
平素は弊社製品をご愛顧いただきましてありがとうございます。

2014年3月に刊行しました弊社総合カタログに関しまして、以下の誤りならびに価格の改定・仕様変更がございましたので訂正・変更させて

いただきます。

ご迷惑をおかけして申し訳ございませんが、修正の上でご利用いただきますようお願いいたします。

ページ 製品名 改定項目 コード 旧(誤) 新(正) 改定日

16
パーフロチューブ
（アブソリュート）5×7

廃盤予定 1161-05 -
在庫無くなり次第廃盤となり
ます。

2014年6月1日

21
タイゴンLMT-55
5/8×13/16×15m

ロット変更 1551-30 -
当該製品は10箱ロットに変
更させていただきます。

2014年6月1日

1416-01 \57,000/巻 \58,930/巻

1416-02 \34,000/巻 \35,280/巻

1416-03 \51,000/巻 \53,040/巻

1302-01 \206/m \220/m

1302-02 \295/m \320/m

1302-03 \360/m \390/m

1302-04 \430/m \460/m

1302-05 \630/m \680/m

1302-06 \770/m \820/m

1302-07 \1,140/m \1,200/m

1302-08 \1,580/m \1,680/m

1302-09 \2,060/m \2,200/m

1302-10 \3,200/m \3,400/m

1302-11 \6,240/m \6,620/m

1302-12 \7,600/m \8,050/m

1302-13 \10,660/m \11,330/m

1302-14 \14,400/m \15,290/m

1406-01 \4,680/個 \5,280/個

1406-02 \5,000/個 \5,660/個

1406-03 \5,660/個 \6,390/個

1406-04 \6,430/個 \7,260/個

1406-05 \8,370/個 \9,480/個

43
トヨコネクタ
(樹脂製　TCP型)

廃盤
1407-01

～
1407-05

- 当製品は廃盤になりました。 2014年4月21日

1408-01 \5,120/個 \5,800/個

1408-02 \5,450/個 \6,160/個

1408-03 \6,740/個 \7,620/個

1408-04 \7,300/個 \8,240/個

1408-05 \9,020/個 \10,200/個

1397-01 \1,710/m \1,720/m

1397-02 \2,830/m \2,840/m

1397-03 \3,250/m \3,240/m

48 軟質塩化ビニール管 価格改定 1052-58 \49,400/巻 \66,100/巻 2014年7月1日

60 エアロシート 商品写真
1367-01

～
1367-20

-

掲載している商品は片面粘
着無しの物です。
写真は片面粘着付きの商品
ですので、お間違えないよう
ご注意下さい。

2014年6月20日

アラム総合カタログVer.5.0 (2014年3月発刊) 正誤・改定表

価格改定42
ハイブリッドトヨロンホース
HTR型

2014年6月1日

ア ラ ム 株 式 会 社

改訂日：2014年7月31日
作成日：2014年4月21日

記

2014年6月1日

42 スプリングホース 価格改定 2014年6月1日

43
トヨコネクタ
ステンレス製　TCSB型)

価格改定

43
トヨコネクタ　TCSBS型
（トヨシリコーンホース専用）

価格改定 2014年6月1日

45 エコロンSホース 価格改定 2014年6月1日
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ページ 製品名 改定項目 コード 旧(誤) 新(正) 改定日

