
現在のハンドルを
取り外し

交換用ハンドル
部一式（No.50-9）
を装着

ケース付

指針のＳ極の方向へ
方位磁針を滑らせます

使い方

「空気亜鉛電池」という
ボタン電池の一種を酸素
センサとして使用します。
たいへん長寿命なので、
1つの空気亜鉛電池で
1単元分授業をやり切る
ことができます。

カセット式ガスコンロは年月が経つと部品の劣化（ゴ
ムパッキン等）により、ガス漏れなどの危険性が出てき
ます。安全にご使用いただくためには使用頻度に関わ
らず、製造から10年を目安に買い替えを検討してく
ださい。ガスコンロには製造年月の表示シールが貼ら
れていますのでご確認下さい。

※方位磁針は付属していません。

カセットガス容器（ボンベ）は、イワタニカセットガス、イワタニ
カセットガスジュニアの表示のある専用容器を使用して下さい。
容器がちがうとガスもれの恐れがあります。

酸素 測 れるれるデジタル測定器！デジタル測定器！
簡易型

がが

小6「物の燃え方と空気」での使用例

（一社）日本ガス石油機器工業会登録品

★髙橋 三男先生考案ご指導

特許出願中

消耗P.14

消耗P.19

消耗P.187

消耗P.186

消耗P.188

消耗P.144

消耗P.188

総合P.402

極性が狂ったり、磁力が弱くなった方位磁針を簡単に再生　
できます。
本体に埋め込まれた永久磁石の力を利用していますので、　
電源は不要です。
本体に使い方を図示しており、誰でもすぐに使用できます。

教科書で紹介される代表的な昆虫を透明なプラスチックに封入した標本です。
取り扱いが便利な収納ケース付です。

光を当てて実験できる面が表裏2パターンあり、それぞれ異なっ
た方法で実験ができます。
表面にはデジタル温度計がついており、まとに光を当てることで
温度の変化を確認しながら実験できます。棒温度計と比べ温度
を読み取る手間が少なく便利です。
裏面には所定の温度で絵柄が消えるシールが貼り付けて
ありますので、競争しながら楽しく実験することができます。

