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2 ご注文品は とご指定ください

物
　
理

化
　
学

生
　
物

地
　
学

実
験
器
具

は か る
「こんなことを調べてみたい」、「この現象はどうなっているんだろう」…そんな生徒
たちの疑問や好奇心から、理数探究の課題が生まれます。
どのようなデータを取れば課題解決にたどり着けるのか、その方法はひとつとは限
りません。種類豊富な計測器がいろいろな角度からのアプローチを可能にします。

竹ものさし
A05-1020� ¥350（¥385)
●目盛の長さ（1目盛）：300mm
（1mm） 
� 総合P.839

長さ

ノギス VC-150N
A05-1001� ¥4,400（¥4,840）
●測定範囲（最小目盛）：0.05～150mm
（0.05mm）� 総合P.840

長さ

デジタルノギス AD-5764A-150
A05-1112� ¥5,500（¥6,050）
●測定範囲（最小目盛）：0～150mm
（0.01mm）� 総合P.840

長さ

レーザー距離計 
COOLSHOT20GⅡ
A05-1089�¥25,000（¥27,500）
●測定範囲：5～730m
●精度：±1ｍ（100m未満）、±2m
（100m以上）� 総合P.228

長さ

スクールタイマー 5plus 
STEX-05P
A05-5321-02�¥8,800（¥9,680）
●アラームセット単位：

　最大99分59秒（1秒単位）
●大きさ：235×21×145mm
� 総合P.209

時間

防水型デジタル温度計 
TFS-1200E
A05-6129-02� ¥79,000（¥86,900）
●測定範囲：−200～+500℃
●分解能：0.1℃（−104.9～

＋500℃）、1℃（前記以外） 
� 総合P.216

温度

Go Direct 
温度センサ GDX-TMP
E31-8200-16�¥17,400（¥19,140）
●測定範囲（最小表示）：

−40～+125℃（0.01℃） 
� 総合P.76

温度

Go Direct 
広範囲温度センサ GDX-WRT
E31-8200-31�¥27,100（¥29,810）
●測定範囲（最小表示）：

−20～+330℃（0.1℃） 
� 総合P.77

温度

電子てんびん NV622JP
A05-3768-06� ¥48,200（¥53,020）
●最大計量（最小表示）：620g（0.01g）
� 総合P.201

重さ

マイクロピペット 
ITCシリーズ
G40-2685-01～-03� 各¥9,000（¥9,900）
●容量（最小容量）：G40-2685-01/2～20μL

（0.05μL）、G40-2685-02/20～200μL
（0.5μL）、G40-2685-03/100～1,000μL
（2μL）� 総合P.578

体積

電子てんびん ME2002E
A05-3784-06� ¥87,300（¥96,030）
●最大計量（最小表示）：2,200g
（0.01g）� 総合P.200

重さ

マクロピペット
G40-2676~7� 各¥24,000（¥26,400）
●容量（1目盛）：G40-2676/5mL
（0.5mL）、G40-2677/10mL
（0.5mL）� 総合P.578

体積

ばねはかり （ニュートン目盛）
SO-NG
A05-4054-01�¥3,200（¥3,520）
●最大計量（最小表示）：2N/200g
（0.02N/2g）� 総合P.270

重さ

力

Go Direct 
ガス圧力センサ GDX-GP
E31-8200-19� ¥22,300（¥24,530）
●測定範囲（最小表示）：

0～400kPa（0.01kPa）� 総合P.76

圧力

ピペット用スポイト 
（安全ピペッター）
F35-3310� ¥2,100（¥2,310）
●容量：50mL
●適合ピペット口径：5～8mm
� 総合P.796

体積

安全に液体を
ピペットで
吸い上げます

ニュートンメーター GN-1
A05-4065� ¥3,900（¥4,290）
●測定範囲：0～±19.99N（0～±1,999g）
●表示最小単位：±0.01N（±1g）
� 総合P.271