1359-01 \1,120/m \1,230/m

1359-02 \1,200/m \1,300/m

1359-03 \1,560/m \1,700/m

1359-04 \1,880/m \2,050/m

1359-05 \2,710/m \2,940/m

1403-01 \43,000/個 \30,440/個

1403-02 \51,000/個 \37,680/個

1403-03 \55,000/個 \44,200/個

1403-04 \60,000/個 \49,060/個

1466-01 \72,900/巻 \76,400/巻

1466-02 \97,700/巻 \102,400/巻

1466-03 \139,500/巻 \146,300/巻

1377-01 \7,800/巻 \12,000/巻

1377-02 \9,750/巻 \15,000/巻

1377-03 \11,700/巻 \18,000/巻

1377-04 \15,600/巻 \24,000/巻

1377-05 \18,330/巻 \28,200/巻

1377-06 \19,500/巻 \30,000/巻

1377-07 \23,400/巻 \36,000/巻

1377-08 \28,080/巻 \43,200/巻

1377-09 \31,200/巻 \48,000/巻

1377-10 \39,000/巻 \60,000/巻

1377-11 \42,900/巻 \66,000/巻

1377-12 \46,800/巻 \72,000/巻

1377-13 \50,700/巻 \78,000/巻

1377-14 \53,820/巻 \82,800/巻

1377-15 \78,000/巻 \120,000/巻

1450-01 \15,200/巻 \16,040/巻

1450-02 \17,300/巻 \18,180/巻

1450-03 \19,400/巻 \20,360/巻

1450-04 \24,200/巻 \25,480/巻

1450-05 \31,800/巻 \33,500/巻

1450-06 \35,500/巻 \37,820/巻

1450-07 \40,520/巻 \43,200/巻

1450-08 \42,460/巻 \45,240/巻

1450-09 \60,200/巻 \64,140/巻

1450-10 \73,460/巻 \78,320/巻

1450-11 \113,400/巻 \120,860/巻

1451-01 \960/m \1,000/m

1451-02 \1,080/m \1,140/m

1451-03 \1,220/m \1,260/m

1451-04 \1,520/m \1,580/m

1451-05 \2,000/m \2,080/m

1451-06 \2,240/m \2,340/m

1451-07 \2,520/m \2,680/m

1451-08 \2,680/m \2,800/m

1451-09 \3,800/m \3,980/m

1451-10 \4,640/m \4,860/m

1451-11 \7,140/m \7,480/m

価格改定 2014年8月1日

2014年8月1日

74

73
シリコーンダクトホース
(GSタイプ)

価格訂正

タイダクトホースGL-ST型(20m
巻)

74 価格改定

61 断熱テトロンブレードホース 価格改定 2014年6月1日

2014年4月21日

66 クリスタルホース食品F型

64 トヨコネクタF 価格改定 2014年6月1日

タイダクトホースGL-ST型(カッ
ト)

価格改定 2014年8月1日
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ページ 製品名 改定項目 コード 旧(誤) 新(正) 改定日