児童が方位磁針の操作方法を身に付ける際の
補助道具として、方位磁針（別売）とあわせて使
用します。

①方位磁針の針の色のついた
　ところと北を合わせる。

②回転板を回して調べる物
　の方向に矢印を合わせる。

③調べる物の方位を
　読みとる。

調べる方位
「南西」

デジタル酸素濃度チェッカー
6221260 　YDC-O2

￥16,800（税込￥18,144）

小 東京書籍
掲 載

小 啓林館
掲 載

小 大日本図書
掲 載

小 学校図書
掲 載

小 教育出版
掲 載

教科書掲載の教科書掲載の

「くるピタ」で狂った方位磁針
を簡単再生！

「くるピタ」で狂った方位磁針
を簡単再生！

「くるピタ」で狂った方位磁針
を簡単再生！

直径6cmの見やすい
大型方位用磁針（8方位）！
直径6cmの見やすい
大型方位用磁針（8方位）！

方位磁針の使い方をわかりやすく指導できる！方位磁針の使い方をわかりやすく指導できる！

2種類のまと当て実験が1台でできます！2種類のまと当て実験が1台でできます！定番 実験用ガスコンロ！実験用ガスコンロ！

消耗P.166

消耗P.167

理科実験用ガスコンロ
4240050 　GS-2000

￥7,400 （税込￥7,992）

気体検知管
4320860 　No.2EL 二酸化炭素（0.03～1.0％）

10本入￥1,700（税込￥1,836）

気体検知管
6253350 　No.31E-2 酸素 5本入

￥1,380（税込￥1,490）

交換用ハンドル部一式
6253850 　No.50-9

￥3,000（税込￥3,240）

4320960 　No.2EH 二酸化炭素（0.5～8.0％）

10本入￥1,700（税込￥1,836）

4321060 　No.31E 酸素（6.0～24.0％）

5本入 ￥2,300（税込￥2,484）

方位磁針再生器
6433150 　くるピタ

￥1,200（税込￥1,296）

大型方位用磁針
5591550 　8D-60

￥1,100（税込￥1,188）

方位調べ回転板
6438250

￥350 （税込￥378）カセットガス
4310550 　250g 3本組

￥1,050（税込￥1,134）

4240251 　120g（ジュニア） 2本組

￥700 （税込￥756）

測定範囲： 測定範囲5.0～50.0％、空気中で21.0％に校正
大  き  さ： 本体 約80(W)×110(D)×30(H) mm

  センサプローブ 約16(W)×40(D)×13(H)mm
  コード長 約70cm

電 源： 単3形乾電池×2本(別売)
アルカリ、マンガン、ニッケル水素充電池使用可
1時間無操作でオートパワーオフ

セ ン サ： 空気亜鉛電池PR44専用
センサ寿命： 本体電源が入っていた時間の合計で延べ約30時間。

または表面シールをはがしてから約1ヶ月(無使用の場合)
付  属  品： センサ保持具、空気亜鉛電池PR44（センサ用）×6個

本　体： 使用方法図示付、
  中央部にφ12×2（t）mmネオジム磁石埋込

大きさ： 80（W）×80（D）×8（t）mm

方　位： 8方位　フタ付
大きさ： φ60mm

方位用磁針
6439450 　φ40mm

￥200（税込￥216）

方　位： 8方位
目　盛： 360°（2°目盛）

大きさ： φ40mm

光のまと当て実験板
6167550 　HT

￥7,200（税込￥7,776）

本 体： 樹脂製、約100（W）×125（D）×193（H）mm
温 度 計： －50℃～100℃　分解能 0.1℃

　 電源／ボタン型電池（LR-44） 1個（モニター用付属）
示温シール： φ80mm、変色温度／40℃と30℃各1枚

材 質： 樹脂製

大 き さ： φ75×14(H)mm

対応方位磁針： φ45mm以下のサイズ
対応棒磁石： 重さ30ｇ以下

 （アルニコ棒磁石0310800推奨）

気体採取器ガステック50/50-2用

！ 古くなったカセット式ガスコンロはガス漏れの危険があります。

2002年1月に製造（一社）日本ガス石油機器工業会HPより

新型気体採取器ガステック50-2
専用の安価品

お手持ちのガステック50を
新型ガステック50-2にできる
パーツです

本物の昆虫を、一年中
いつでも手にとって観察できます！
本物の昆虫を、一年中
いつでも手にとって観察できます！

表も裏もじっくり観察でき、
「頭」「胸」「腹」のつくりがよくわかる！

使えなくなった
方位磁針は
ありませんか？

※生物種は変更になる場合があります。
※生物ですので大きさ、形状等はバラツキがあります。

プラスチック封入昆虫標本

商 品コード 6245750 6245850 6245950
規 格 6種 6種+クモ標本 7種+クモ標本
価 格
（税込価格）

￥17,500
(￥18,900）

￥20,000
(￥21,600）

￥27,000
(￥29,160）

カ ブトム シ
（110×45×26mm） ○ ○ ○
ク ワ ガ タ
（75×75×20mm） ○ ○ ○
チ ョ ウ
（75×75×20mm） ○ ○ ○
ト ン ボ
（75×75×20mm） ○ ○ ○
バ ッ タ
（73×41×20mm） ○ ○ ○
ハ チ
（75×75×20mm） ○ ○ ○
ア リ
（73×41×20mm） ○
ク モ
（73×41×20mm） ○ ○
拡大観察器 10×
（φ35×50mm） ○

6245950 　7種＋クモ標本

電池不要

★國學院大學 人間開発学部 初等教育学科
　寺本 貴啓先生考案ご指導

回転板に操作手
順が図示されて
おり、確認しなが
ら操作できます。

見やすい
大型盤面！

直径
60mm

示温シール温度計

直径
40mm

リバーシブル

裏面

温度が上がると
絵が消える！

表面

検知管での測定の場合

デジタル酸素濃度チェッカー
YDC-O2での測定の場合

これまでは測定するごとに費用発生していましたが、いまは
そういう事を気にせずに実験に集中できるようになりました。
また数値が変化していく過程がリアルタイムで見えるため、
子ども達の理解も良く重宝しています。

