カタログの請求に関してはお問い合せセンターまでご連絡ください。

お問い合せセンター
※日・祝祭日のお届け（配送）をご希望の際はご注文前に、スマートスクールお問い合せセンターまでご連絡ください。

担当販売店

プラス株式会社　ジョインテックスカンパニー

FAX

TEL

0120-597-459

0120-598-721
チラシ有効期限：２０２１年6月30日