1452-01 \23,500/巻 \24,240/巻

1452-02 \27,300/巻 \28,180/巻

1452-03 \31,600/巻 \32,680/巻

1452-04 \36,000/巻 \37,200/巻

1452-05 \42,000/巻 \41,820/巻

1452-06 \48,000/巻 \49,560/巻

1452-07 \60,500/巻 \62,520/巻

1452-08 \69,200/巻 \71,520/巻

1453-01 \1,340/m \1,400/m

1453-02 \1,540/m \1,620/m

1453-03 \1,800/m \1,880/m

1453-04 \2,040/m \2,140/m

1453-05 \2,380/m \2,500/m

1453-06 \2,700/m \2,840/m

1453-07 \3,420/m \3,600/m

1453-08 \3,900/m \4,100/m

1393-01 \540/m \560/m

1393-02 \640/m \680/m

1393-03 \940/m \1,000/m

1393-04 \1,140/m \1,180/m

1393-05 \1,680/m \1,440/m

1393-06 \2,500/m \2,000/m

1393-07 \3,260/m \2,600/m

1393-08 \5,040/m \4,060/m

1304-01 \670/m \700/m

1304-02 \880/m \920/m

1304-03 \990/m \1,030/m

1304-04 \1,410/m \1,480/m

1304-05 \2,120/m \2,210/m

1304-06 \2,680/m \2,800/m

1304-07 \3,630/m \3,790/m

1304-08 \4,270/m \4,450/m

1304-09 \5,500/m \5,740/m

1304-10 \7,620/m \7,950/m

1304-11 \12,700/m \13,170/m

1456-11 \55,000/巻 \57,400/巻

1456-12 \90,500/巻 \94,500/巻

1454-01 \9,000/巻 \9,440/巻

1454-02 \9,320/巻 \9,760/巻

1454-03 \11,160/巻 \11,720/巻

1454-04 \13,040/巻 \13,640/巻

1454-05 \18,600/巻 \19,520/巻

1454-06 \29,200/巻 \30,560/巻

1454-07 \34,200/巻 \35,760/巻

1454-08 \55,800/巻 \58,520/巻

1454-09 \60,160/巻 \63,040/巻

1454-10 \81,100/巻 \84,720/巻

1454-11 \110,000/巻 \114,800/巻

1454-12 \181,000/巻 \189,000/巻

価格改定 2014年6月1日75 トヨリングホース

タイダクトホースGL-E型(20m
巻)

75 価格改定 2014年8月1日

75 タイダクトホースGL-E型(カット) 価格改定 2014年8月1日

価格改定 2014年8月1日クリスタルホースWT型76

2014年8月1日77 クリスタルホースF-3型(20m巻) 価格改定

2014年8月1日価格改定クリスタルホースF-3型(10m巻)77
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ページ 製品名 改定項目 コード 旧(誤) 新(正) 改定日

1455-01 \22,500/巻 \23,600/巻

1455-02 \23,300/巻 \24,400/巻

1455-03 \27,900/巻 \29,300/巻

1455-04 \32,600/巻 \34,100/巻

1455-05 \46,500/巻 \48,800/巻

1455-06 \72,900/巻 \76,400/巻

1455-07 \85,300/巻 \89,400/巻

1455-08 \139,500/巻 \146,300/巻

1455-09 \150,400/巻 \157,600/巻

1457-01 \500/m \480/m

1457-02 \520/m \500/m

1457-03 \620/m \600/m

1457-04 \720/m \700/m

1457-05 \1,040/m \980/m

1457-06 \1,620/m \1,540/m

1457-07 \1,880/m \1,800/m

1457-08 \3,080/m \2,940/m

1457-09 \3,320/m \3,160/m

1457-10 \4,460/m \4,240/m

1457-11 \6,060/m \5,740/m

1457-12 \9,960/m \9,450/m

1458-01 \48,600/巻 \51,040/巻

1458-02 \58,800/巻 \61,760/巻

1458-03 \81,600/巻 \85,680/巻

1458-04 \100,200/巻 \105,200/巻

1458-05 \143,400/巻 \150,560/巻

1458-06 \162,600/巻 \170,720/巻

1459-01 \121,500/巻 \127,600/巻

1459-02 \147,000/巻 \154,400/巻

1459-03 \204,000/巻 \214,200/巻

1459-04 \250,500/巻 \263,000/巻

1459-06 \406,500/巻 \426,800/巻

1460-01 \20,200/巻 \21,200/巻

1460-02 \24,000/巻 \25,340/巻

1460-03 \28,400/巻 \30,620/巻

1460-04 \36,000/巻 \37,740/巻

1460-05 \40,400/巻 \42,920/巻

1460-06 \42,400/巻 \44,460/巻

1460-07 \55,840/巻 \40,460/巻

1460-08 \55,600/巻 \58,420/巻

1460-09 \88,400/巻 \93,060/巻

1460-10 \99,780/巻 \84,400/巻

1460-11 \108,000/巻 \113,740/巻

1461-01 \50,500/巻 \53,000/巻

1461-02 \60,000/巻 \63,340/巻

1461-03 \71,000/巻 \74,960/巻

1461-04 \90,000/巻 \94,340/巻

1461-05 \101,000/巻 \107,280/巻

1461-06 \106,000/巻 \111,140/巻

1461-07 \131,000/巻 \139,580/巻

1461-08 \139,000/巻 \146,040/巻

1461-09 \221,000/巻 \232,620/巻

1461-10 \237,000/巻 \249,420/巻

1461-11 \270,000/巻 \284,320/巻

クリスタルホース静電W型(20m
巻)

