
小物類小物類

CHECK!洗浄滅菌
2022年6月1日（水）～9月30日（金）ご注文分迄

対象アイテム 随時拡大!

洗浄済商品 滅菌済商品 洗浄&滅菌済商品

洗浄・サービス受託も承っております。
クリーン洗浄サービス
63-2993-85
新品（未使用品）をクリーン洗浄・
パックしてお届けするサービスです。

※リサイクル品、使用済みの製品は照射できません。
※材質・条件などにより照射出来ない場合もございます。
詳細はお問い合わせください。

クリーン洗浄後クラス100の高清浄度
下でクリーンパックした商品です。

EOガス、ガンマ線照射等の滅菌
処理を施している商品です。

洗浄済製品をガンマ線照射にて滅菌した
商品です。

ガンマ線照射サービス
63-2993-86
お手元にある新品（未使用品）をロット1個
から、ガンマ線照射を実施致します！！

NEW

いつも使うあの商品がお買い得！！いつも使うあの商品がお買い得！！

本パンフレット以外にご紹介したい商品が
　　　　　       以上ございます。

詳しくはAXEL
「洗浄滅菌キャンペーン」へ！

700点

ルビセルスティックやベッセル等
洗浄品の新商品が特価で登場

■ご用命は信頼ある代理店へ

■商品の内容に関するお問い合わせ対応窓口

〒550-8527 大阪市西区江戸堀二丁目1番27号

カスタマー相談センター
（ユーザー様用）TEL

電話受付時間 ： 午前9時～午後5時30分（土・日・祝日及び弊社休業日は除く）

アズワン　FAQ
商品の内容に関するお問い合わせは

シリコーンチューブＣＩＣ�
クリーン
パック

品番 内径×外径（φmm） 入数 通常価格（税抜）セール価格（税抜）

3-403-01-37 1×2 1袋（1m入） ¥    930 ¥    830
3-403-08-37 8×12 ¥1,900 ¥1,710

※1mあたりの価格です。　※他サイズもございます。AXELをご確認ください。

計量スコップSCC�
クリーン
パック

品番 容量（mL） 全長（mm） 入数 通常価格（税抜）セール価格（税抜）

4-2963-01-37 50 160 1パック（1本/
袋×5袋入）

¥1,700 ¥1,530
4-2963-04-37 500 315 ¥6,500 ¥5,850

●材質：PP
※他サイズもございます。AXELをご確認ください。

ルビセルスティックSCC�
クリーン
パック

品番 型番 ヘッド部サイズ（mm） 入数 通常価格（税抜）セール価格（税抜）

7-100-01-37 Ｔ-10 φ5×15 1袋（50本入） ¥4,700 ¥4,230
7-100-10-37 Ｔ-71 φ5×17（斜切） ¥3,800 ¥3,420

※他サイズ・形状もございます。AXELをご確認ください。

スポンジ綿棒SCC�
クリーン
パック

品番 型番 先端部サイズ（mm） 入数 通常価格（税抜）セール価格（税抜）

1-7686-01-37 ATS-SOFT φ4.5×約17 1袋（50本入） ¥5,600 ¥5,0401-7686-06-37 SMH-T-S φ2.0×8.7
●材質：先端部／超微細発泡PE、柄部／導電性PP　※他サイズもございます。AXELをご確認ください。

白プラサジSCC�
クリーン
パック

品番 型番 全長（mm） 入数 通常価格（税抜）セール価格（税抜）

4-2961-01-37 小 150 1袋（10本入） ¥1,850 ¥1,660
4-2961-03-37 大 180 ¥2,150 ¥1,930

●材質：ABS樹脂
※他サイズもございます。AXELをご確認ください。

標準型ピンセットＳＵＳ製ＳＣＣ�
クリーン
パック

品番 型番 全長（mm） 入数 通常価格（税抜）セール価格（税抜）

7-164-01-37 IPT-04 120 1袋（1本入） ¥1,700 ¥1,530
7-164-11-37 IPT-15 105 ¥1,450 ¥1,300

●材質：SUS
※他サイズ・形状もございます。AXELをご確認ください。

クリーンバッグ�CIC�
クリーン
パック

品番 型番 色 サイズ（mm） 通常価格（税抜）セール価格（税抜）

6-7573-01-37 FD910C ホワイト 300×450 ¥3,500 ¥3,150
6-7573-02-37 FD911C グレー×ネイビー 230×100×360 ¥5,200 ¥4,680