重さ

力

デジタル表示で、
読み取りスピード
がアップ

Go Direct 
熱電対温度センサ GDX-TC
E31-8200-18�¥30,445（¥33,489）
●測定範囲（最小表示）：

−200～+1,400℃（0.01℃） 
� 総合P.76

温度

Go Direct 
表面温度センサ GDX-ST
E31-8200-17�¥17,400（¥19,140）
●測定範囲（最小表示）：

−25～+125℃（0.01℃） 
� 総合P.76

温度
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3ご注文品は とご指定ください

※価格表示は、太字が希望小売価格、（　）内の数字は消費税込みの価格です。
※総合掲載頁は総合カタログ2021・22 年度（Vol.57）の頁となります。
※�その他の製品も多数とり揃えております。総合カタログ、消耗品カタログ「サイ
ボックス」と併せてご利用ください。
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直流電流計 Flip-DA
A05-7022� ¥14,800（¥16,280）
●測定範囲：−10～+50mA、−100～+500mA、

−1～+5A（3レンジ）� 総合P.220

電流
AA

直流電圧計 Flip-DV
A05-7023� ¥14,800（¥16,280）
●測定範囲：−1～+3V、−5～+15V、

−100～+300V（3レンジ）� 総合P.220

電圧
VV

分光光度計 SP-PMN
F35-2423� ¥246,000（¥270,600）
●測定波長：420～680nm
●測定レンジ：−1.500～＋1.500Abs
� 総合P.481

濃度

直流電流計 （プチメーター）CT-A
A05-7060� ¥4,800（¥5,280）
●測定レンジ：±500ｍA、±3.0A

　（オートレンジ切替）� 総合P.219

電流
AA

Go Direct 電流センサ GDX-CUR
E31-8200-10� ¥18,700（¥20,570）
●測定範囲：±1A、±0.1A（2レンジ）
●最小表示：0.001A� 総合P.76

電流
AA

Go Direct 比色センサ GDX-COL
E31-8200-22� ¥29,500（¥32,450）
●測定項目：吸光度、透過率
●測定波長：430/470/565/635nm� 総合P.77

濃度

直流電圧計 （プチメーター）CT-V
A05-7065� ¥4,800（¥5,280）
●測定レンジ：±25.0V
（±5.00Vレンジ切替ON/OFF機能付き） 
� 総合P.219

電圧
VV

Go Direct 電圧センサ GDX-VOLT
E31-8200-11� ¥17,400（¥19,140）
●測定範囲：±20V
●最小表示：0.01V� 総合P.76

電圧
VV

Go Direct スペクトロメーター
GDX-SVISPL
E31-8200-34� ¥99,200（¥109,120）
●測定項目：吸光度、透過率、蛍光、排出量
●測定波長：380～950nm� 総合P.77

濃度

pH計 
LAQUAtwin pH-11B
F35-7049-01�¥22,000（¥24,200）
●測定範囲（分解能）：pH0～

　14（pH0.1）� 総合P.459

pH

Go Direct pHセンサ 
GDX-PH
E31-8200-20�¥22,300（¥24,530）
●測定範囲（最小表示）：pH0～

　14（pH0.01）� 総合P.76

pH

ポータブル糖度計 
BX-1
F35-6996�¥23,000（¥25,300）
●測定範囲（分解能）：0～85

　Brix％（0.1Brix％） 
� 総合P.480

糖度

全硬度計 HI97735
F35-7580�¥53,000（¥58,300）
●測定項目：全硬度（CaCO3換算）
●測定範囲：
（低濃度）0～250mg/L、 
（中濃度）200～500mg/L、 
（高濃度）400～750mg/L 
� 総合P.―
New 硬度

SS HH

デジタル塩分計 DN-7
F35-7006�¥5,000（¥5,500）
●測定範囲：0.3～1.5％
� 総合P.480

塩分
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4 ご注文品は とご指定ください
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み  る 探究の過程で、扱う材料や試料を観察することは重要な意味を持ちます。
観察するものの大きさや性質によって、適切な観察方法を選びましょう。

