
表面張力計 DyneMasterシリーズ　　消耗品ご案内
2023年1月現在

測定子（プレート）

商品№ 773 商品№ 771 商品№ 9288

単位 1枚 単位 20枚/1組 単位 1個

価格 ¥94,000 価格 ¥41,000 価格 ¥51,000

測定子（リング） フック

商品№ 86166 商品№ 86167 商品№ 6947 商品№ 7020

単位 1個 単位 1個 単位 1個 単位 1個

価格 ¥125,000 価格 ¥41,000 価格 ¥4,000 価格 ¥4,000

シャーレ

商品№ 1196 商品№ 827 商品№ 780 商品№ 779

単位 2個/1組 単位 2個/1組 単位 1個 単位 1個

価格 ¥4,000 価格 ¥8,000 価格 ¥21,000 価格 ¥8,000

商品№ 831 商品№ 7277

単位 １個 単位 2個/1組

価格 ¥11,000 価格 ¥2,700

温度制御関連

商品№ 800 商品№ 801 商品№ 10598

単位 1個 単位 1個 単位 2個/1組

価格 ¥36,000 価格 ¥34,000 価格 ¥82,000

※1　DY-500/700・PW・DCAで温度制御にガラス蓋をご使用の際、シャーレは目盛入ガラスシャーレをご使用ください。
表記の価格に消費税は含まれておりません。   予告なく仕様と価格を変更することがあります。

－P.1－

商品名 白金プレート 商品名
ガラスプレート
（プレートのみ）

商品名
ガラスプレート
ホルダ

商品名 延長フック（DY-500/700・
PW・DCA）

注：温度制御オプションの
ガラス蓋・ステンレス蓋との
併用不可

ASTM:D971、
ISO:6889、
IEC:6296に準拠

白金リングの
形状修正に使用

DYシリーズ標準付属 DYシリーズ標準付属

DYシリーズ
標準付属

ディスポーザブル用
別売の専用ホルダと
セットで使用

商品№771と
セットで使用

商品名
白金リング02

商品名
白金リング
矯正器02

商品名
小フック
（DY-200/300）

商品名
目盛入
ガラスシャーレ

商品名 φ30ガラスシャーレ

DY-300（沈降性測定用）
DY-500/700用
外寸:約φ60×60(H)mm
内寸:約φ55×57.5(H)mm

蒸発速度測定用
外寸:約φ32×15(H)mm
内寸:約φ27×13.5(H)mm

商品名
1cc
テフロンシャーレ

DYシリーズ標準付属
外寸:約φ64×19(H)mm
内寸:約φ59×17(H)mm

液体と液体の界面張力測定用
外寸:約φ60×45(H)mm
内寸:約φ55×43(H)mm

強アルカリなどガラスで使用できない液体試料
に対応。
外寸:約φ55×13(H)mm
内寸:約φ50×10(H)mm

絶対量が少ない液体試料に対応。
外寸:約40(W)×10(D)×10(H)mm

商品名
ガラスシャーレ
セット

商品名
界面張力用
シャーレ

商品名
耐薬品
テフロンシャーレ

DY-200/300温度制御ステージ用
注：購入の際はｽﾃﾝﾚｽ蓋の引取調整が必要。

DY-200/300温度制御ステージ用
注：購入の際はｶﾞﾗｽ蓋の引取調整が必要。

DY-500/700
温度制御ステージ用
※1

商品名 ガラス蓋
(DY-200/300･CB)

商品名 ステンレス蓋(DY-
200/300・CB)

商品名 ガラス蓋(DY-500/700･

PW･DCA)



測定キット関連消耗品

商品№ 7270 商品№ 7269 商品№ 7279 商品№ 8077

単位 1個 単位 1本 単位 1組 単位 1個

価格 ¥4,000 価格 ¥2,500 価格 ¥11,000 価格 ¥6,000

商品№ 8092 商品№ 7175 商品№ 7221 商品№ 7174

単位 1組 単位 1個 単位 1組 単位 1本

価格 ¥3,000 価格 ¥18,000 価格 ¥7,000 価格 ¥12,000

商品№ 8068 商品№ 8069 商品№ 8070 商品№ 8071

単位 1組 単位 1本 単位 1組 単位 1組

価格 ¥30,000 価格 ¥13,000 価格 ¥22,000 価格 ¥3,000

商品№ 7271 商品№ 8450 商品№ 86319 商品№ 85940

単位 1個 単位 1組 単位 1組 単位 1組

価格 ¥3,500 価格 ¥55,000 価格 ¥55,000 価格 ¥55,000

その他

商品№ 784 商品№ 7214 商品№ 7216 商品№ 796

単位 2個/1組 単位 1個 単位 1個 単位 1個

価格 ¥12,000 価格 ¥24,000 価格 ¥17,000 価格 ¥3,000

表記の価格に消費税は含まれておりません。      予告なく仕様と価格を変更することがあります。

協和界面科学株式会社
国内営業部
〒352-0011   埼玉県新座市野火止5-4-41   TEL. 048-483-2091   FAX. 048-483-2702

－P.2－

商品名
テフロンカラム用口
金

※びんのみ ※ひものみ 粉体接触角測定用 粉体接触角測定用

商品名 比重びん 商品名
比重びん吊り下げ
ひも

商品名
テフロンカラム
5本組

商品名 圧縮補助棒

粉体接触角測定用（1組5個入）
テフロンカラム用口金用消耗品

粉体接触角測定用 粉体接触角測定用(1組100枚入) 粉体接触角測定用

商品名
テフロンカラム用口
金Oリング

商品名 カラムホルダ 商品名 粉体測定用濾紙

商品名 防散ゴムワッシャ―

粉体接触角測定用（防散シャフト・カ
ラー・ゴムワッシャ―のセット）

粉体接触角測定用 粉体接触角測定用（1組5個入） 粉体接触角測定用（1組5個入）

商品名 防散セット 商品名 防散シャフト 商品名
防散つば付きカ
ラー

商品名
ｼﾘﾝｼﾞ組20ml(CMC)
(UCB-3000用)

粉体接触角測定用 CMC
測定用

CMC
測定用

CMC
測定用

商品名 カラムスタンド 商品名
シリンジ組
5ml (CMC)

商品名
ｼﾘﾝｼﾞ組10ml(CMC)
(UCB-3000用)

商品名 アルコールランプ

DYシリーズ標準付属
規格：1級分銅

規格：E2級分銅 DY-500・PW標準付属
100ｇ分銅用ピンセット

DYシリーズ標準付属

商品名 校正用分銅 商品名 校正用分銅（100ｇ） 商品名 ピンセット（大）