オートクレーブ対応ゴーグルSCC�
クリーン
パック

品番 型番 仕様 入数 通常価格（税抜）セール価格（税抜）

61-3378-56-37 AC-M7 SCC 穴無し 1袋（1個入） ¥7,300 ¥6,570
●材質：フレーム・バンド／シリコンゴム、アイピース／ポリカーボネイト（VFコート）　●めがね併用可

安全ゴーグルSCC�
クリーン
パック

品番 型番 重量（ｇ） 入数 通常価格（税抜）セール価格（税抜）

1-3214-01-37 S-LIBRA 22 1袋（1個入） ¥2,000 ¥1,800
●材質：ポリカーボネート

●�耐薬性の高いシリコン製です。

●�上部と底部がフラットな形状です。

●吸水・吸着機能を生かした高性能な　
　拭き取り材です。

●�発塵がないスポンジタイプの綿棒です。

●�耳掛けに滑り止めが付いています。

●�曇りに強い親水性VFコートレンズを
採用しています。

セール
価 格
（税抜） ¥¥830830〜〜

セール
価 格
（税抜） ¥¥1,5301,530〜〜

セール
価 格
（税抜） ¥¥3,4203,420〜〜

セール
価 格
（税抜） ¥¥5,0405,040

セール
価 格
（税抜） ¥¥1,8001,800

セール
価 格
（税抜） ¥¥1,6601,660〜〜

セール
価 格
（税抜） ¥¥1,3001,300〜〜

セール
価 格
（税抜） ¥¥3,1503,150〜〜

セール
価 格
（税抜） ¥¥6,5706,570

0120-700-875

220525TTF08

QRGN172851-A QRGL132354-C

QRGN180996-2-C

QRG058101-C QRG058001-C

QR200311015983-C QRGM160537-C

QRGH042292-C QRGN180924-C

QRGN175374-C QRGN175375-C

QRKB052492-C QRGO200109-C

株式会社ナルセ
〒990-0046　山形県山形市大手町8-20
TEL　：023-622-5052
FAX　：023-623-2873
e-mail：kagaku@naruse-co.com



商品ポータルサイト
AXEL 検 索https://axel.as-1.co.jp

取扱点数 630万点超の充実した品揃え！
現場のニーズに応える豊富な取り扱い点数！必要な時に、必要な商品がすぐに見つかる！

CHECK!
洗浄・滅菌済商品キャンペーン特集公開中！
WEB限定のお得情報も！
洗浄・滅菌済商品キャンペーン特集公開中！
WEB限定のお得情報も！

容器・袋類容器・袋類 ウェア・手袋類ウェア・手袋類

ディスポカップ�SCC　�
クリーン
パック

品番 型番 容量 入数 通常価格（税抜）セール価格（税抜）

2-4906-01-37 V-100 100mL 1袋（20本入） ¥1,900 ¥1,710
2-4906-06-37 V-1000 1L 1袋（10本入） ¥2,750 ¥2,470

●材質：半透明PP
※150・200・300・500mLタイプもございます。AXELをご確認ください。

ＣＲコート・立襟（男女兼用）CIC�
クリーン
パック

品番 型番 サイズ 入数 通常価格（税抜）セール価格（税抜）

1-7031-01-37 SC202-XL XL 1袋（1枚入） ¥3,100 ¥2,7901-7031-04-37 SC202-S S
●材質：ポリエステル98.2％、導電繊維（100デニール）1.8％　●表面抵抗値：105～108Ω
※他サイズもございます。AXELをご確認ください。

アズピュアＣＲウェア（フード一体・センターファスナー型）CIC　
クリーン
パック

品番 型番 色 サイズ 通常価格（税抜）セール価格（税抜）

1-3935-11-37 12110SW M 白 M ¥5,200 ¥4,6801-3936-11-37 12110SB M 青 M
●材質：導電糸入りポリエステル100％（グリッドタイプ）　●表面抵抗値：106～9Ω/□
※他サイズもございます。AXELをご確認ください。

ヘアーネット・CIC�
クリーン
パック

品番 型番 サイズ 入数 通常価格（税抜）セール価格（税抜）

9-5646-01-37 858046 L 1袋（1枚入） ¥980 ¥8809-5646-02-37 858046 M
●材質：PA（ナイロン）

アズピュア耐熱切創保護手袋・CIC�
クリーン
パック

品番 型番 全長（mm） 入数 通常価格（税抜）セール価格（税抜）

1-4825-01-37 AP-17 CIC 約280 1袋（1双） ¥17,000 ¥15,300
1-4824-01-37 AP-9 CIC ¥11,000 ¥9,900