生物顕微鏡 ネクロスⅡ NCM-600
D21-4219� ¥78,000（¥85,800）
細胞などの観察に
●総合倍率：40×～600×
●照明装置：LED（充電式・調光装置付き）
●暗視野観察ユニット標準搭載
総合P.82・83

顕微鏡

デジタル生物顕微鏡 NaRiCam
D20-3009� （Wi-Fi）NC��¥140,000（¥154,000）
D20-2989� （HDMI）NC��¥139,000（¥152,900）
観察画像をクラスで共有できる
●ベース顕微鏡：40×～600×、LED照明装置
（充電式・調光装置付き）

●有効画素数：約500万画素
●出力：D20-3009  Wi-Fi、
 D20-2989  USB1.0/2.0、HDMI
総合P.104

顕微鏡

双眼実体顕微鏡 ソレオ SR-40
D21-5180� ¥57,000（¥62,700）
植物や昆虫、岩石などの観察に
●総合倍率：20×、40×
●照明装置： LED（落射/フレキシブル

落射/透過、充電式）
総合P.96

顕微鏡

ライトスコープ YF-393
D20-2101� ¥3,050（¥3,355）
屋外での観察に
●倍率：30×
●光源付き
総合P.516

顕微鏡

双眼鏡 モナーク7 8×42
D22-3128� ¥55,000（¥60,500）�
野鳥などの観察に
●倍率：8×
●防水機能付き
総合P.121

双眼鏡

タカハシ天体望遠鏡 TS-N
D29-9923� ¥69,000（¥75,900）�
天体観察に
●対物レンズ（主鏡）有効径：80mm
●焦点距離：800mm
●集光力(対肉眼)：131×

総合P.616

望遠鏡
送料
別途

顕微鏡撮影クリップ Tomeco
S77-2553� ¥1,500（¥1,650）
タブレットなどの背面カメラにはさむだけで、顕微鏡撮影装
置に早変わり。双眼実体顕微鏡、生物顕微鏡に使用できます。
※ 対応機種はナリカHPをご覧ください。� 総合P.─

撮る

New

体細胞分裂観察セット
G40-5812� ¥8,500（¥9,350）
1コマの授業内で体細胞分裂の染色～観察ができる
染色時間が短い酢酸バイオレッ
ト使用で、観察の準備時間を短
縮できます。試薬の調製が不要。
総合P.556

染色液

顕微鏡用偏光装置 （生物顕微鏡用）MH
D21-8173-01� ¥6,500（¥7,150）
岩石・鉱物・結晶などの観察に
接眼レンズとプレパラートの下部に偏光フィルタを
取付けるだけで、簡易的な
偏光観察に使用できます。
総合P.103

偏光

▲生物顕微鏡で観察したようす

▲硫酸マグネシウムの結晶
　明視野　　　　　　　　偏光　　

＜実験のようす＞

 NaRiCam（Wi-Fi）NC

太陽望遠鏡 Solar Quest 705
D26-9704� ¥66,250（¥72,875）�
太陽と黒点の観察に
●対物レンズ（主鏡）有効径：70mm
●焦点距離：500mm
●接眼レンズ：20mm(25×)、

10mm(50×)
総合P.620

望遠鏡
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※価格表示は、太字が希望小売価格、（　）内の数字は消費税込みの価格です。
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熱 ・ 冷  そ の 他
ひとくちに加熱・冷却と言っても、その温度範囲や方式は
さまざまです。使用する試料や薬品の性質、実験の内容に
よって適切な加熱・冷却器具を選びましょう。

理科実験用ガスコンロ GS2-2000N
F35-6408� ¥7,500（¥8,250）
炎で加熱
●使用ガス：ブタンガス
●大きさ：242×191×106mm
総合P.410