価格改定78 2014年8月1日

78
クリスタルホース静電W型(50m
巻)

価格改定 2014年8月1日

クリスタルホースE型(20m巻)77 価格改定 2014年8月1日

77 2014年8月1日クリスタルホースE型(50m巻) 価格改定

クリスタルホースF-3型(50m巻)77

77 2014年8月1日

2014年8月1日

価格改定クリスタルホースF-3型(カット)

価格改定
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ページ 製品名 改定項目 コード 旧(誤) 新(正) 改定日

1462-01 \1,160/m \1,220/m

1462-02 \1,380/m \1,460/m

1462-03 \1,640/m \1,720/m

1462-04 \2,060/m \2,200/m

1462-05 \2,330/m \2,460/m

1462-06 \2,420/m \2,560/m

1462-07 \3,040/m \3,200/m

1462-08 \3,200/m \3,360/m

1462-09 \5,060/m \5,340/m

1462-10 \5,420/m \5,720/m

1462-11 \6,200/m \6,520/m

1330-02 \240/個 \240/個

1330-03 \370/個 \380/個

1330-08 \1,510/個 \1,520/個

1334-01 \820/m \860/m

1334-02 \1,020/m \1,080/m

1334-03 \1,340/m \1,420/m

1334-04 \1,630/m \1,720/m

1334-05 \1,860/m \1,960/m

1334-06 \1,950/m \2,060/m

1334-07 \2,760/m \2,900/m

1334-08 \3,370/m \3,540/m

1334-09 \5,200/m \5,460/m

1335-01 \900/m \940/m

1335-02 \1,120/m \1,180/m

1335-03 \1,470/m \1,560/m

1335-04 \1,790/m \1,880/m

1335-05 \2,050/m \2,160/m

1335-06 \2,140/m \2,260/m

1335-07 \3,040/m \3,200/m

1335-08 \3,700/m \3,900/m

1335-09 \5,720/m \6,020/m

1331-01 \580/m \620/m

1331-02 \620/m \640/m

1331-03 \640/m \680/m

1331-04 \730/m \760/m

1331-05 \820/m \860/m

1331-06 \940/m \980/m

1331-07 \1,020/m \1,040/m

1331-08 \1,340/m \1,420/m

1331-09 \1,630/m \1,718/m

1331-10 \1,860/m \1,960/m

1331-11 \1,950/m \2,060/m

1331-12 \2,760/m \2,900/m

1331-13 \3,370/m \3,540/m

1331-14 \5,200/m \5,460/m

1331-15 \6,730/m \7,080/m

1331-16 \9,630/m \10,140/m

1331-17 \13,200/m \13,820/m

1331-18 \14,400/m \15,100/m

78 ダクトホースGL型(カット) 価格改定 2014年8月1日

2014年8月1日

2014年8月1日78 ダクトホースGL型(定尺) 価格改定

78
クリスタルホース静電W型(カッ
ト)

価格改定 2014年8月1日

78 ダクトホースGL型(カフス) 価格改定

2014年8月1日79 ダクトホースN型(定尺) 価格改定
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ページ 製品名 改定項目 コード 旧(誤) 新(正) 改定日