愛知県 小学校教諭

小学６学年「物の燃え方と空気」単元を例にした、
デジタル酸素濃度チェッカーの運用イメージ

燃える前の空気 燃えた後の空気

空気亜鉛電池1つ（税別¥100)で1単元やり切れます！

×グループ数のみ

1単元通して、何度測っても、全学級実験しても追加費用なし！

※空気亜鉛電池の寿命は、本体電源が入っていた時間の合計で延べ約30時間。
　または表面シールをはがしてから約1ヶ月(無使用の場合)です。

×グループ数×学級数
燃える前の空気 燃えた後の空気

測定 測定

ごめん
なさい！

子ども
が測定を
失敗

都度 費用発生

わか
った！

頭

胸

腹

便利な
センサ保持具
が付属！

PICK UP!

3学年＆理科室の必需品＆
　アルト便利をご紹介！
理科室の必需品＆

　アルト便利をご紹介！
年度末のご購入計画にお役立てください

名古屋本社  東京支店  大阪支店  福岡営業所

※税込み価格は消費税 8％を含めた価格を表示しています。 は理科機器総合カタログ№60 の、  　　　　　は理科消耗品カタログ 理科創庫 2018 での掲載頁をそれぞれ表しています。消耗P.000総合 P.000
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モーターや
豆電球

電磁石

兼用

小 教科書
対 応

教科書同様電流の流れる
向きに針がふれます
教科書同様電流の流れる
向きに針がふれます
教科書同様電流の流れる
向きに針がふれます

食紅やインクより短期間で
染め出します！
食紅やインクより短期間で
染め出します！
食紅やインクより短時間で
染め出します！

スタンド不要
安全に実験できる

持ち手付！

スタンド不要
安全に実験できる

持ち手付！

スタンド不要
安全に実験できる

持ち手付！
蓄電・放電が目で見て分かる！
メーター付コンデンサ！
蓄電・放電が目で見て分かる！
メーター付コンデンサ！
蓄電・放電が目で見て分かる！
メーター付コンデンサ！

どちらもできる！ 高性能光電池どちらもできる！ 高性能光電池どちらもできる！ 高性能光電池

温まると青→ピンクに変色する
特殊インク！（繰り返し使用可能）
温まると青→ピンクに変色する
特殊インク！（繰り返し使用可能）
温まると青→ピンクに変色する
特殊インク！（繰り返し使用可能）支点の上下で振り子の長さ支点の上下で振り子の長さ支点の上下で振り子の長さ

Ｖ字振り子も作れます
前後ブレの少ない

自由自在!自由自在!自由自在!

併用すると、より効果的！

高温になると
赤に変色します

電流計と同様、
右に針がふれます
電流計と同様、
右に針がふれます
電流計と同様、
右に針がふれます

誤操作を防ぐレンジ固定式！誤操作を防ぐレンジ固定式！誤操作を防ぐレンジ固定式！

支柱径φ12mmに対応!