加熱

ホモジナイザー （細菌検査用）EXNIZER400
G40-2800� ¥304,000（¥334,400）

粉砕
送料
別途

細菌検査・ 
DNA サンプル抽出などの前処理に
●ホモジナイズ容量：80～400mL
●大きさ：283×411×294mm� 総合P.496

恒温水そう （ウォーターバス）E-2
G40-2657-02� ¥36,000（¥39,600）�
緩やかな加熱
●温度範囲：室温+5～95℃
●ヒーター：600W
総合P.490

加熱

電気マッフル炉 FUL210FB
F35-2792-01� ¥250,000（¥275,000）�
炎を使わない高温加熱
●使用温度範囲：200～1,150℃、

常用最高温度850℃
●ヒーター容量：900W
●大きさ（外寸）：

430×495×600mm
総合P.493

加熱
送料
別途

振とう恒温水そう SB-13TR
G40-2691� ¥210,000（¥231,000）�
温度を保つ
●温度範囲：室温+5～80℃
●振とう数：20～160rpm（無段変速）、
　振幅30mm
総合P.489

加熱
送料
別途

定温恒温乾燥器 NDO-420
F35-2635-01� ¥135,000（¥148,500）
温度を保つ
●温度調節範囲：室温+10～300℃
●ヒーター容量：1.0kW
●大きさ（外寸）：

550(565)×593(625)×825(836)mm
総合P.489

加熱
送料
別途

ホットプレートスターラー
F35-2818-01� SRS311HA（50Hz用）¥52,800（¥58,080）
F35-2818-02� SRS316HA（60Hz用）¥52,800（¥58,080）
炎を使わない加熱
●使用温度範囲：50～300℃（室温20℃、無試料時の

プレート表面温度）
●回転速度：200～1,500rpm
●攪拌容量：50mL～3Ｌ
総合P.495

加熱

冷蔵庫 （2ドア式）RF-136N
F35-4320� ¥84,000（¥92,400）
冷凍・冷蔵
●定格内容量：

148Ｌ 
（冷凍庫54Ｌ、冷蔵庫94Ｌ）

●大きさ：
502×598×1,275mm

総合P.486

冷却
送料
別途

理科実験用IHコンロ IH-4N
G40-2653� ¥16,500（¥18,150）
緩やかな加熱
●温度調節範囲：定温モード：30～90℃（1℃単位で調整可能）、
 加熱モード：弱～強の10段階
●出力設定：
　1,000W、 700W、 450W
総合P.491

加熱

低温インキュベーター （低温恒温器）SMU-054 I
G40-1898-01� ¥271,000（¥298,100）
低温～中温度域までの広範囲で温度制御
●温度設定範囲：

槽内−15～+50.0℃ 
（−10℃以下を除き 
0.5℃単位）、 
+35.0～+40.0℃ 

（0.1℃単位）
●大きさ（外寸）：

483×554×690mm
総合P.488

冷却
送料
別途
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  干渉縞を調べる

  力学的エネルギーの保存

DVD の干渉縞を調べる実験

光の回折・干渉実験器 LL-Y（レーザー光源装置）
D20-1524� ¥34,000（¥37,400）
� 総合P.333

Go Direct 力学システム DTS-GDX
E31-8200-03� ¥142,300（¥156,530）
� 総合P.75

Go Direct 光/色センサ 
GDX-LC
E31-8200-15�¥19,900（¥21,890）
� 総合P.76

力学的エネルギー保存の法則実験器 GB
C15-2907� ¥19,200（¥21,120）
� 総合P.285

おすすめの実験機器

おすすめの実験機器

固定台付きで
実験しやすい

おもりの衝突実験器 （往復式）OS-W
C15-2454� ¥18,300（¥20,130）
� 総合P.286

光センサと力学システムを活用した実験

送料
別途

斜面を転がる物体の力学的エネルギー保存の実験

斜面を往復する物体の力学的エネルギー保存の実験

振り子を用いた力学的エネルギー保存の実験

2タイプの実験ができます

力学システムのセンサカートの位置センサを
使用することで、位置と光量の関係を測定。
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  音の波形・振動数・音圧の測定