●材質：本体／アラミド繊維（耐熱性能200℃・耐切創性）、外層／耐熱性ウレタン（耐熱性能260℃・耐溶剤性）、縫糸／　
　アラミド繊維、内層（AP-17のみ）／ポリエステルフェルト（熱伝導防止効果）・ポリエステルニット（発塵防止効果）
※耐熱性能は生地素材に対しての耐熱温度です。

アズピュアPU手袋・CIC�
クリーン
パック

品番 サイズ 仕様 入数 通常価格（税抜）セール価格（税抜）

1-7175-03-37 M 手の平コート 1袋（10双入） ¥4,300 ¥3,870
1-7174-03-37 M 指先コート ¥4,100 ¥3,690

●材質：材質：ナイロン100％、コーティング樹脂部／ポリウレタン
※他サイズもございます。AXELをご確認ください。

アズピュアクリーン安全ブーツ（ファスナー付きロングタイプ）CIC　
クリーン
パック

品番 型番 サイズ （cm） 入数 通常価格（税抜）セール価格（税抜）

1-2269-41-37 TCBSLN21 21.0 1足 ¥6,800 ¥6,1201-2269-54-37 TCBSLN31 31.0
●材質：アウトソール／ポリウレタン、布地／導電糸入りポリエステル100%、先芯／ポリカーボネート　●体積
抵抗値：1.0×109Ω未満　※他サイズもございます。AXELをご確認ください。

ノンパウダー指サックロールタイプＣＩＣ�
クリーン
パック

品番 サイズ 内径×長さ（mm) 入数 通常価格（税抜）セール価格（税抜）

3-6395-01-37 L φ20×65 1袋（720個入） ¥7,000 ¥6,3003-6395-02-37 M φ18×65
●材質：NBR（ニトリルゴム）　●ノンパウダー　●表面抵抗値：109～11Ω/□

クリーンファースト1000　ＣＩＣ+γ線滅菌済��������� 
&
滅菌

クリーン

品番 サイズ 全長（mm） 入数 通常価格（税抜）セール価格（税抜）

6-3048-31-37 L 約290 1箱（50枚/
袋×2袋入） ¥4,600 ¥4,1406-3048-33-37 S

●材質：ラテックス（パウダーフリー）　●指先エンボス加工
※他サイズもございます。AXELをご確認ください。

ネジ口メディウム瓶SCC�
クリーン
パック

品番 型番 色 容量（mL） 通常価格（税抜）セール価格（税抜）

4-924-03-37 2070 M/500SCC 白 500 ¥3,180 ¥2,860
4-925-03-37 2070 M/500SCC 褐色 ¥5,920 ¥5,320

●材質：本体／硼珪酸ガラス、キャップ／PP　●ネジ口規格：GL-45
※100・250・1000mLもございます。AXELをご確認ください。

レンタルもございます
アズワン クリーンウェア洗浄品セット
レンタル商品の在庫、納期、価格のお問い合わせ【見積依頼】よりご依頼ください。
品番：65-1229-93-60,65-1229-94-60,65-1229-95-60　他

ＳＣＣ　(Surface Contamination Control)　容器、小物類を超純水（16MΩ以上）を使用し表面洗浄の上パックしております。
ＣＩＣ　(Contamination Control In Cleanroom)　ウェア、手袋類を超純水（16MΩ以上）を使用し洗浄しパックしております。