簡易検流計
4597150 　BG-5E

￥7,800（税込￥8,424）

測定レンジ： －0.5～0.5A／－5～5A（切替式）　JIS 2.5級

電流の向き

電流の向き

簡易検流計
4232150 　BG-5N

￥7,800（税込￥8,424）

測定レンジ： －0.5～0.5A／－5～5A（切替式）　JIS 2.5級

簡易検流計
6189950 　BG-0.5ES

￥3,950（税込￥4,266）

測定レンジ： －0.5～0.5A

電流の向き

簡易検流計
6190050 　BG-5ES

￥3,950（税込￥4,266）

測定レンジ： －5～5A

電流の向き

消耗P.177

消耗P.204

消耗P.206

消耗P.205

総合P.519

総合P.332

鉄製スタンドに固定せず、手で持って実験を行え
ますので準備の手間を省くことができます。

熱伝導実験用金属板

ビーカー（IWAKI）

色付き蒸発皿（平底）

持ち手付き6196750 　持ち手付き

￥4,300（税込￥4,644）

実験用蓄電器（メーター付コンデンサ）
6103660 　EC-2

￥4,500（税込￥4,860）

光電池（太陽電池）
5719850 　SH-30

￥5,500 （税込￥5,940）

正方形銅板

6072550

￥1,150（税込￥1,242）
6117850

￥1,600（税込￥1,728）

コの字形銅板

6072650 1枚 ￥1,600（税別）
4286850 5枚 ￥6,300（税別）

ヨの字形銅板

6072750

￥700（税込￥756）

銅棒

正方形銅板： 150×150×t0.8mm、
  木柄付、全長約330mm

※鉄製スタンド、ガスコンロは別売です。

銅 棒： φ5×250mm、
　木柄付、全長約350mm

大 き さ： 約66（Ｗ）×66（Ｄ）×58（Ｈ）mm
コンデンサ： 定格/2.7Ｖ、電気容量/10Ｆ
そ の 他： 電気逆流防止機構付き

開放電圧： 3.3Ｖ
短絡電流： 1.1Ａ
大 き さ： 170(W)×145(D)×3(H)ｍｍ

温度変色インク（示温インク）
6437850 　水の温まり方観察用

￥2,900（税込￥3,132）

容 量： 240ml
変 色 温度： 約40℃

 計量カップ（10ml用）付

希釈倍率： 25倍
可 逆 性： あり

濡れ雑巾に置くことでさっと
冷却ができ安全！
繰り返し実験も容易！

冷

150×150×t0.8mm 150×150×t0.8mm 150×150×t1.0mm φ5×300mm

25倍
希釈

約40℃になると紫色から赤色に変色するシー
ルです。銅板に貼り付けて熱すると、金属の温
まり方を視覚的に理解することができます。

約10倍に拡大できる大型ガラスレンズを使用した拡大観察器です。

示温シール
6167850 　10枚組

￥3,900（税込￥4,212）

実験用リード線 10本組
両口ミノムシ
4038971 　30cm　赤

￥1,800（税込￥1,944）

4038972 　30cm　黒

￥1,800（税込￥1,944）

0159661 　60cm　赤

￥2,100（税込￥2,268）

0159662 　60cm　黒

￥2,100

￥3,000

￥750

￥3,500 ￥1,200

（税込￥2,268）

実験用気体（ガス） 1本

ホウ酸

6018160 　酸素（O2）　7.5L

￥690 （税込￥745）

6018360 　窒素（N2）　8.2L

￥760 （税込￥821）

￥760 （税込￥821）

6018560 　二酸化炭素（CO2）　8.6L

￥1,800（税込￥1,944）

6233850 　500g

拡大観察器
6164760 　10倍

￥4,500（税込￥4,860）

消耗P.292

消耗P.239

消耗P.90

消耗P.97

消耗P.61

消耗P.113

消耗P.114

消耗P.289

消耗P.64

消耗P.287

消耗P.146

消耗P.318

リトマス試験紙 300枚入

￥640（税込￥691）

4061550 　赤

￥640（税込￥691）

4061650 　青

消耗P.140

カリミョウバン

￥1,500（税込￥1,620）

6110950 　500g

消耗P.318

耐薬品性に優れたシリコンゴム
製で、付け外しが容易なので繰
り返し使用できます。

φ15～20mmの
試験管に対応

使用例

試験管マーカー 6色

6228550 　約250個入 （税込￥810）

振り子実験器
（スタンド付）
6438650 　FS-2

￥8,400
（税込￥9,072）