スピーカーから出た音と壁によって反射した音で生じた定常波の音圧分布の測定

音センサを使った楽器の音分析（それぞれの楽器で「ラ」の音の波形を比較）

Go Direct 音センサ GDX-SND
E31-8200-14� ¥22,300（¥24,530）
� 総合P.76

音の振動数測定器 SW-Y
C15-8270� ¥11,000（¥12,100）
� 総合P.57

おすすめの実験機器

測定データをワイヤレスで
タブレットに表示

音圧

距離

ギター
▼ラの波形

Go�Direct音センサでの測定データ

ピアノ
▼ラの波形

アルトリコーダー
▼ラの波形
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8 ご注文品は とご指定ください

実
験
器
具

物
　
理

生
　
物

地
　
学

化
　
学

  ダニエル電池の性能特性

  味噌の塩分濃度比較

ダニエル電池 （分割型） 
実験セット DH-F
B10-2014-10� ��
¥7,900（¥8,690）
� 総合P.449

直流電流計 （プチメーター）CT-A
A05-7060� ¥4,800（¥5,280）
� 総合P.219�

直流電圧計 （プチメーター）CT-V
A05-7065� ¥4,800（¥5,280）
� 総合P.219

デジタル塩分計 DN-7
F35-7006� ¥5,000（¥5,500）
総合P.480

Go Direct 電流センサ  
GDX-CUR
E31-8200-10�
�¥18,700（¥20,570）�総合P.76

Go Direct 電圧センサ 
GDX-VOLT
E31-8200-11�
�¥17,400（¥19,140）�総合P.76

双眼実体顕微鏡　
ソレオ SR-40
D21-5180�
� ¥57,000（¥62,700）
� 総合P.96

さまざまな
種類や色味の
味噌を

選んでみよう

味噌汁の塩分濃度の比較 味噌の塩分を抽出

電極に使用する金属板と溶液の組合わせによる
起電力の違いを電圧センサで測定。

① 味噌を加熱し炭化させる。/② ①を水に混ぜてろ過。/③ ②を
再結晶させたものを双眼実体顕微鏡で観察。

▲飽和食塩水を再結晶させた
もの

▲味噌から抽出した水溶液を
再結晶させたもの

おすすめの実験機器

おすすめの実験機器

ダニエル電池（分割型）
実験セット
少量の溶液で実験できるダニ
エル電池。正極、負極を別々に
組立て、接触させることで起電
力が発生し電池になります。
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9ご注文品は とご指定ください

※価格表示は、太字が希望小売価格、（　）内の数字は消費税込みの価格です。
※総合掲載頁は総合カタログ2021・22 年度（Vol.57）の頁となります。
※�その他の製品も多数とり揃えております。総合カタログ、消耗品カタログ「サイ
ボックス」と併せてご利用ください。

実
験
器
具

物
　
理

生
　
物

地
　
学

化
　
学

  さまざまな物質の気化熱の違い

  身近な植物色素の pH による発色について

ムラサキキャベツ 
パウダー 

（pH指示薬）
S75-3550�
� ¥3,600（¥3,960）
� 総合P.463

Go Direct pHセンサ  
GDX-PH
E31-8200-20�
� ¥22,300（¥24,530）
� 総合P.76

Go Direct スペクトロ
メーター GDX-SVISPL
E31-8200-34�
�¥99,200（¥109,120）�総合P.77

Go Direct 比色センサ 
GDX-COL
E31-8200-22�
�¥29,500（¥32,450）�総合P.77

Go Direct 温度センサ GDX-TMP
E31-8200-16� ¥17,400（¥19,140）
� 総合P.76

①温度センサの先端に脱脂綿を巻付け、
　そこにメタノール、アセトン、エチルエーテルを同時に滴下する。

②リアルタイムに表示される温度変化により、
　それぞれの試薬の気化熱を調べる。

ムラサキキャベツ溶液の色素成分を調べる。

▲ 酸性～アルカリ性で発色した
ムラサキキャベツ溶液

おすすめの実験機器

おすすめの実験機器

Cat.No. 商品名 価格 ¥ 総合掲載頁

S75-8000-24 アセトン 500mL 〈危〉 ¥1,600 
(¥1,760)