AXEL 65-1229-93-60 検 索

クリーンパック  クリーンルームでのご使用に適した無塵パックを施している商品です。
滅菌  EOガス、ガンマ線照射等の滅菌処理を施している商品です。

クリーン&滅菌  洗浄済製品をガンマ線照射にて滅菌した商品です。

●�バキューム成形で、底は凹凸が
無くフラットです。

●�100デニール繊維を使用し防塵性が
高まりました。

●�導電糸を格子状に編み込んでおり、
制電環境に適しています。

●�クリーンルーム用キャップです。

●�耐熱性と切創耐性を兼ね備えた
手袋です。

●�ロングカフで袖口からのゴミの
落下を防止します。

●�軽量でクッション性に優れた
ポリウレタン底です。

●�無硫黄・シリコンオイルフリー・
非塩素処理・非帯電です。

●�酸・アルカリ・有機溶剤及び浸食性
　薬品に耐え、反応しません。

●�高純度の原材料を使用しています。

●�マスクガラス処理用キャリア、水晶基板・液晶・
ハイブリット基板処理の用途に適しています。

●�耐薬品性に
　優れています。

セール
価 格
（税抜） ¥¥1,7101,710〜〜

セール
価 格
（税抜） ¥¥2,7902,790

セール
価 格
（税抜） ¥¥4,6804,680

セール
価 格
（税抜） ¥¥880880

セール
価 格
（税抜） ¥¥9,9009,900〜〜

セール
価 格
（税抜） ¥¥3,6903,690〜〜

セール
価 格
（税抜） ¥¥6,1206,120

セール
価 格
（税抜） ¥¥6,3006,300

セール
価 格
（税抜） ¥¥4,1404,140

セール
価 格
（税抜） ¥¥2,8602,860〜〜

セール
価 格
（税抜） ¥¥11,70011,700〜〜

セール
価 格
（税抜） ¥¥1,8901,890〜〜

セール
価 格
（税抜） ¥¥13,23013,230〜〜

セール
価 格
（税抜） ¥¥18,72018,720〜〜

セール
価 格
（税抜） ¥¥440440〜〜

セール
価 格
（税抜） ¥¥2,8802,880〜〜

PFAウェハーキャリアSCC�
クリーン
パック

品番 型番 ウェハー径（mm） サイズ（mm） 通常価格（税抜）セール価格（税抜）

3-393-01-37 KM-20 SCC 50（2″）2.5インチ以下 142×67.8×59 ¥14,700 ¥13,230
3-393-03-37 KM-40N SCC 4インチ 142.24×125.5

×114.3 ¥26,400 ¥23,760
●材質：PFA　●溝ピッチ：4.76mm　●収納数：25枚
※ウェハー径3インチタイプもございます。AXELをご確認ください。

角型キャリヤーMASK�SCC�
クリーン
パック

品番 型番 マスクサイズ（mm） サイズ（mm） 通常価格（税抜）セール価格（税抜）

7-177-13-37 50MASK 50 60×142.10×70 ¥20,800 ¥18,720
7-177-15-37 100MASK 100 125×155.95×78 ¥33,000 ¥29,700

●材質：セミプラスト®A（PFA）　●収納数：50MASK／25枚、100MASK／20枚
※他サイズもございます。AXELをご確認ください。

ユニパック　γ線滅菌済�
滅菌

品番 型番 幅×チャック下（mm） 入数 通常価格（税抜）セール価格（税抜）

6-633-71-37 A4-ST 50×70 1袋(100枚入) ¥490 ¥440
6-633-80-37 J4-ST 240×340 ¥1,740 ¥1,560

●材質：PE ●厚み：0.04mm
※他サイズもございます。AXELをご確認ください。

アイボーイ　ＰＰ細口びん　ＳＣＣ+γ線滅菌済��　　  　　 
&
滅菌

クリーン

品番 型番 容量（mL） 入数 通常価格（税抜）セール価格（税抜）

7-2101-31-37 100mL-ST 100 1箱（5本/袋×2袋入） ¥3,200 ¥2,880
7-2101-33-37 500mL-ST 500 1箱（2本/袋×5袋入） ¥6,050 ¥5,440

●材質：PP
※他サイズもございます。AXELをご確認ください。

スクリュー管瓶　ＳＣＣ+γ線滅菌済　�
&
滅菌

クリーン

品番 型番 容量（mL） 入数 通常価格（税抜）セール価格（税抜）

7-2110-34-37 No.2-ST 6 1箱（20本/袋×5袋入） ¥13,000 ¥11,700
7-2110-40-37 No.8-ST 110 1箱（10本/袋×5袋入） ¥19,800 ¥17,820

●材質：本体／硼珪酸ガラス、キャップ／PP

PFAベッセルSCC�
クリーン
パック

品番 型番 容量（mL） 胴内径×胴外径×全高（mm） 通常価格（税抜）セール価格（税抜）

1-1618-01-37 PFAS10 10 φ25×φ29×32 ¥2,100 ¥1,890
1-1618-06-37 PFAS200 200 φ50×φ56×113 ¥6,900 ¥6,210

●材質：PFA
※20・30・50・100mLもございます。AXELをご確認ください。

※画像はイメージです。
　実際の入数と異なります。