1332-01 \640/m \680/m

1332-02 \680/m \720/m

1332-03 \710/m \740/m

1332-04 \800/m \840/m

1332-05 \900/m \940/m

1332-06 \1,020/m \1,080/m

1332-07 \1,120/m \1,180/m

1332-08 \1,470/m \1,560/m

1332-09 \1,790/m \1,880/m

1332-10 \2,050/m \2,160/m

1332-11 \2,140/m \2,260/m

1332-12 \3,040/m \3,200/m

1332-13 \3,700/m \3,900/m

1332-14 \5,720/m \6,020/m

1332-15 \7,400/m \7,800/m

1332-16 \10,600/m \11,140/m

1332-17 \14,500/m \15,200/m

1332-18 \15,800/m \16,620/m

1333-01 \90/個 \100/個

1333-02 \110/個 \120/個

1333-03 \130/個 \140/個

1333-04 \150/個 \160/個

1333-08 \370/個 \380/個

1333-13 \1,510/個 \1,520/個

1333-15 \5,200/個 \5,140/個

1426-01
～

1426-11

1427-04
～

1427-11

1766-03 - ネジ規格　：　PT1/8

1766-05 - ネジ規格　：　PT1/4

1766-06 - ネジ規格　：　PT1/4

1766-08 - ネジ規格　：　PT3/8

1766-10 - ネジ規格　：　PT1/2

1767-03 - ネジ規格　：　PT1/8

1767-05 - ネジ規格　：　PT1/4

1767-06 - ネジ規格　：　PT1/4

1767-08 - ネジ規格　：　PT3/8

1767-10 - ネジ規格　：　PT1/2

1768-03 - ネジ規格　：　PT1/8

1768-05 - ネジ規格　：　PT1/4

1768-06 - ネジ規格　：　PT1/4

1768-08 - ネジ規格　：　PT3/8

1768-10 - ネジ規格　：　PT1/2

1769-03 - ネジ規格　：　PT1/8

1769-05 - ネジ規格　：　PT1/4

1769-06 - ネジ規格　：　PT1/4

1769-08 - ネジ規格　：　PT3/8

1769-10 - ネジ規格　：　PT1/2

1748-07 PT1/2 PT1/4

1748-08 PT1/2 PT1/4

1748-09 PT1/2 PT1/4

2014年4月21日

105
アラムFUコネクター
ハーフストレート

項目追加

項目追加

105
アラムFUコネクター
ハーフエルボ

項目追加

105
アラムFUコネクター
ハーフエルボ

項目追加

108
アラムミニハーフエルボ
(PTネジタイプ)

ネジ規格

2014年4月21日

81 タイロンフレキホース 送料追加 -
1回の注文につき、取寄送料
が別途かかります。金額は
お問い合わせ下さい。

2014年6月1日

2014年4月21日

2014年4月21日

2014年4月21日

79 ダクトホースN型(カット) 価格改定 2014年8月1日

価格改定79 ダクトホースN型(カフス) 2014年8月1日
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ページ 製品名 改定項目 コード 旧(誤) 新(正) 改定日