939

S75-8015-06 エチルエーテル(ジエチルエーテル) 500mL 〈危〉 ¥4,300 
(¥4,730)

940

S75-8155-01 メタノール 500mL 〈劇/危〉 ¥1,500 
(¥1,650)

951

酸性

中性

アルカリ性
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10 ご注文品は とご指定ください

実
験
器
具

物
　
理

化
　
学

地
　
学

生
　
物

  アルコール発酵

  マツの葉で大気汚染調査

Go Direct ガス圧力センサ GDX-GP
E31-8200-19� ¥22,300（¥24,530）
総合P.76

Go Direct 滴定センサ GDX-DC
E31-8200-21�
� ¥24,600（¥27,060）
� 総合P.77

Go Direct 二酸化炭素センサ 
GDX-CO2
E31-8200-26�
¥49,100（¥54,010）
総合P.77

付属の専用
シリンジの
使用で実験
がスムーズ

ガス圧力センサで温度による 
アルコール発酵の違いを調べる

二酸化炭素センサでアルコール発酵によって
発生する気体を調べる

おすすめの実験機器

NARIKA Connect
付属ソフト「NARIKA Con-
nect」を使って、マツの葉の
気孔に付着している汚れの
大きさや、間隔などを測定
できます。

おすすめの実験機器
デジタル生物顕微鏡 NaRiCam
D20-3009�
� （Wi-Fi）NC　¥140,000（¥154,000）�
D20-2989�
� （HDMI）NC　¥139,000（¥152,900）
●出力： D20-3009 Wi-Fi、

D20-2989 USB1.0/2.0、HDMI
� 総合P.104

Wi-Fiタイプなら
最大6台のタブレットと

接続できます。
学校にあるタブレットを

有効活用した
授業ができます。

NaRiCam（Wi-Fi）NC
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11ご注文品は とご指定ください

※価格表示は、太字が希望小売価格、（　）内の数字は消費税込みの価格です。
※総合掲載頁は総合カタログ2021・22 年度（Vol.57）の頁となります。
※�その他の製品も多数とり揃えております。総合カタログ、消耗品カタログ「サイ
ボックス」と併せてご利用ください。

実
験
器
具

物
　
理

化
　
学

生
　
物

地
　
学

〈小型ペルチェ霧箱/α線崩壊のようす〉

  放射線の測定

Go Direct GMセンサ GDX-RAD
E31-8200-33� ¥44,200（¥48,620）
 総合P.77

小型ペルチェ霧箱 SML-02
B10-7759�
� ¥152,000（¥167,200）
 総合P.191

アースボール AR-H
H45-1147� ¥3,600（¥3,960）
 総合P.596

〈霧箱(コールドプレート式)/
モナズ石による放射線の飛跡観察〉

GM センサと力学システムを活用した実験
力学システムのセンサカートの位置センサで、位置と
カウント数の関係を調べる。

ナリカオリジナル
学習のてびき付き！

あると便利！ アプリで飛び出すAR 地球儀

●スマホやタブレットをアースボールに
かざすと、リアルタイムで変化する地球
上の「雲」「雨」「気温」を見ることができ
ます。

●データは１週間前までさかのぼれます。
●豊富な無料コンテンツでさまざまな学

びができます。

「雲」
地球上の「雲」を
リアルタイム表示

「気温」
地球表面の「気温」を
リアルタイム表示

「雨」
地球上に降る「雨」を
リアルタイム表示

「夜の地球」
宇宙から見た、
夜の地球の姿を表示

おすすめの実験機器

霧箱 (コールドプレート式) KK-01
B10-7764-01� ¥23,000（¥25,300）
� 総合P.192

Go Direct 力学システム DTS-GDX
E31-8200-03� ¥142,300（¥156,530）
� 総合P.75送料
別途
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