大きさ： 150×150mm（変色部分）

※直接火にあてたり、火力の強い炎に近づけると可逆性を
　失いますので、炎から適度な距離をとって実験して下さい。

変色部分が
金属板に
ピッタリ合う
サイズ

スタンド付属タイプ お手持ちのスタンドに取付タイプ

長さ調整範囲：0～1m

〈セット内容〉
糸
長・短各1本両端フック付

おもり
10ｇ分銅3個

角度板
60×120mm、5°目盛

スタンド
支柱φ10×680mm

振り子実験器（鉄製スタンド取付型）
6438750 　FSS-2

￥7,500（税込￥8,100）

長さ調整範囲：0～1m
〈セット内容〉
糸 ：長・短各1本両端フック付

お もり：10ｇ分銅3個
角度板：60×120mm、5°目盛

メダカの卵を手軽に観察！
10倍の高品質ルーペ
メダカの卵を手軽に観察！
10倍の高品質ルーペ

プラスチックケース入りの
リトマス試験紙
プラスチックケース入りの
リトマス試験紙
プラスチックケース入りの
リトマス試験紙

実際に拡大観察器を使用して撮影した
画像を、ハメ込み合成しています。

倍率10×、φ38×50ｍｍ
（アタッチメント装着時）

小型シャーレ

焦点固定フレーム

★國學院大學 人間開発学部 初等教育学科 
　寺本 貴啓先生考案ご指導

コレはコレはコレは 便利！！！試験管の識別が容易にできる試験管の識別が容易にできる試験管の識別が容易にできる

道管染色液 赤 1L

6211050 （税込￥3,240）
使用例

試験管（IWAKI）リム付　50本

6127860
φ18×180mm （税込￥3,780）

丸型水そう（スチロール水そう）
0592160

φ300×150mm
CP-30

（税込￥1,296）

6色合計約250個
※各色入数にはバラ
　ツキがあります。

「赤」は塩酸、青は「食塩水」
など事前に決めておきます

商品コード 容量 胴径×全高 価格（税込価格）
6170850 50ml φ46×60mm

6170950 100ml φ55×70mm

6171050 200ml φ67×89mm

6171150 300ml φ78×103mm

6171150 500ml φ90×120mm ￥850  (￥918)
￥570  (￥616)

￥480  (￥518)

￥410  (￥443)

￥440  (￥475)

商品コード 容量 価格1個あたり （税込価格）

6230750 50ml

6230850 100ml

6230950 200ml

6231050 300ml

6231150 500ml

入数

6個

6個

6個

6個

6個 ￥4,800  (￥5,184)
￥3,180  (￥3,434)

￥2,640  (￥2,851)

￥2,280  (￥2,462)

￥2,460  (￥2,657)￥410  (￥30 お得)
￥380  (￥30 お得)

￥440  (￥40 お得)

￥530  (￥40 お得)

￥800  (￥50 お得)

お得な
まとめ買い!

商品コード 内容 価格（税込価格）
6018250 酸素（O2）

6018450 窒素（N2）

6018650 二酸化炭素（CO2） ￥14,400  (￥15,552)

￥14,400  (￥15,552)

￥13,000  (￥14,040)

商品コード 容量 外径×内径×全高 価格（税込価格）
4051150 50ml φ75×φ70×20mm ￥670  (￥724)

商品コード 容量 価格1枚あたり （税込価格）

6239350 50ml
入数

10個 ￥6,500  (￥7,020)￥650  (￥20 お得)
お得な

まとめ買い!

お得な
まとめ買い!

300
枚入

20本入り箱買いなら
1本あたり￥40お得！

折り曲げ可能な
フレキシブル
チューブ

小 大日本図書
掲 載

新指導要領関連品

プログラミング教育に対応
したメーター付コンデンサ
もあります

小4「電気の働き」に含まれていた光電
池の内容が、小6「電気の利用」に移行
されています。小4には無かった使われ
方として、LEDの点灯やコンデンサへ
の蓄電が考えられます。現在お手持ちの
光電池に必要とする出力があるか、注意
が必要です。

メーター付きでわかりやすい!

LEDの点灯

コンデンサへの蓄電

可逆性があり、変色時より約5～6℃下がると元の紫色に戻ります
ので、繰り返し実験が可能です。

見え味がチガウ！

4年

モーターや
豆電球

5年

電磁石

100cm 50cm

メダカの卵

ボビン型よりスピーディ

学習指導要領新
小学6学年 新内容

4学年

5学年

6学年

共　用