2116-02

2116-03

2116-05

2116-07

2116-09

2151-01

2151-02

2151-03

2151-04

2161-01

2161-02

2161-03

2161-04

2471-05 \9,000/箱 \10,500/箱

2472-55 \19,400/箱 \20,500/箱

2473-05 \10,500/箱 \12,000/箱

2474-55 \20,800/箱 \22,000/箱

214 PFA細口瓶 廃盤予定
2401-01

～
2401-05

-
在庫無くなり次第廃盤となり
ます。

2014年6月1日

214 PFA広口瓶 廃盤予定
2411-01

～
2411-05

-
在庫無くなり次第廃盤となり
ます。

2014年6月1日

237 ラミグリップ 数量訂正
2585-01

～
2585-05

入数　100枚/袋 入数　50枚/袋 2014年7月31日

241
フッ素樹脂(PTFE)円盤型攪拌
子

1袋数量 2610-08 2個/袋 1個/袋 2014年4月21日

4008-01 \70/個 \84/個

4008-02 \95/個 \110/個

4008-03 \145/個 \170/個

4008-04 \180/個 \210/個

4008-05 \240/個 \280/個

4008-06 \360/個 \420/個

4008-07 \480/個 \560/個

4008-08 \700/個 \800/個

4008-09 \950/個 \1,100/個

4008-10 \1,200/個 \1,400/個

4008-11 \1,600/個 \1,900/個

4008-12 \1,900/個 \2,200/個

4008-13 \2,600/個 \3,000/個

4008-14 \3,800/個 \4,400/個

4008-15 \4,700/個 \5,400/個

3638-02 MZ636-R MZ636-L

3638-03 MZ636-L MZ636-R

3638-05 MZ637-R MZ637-L

3638-06 MZ637-L MZ637-R

277 耐熱シリコン5本指手袋 販売単位 3639-01 双 枚 2014年4月21日

278 サーマプレン 廃盤予定
3640-01

～
3640-04

-

当製品は在庫が無くなり次
第、廃盤になります。

※後継品としまして、「スコー
ピオ」をご案内いたします。変
更時期は弊社までお問い合
わせ下さい。

2014年7月1日

127 COPコック 廃盤

オス&メスネジソケット異径(プラ
スチック)
ポリプロピレン製

廃盤

型番

253 ライト栓

2014年4月21日

- 当製品は廃盤になりました。 2014年6月1日120

JPボトル214 価格改定 2014年6月1日

-

当製品は廃盤になりました。

※後継品としまして、「PFA
コック」をご案内いたします。
詳しくは弊社へお問い合わせ
下さい。

2014年6月21日価格改定

276 耐熱手袋300 2014年4月21日
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ページ 製品名 改定項目 コード 旧(誤) 新(正) 改定日

3585-01 \300/双 \330/双

3585-02 \300/双 \330/双

3585-03 \300/双 \330/双

288
静電気対策用ダイローブH4シ
リーズ

価格訂正 3512-01 \1,380/双 \1,420/双 2014年4月21日

289 ニューロングエラスト　CR 表記修正
3107-01

～
3107-03

手の大きさin カフ部直径in 2014年6月1日

289
ニューロングエラスト　ハイパロ
ン

表記修正
3108-01

～
3108-03

手の大きさin カフ部直径in 2014年6月1日

290 ニューロングエラスト　ブチル 表記修正
3109-01

～
3109-03

手の大きさin カフ部直径in 2014年6月1日

290 ドライボックス用ブチル手袋 表記修正
3092-01

～
3092-02

手の大きさin カフ部直径in 2014年6月1日

291 弘進手袋 価格改定 3151-01 \1,640/双 \1,960/双 2014年8月1日

3251-01

3251-02

304 EVOH前掛 価格訂正 3541-01 \3,800/双 \4,600/枚 2014年4月21日

324 超強力両面テープ 送料追加
6235-01

～
6235-09

-
1回の注文につき、取寄送料
1,000円が別途かかります。

2014年5月21日

6243-01

6243-11

型番 FC-167 FC-119

容量 220㎖ 420㎖

価格 \2,200/缶 \2,800/缶

327 シリコーンスプレー 容量 5202-01 480g 420ml 2014年7月31日

340 カプトン®フィルム サイズ変更 6174-01 幅　508mm 幅　514mm 2014年7月1日

7037-01 \900/m \1,020/m

7037-02 \860/m \980/m

7037-03 \800/m \920/m

7033-01 \270/m \300/m

7033-02 \240/m \280/m

7033-03 \240/m \260/m

7031-01 \250/m \260/m

7031-02 \260/m \280/m

7031-03 \370/m \400/m

7032-01 \360/m \420/m

7032-02 \390/m \460/m

以　上

283 チップタッチ 価格訂正

326 ドライTFEコート 2014年4月21日

価格改定窓枠パッキン(H型)366 2014年5月21日

366 窓枠パッキン(サッシュ型) 価格改定 2014年5月21日

366 ドアパッキン(P型) 価格改定 2014年5月21日

366 ドアパッキン(KE型) 価格改定 2014年5月21日

325 マジックテープ 材質変更 -
在庫が無くなり次第、ナイロ
ン製からポリエステル製へ変
更になります。

2014年6月1日

5215-01

2014年4月21日

301 巻指サック 廃盤予定 -
当製品は在庫が無くなり次
第、廃盤になります。

2014年4月21日
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