
   

                                     
 

 

2021 年 4 月 

お客様各位 

  

 

販売終了品のお知らせ 

 

拝啓 貴社ますますご清栄のことと、お慶び申し上げます。平素は格別のお引き立てをいただき 

厚く御礼申し上げます。 

さて、昨年より新型コロナウイルスの感染拡大が続く中、弊社におきましても従業員の健康および

安全確保の観点から十分な感染防止対策を図りながら製品の製造に努めております。 

このような状況の中、大変多くのご注文をいただいておりますが、少量多品種の製品を展開する

弊社にとって、手作業による製造工程が多く、全ての製品を安定的に製造することが困難な状況

になりつつあります。 

誠に申し訳ございませんが、状況を鑑みて一部製品につきまして製造および販売を終了する

ことといたしました。 

お客様には多大なご不便をお掛けいたしますが、長年のご愛顧に感謝いたしますとともに、何卒

ご理解賜りますよう宜しくお願い申し上げます。 

敬具 

 

記 

 

1．販売終了品 

  添付資料をご参照ください（別紙）。 

 

２．販売終了時期 

2021 年 8 月末をもって、対象製品の販売を全て終了といたします。 

但し、製品によって在庫がなくなり次第、販売終了とさせていただきますのでご了承ください。 

 

以上 



別紙 2021年4月

製品案内2021掲載

型式 製品名 代替品の有無

■パックテスト

　●パックテスト［標準タイプ］ 掲載P5～

WAK-Cblt パックテスト コバルト 代替品無し

WAK-NaClO2(D) パックテスト 亜塩素酸ナトリウム（低濃度） 代替品無し

WAK-Fe2+(D) パックテスト ２価鉄（低濃度） パックテスト［標準タイプ］WAK-Fe2+

WAK-Pd パックテスト パラジウム 代替品無し

WAK-TBL パックテスト pH-TBL 代替品無し

WAK-PR パックテスト pH-PR（水道用） 代替品無し

WAK-TBH パックテスト pH-TBH 代替品無し

　●パックテスト［徳用セット］ 掲載P11

KR-ClO-DP パックテスト ［徳用セット］ 残留塩素（遊離） パックテスト［標準タイプ］WAK-ClO-DP

KR-CN-2 パックテスト ［徳用セット］ 遊離シアン パックテスト［標準タイプ］WAK-CN-2

KR-COD(D)-2 パックテスト ［徳用セット］ COD(低濃度） パックテスト［標準タイプ］WAK-COD(D)-2

KR-Cu パックテスト ［徳用セット］ 銅 パックテスト［標準タイプ］WAK-Cu

KR-Fe パックテスト ［徳用セット］ 鉄 パックテスト［標準タイプ］WAK-Fe

KR-Fe(D) パックテスト ［徳用セット］ 鉄（低濃度） パックテスト［標準タイプ］WAK-Fe(D)

KR-Ni パックテスト ［徳用セット］ ニッケル パックテスト［標準タイプ］WAK-Ni

KR-pH パックテスト ［徳用セット］ pH パックテスト［標準タイプ］WAK-pH

KR-PO4 パックテスト ［徳用セット］ りん酸 パックテスト［標準タイプ］WAK-PO4

KR-Zn パックテスト ［徳用セット］ 亜鉛 パックテスト［標準タイプ］WAK-Zn

　●パックテスト［10回分入り］ 掲載P11

ZAK-ANC パックテスト ［10回分入り］ pH-アントシアニン 代替品無し

ZAK-Cu パックテスト ［10回分入り］ 銅 パックテスト［標準タイプ］WAK-Cu

ZAK-Fe(D) パックテスト ［10回分入り］ 鉄（低濃度） パックテスト［標準タイプ］WAK-Fe(D)

ZAK-PO4(D) パックテスト ［10回分入り］ りん酸（低濃度） パックテスト［標準タイプ］WAK-PO4(D)

ZAK-RC パックテスト ［10回分入り］ 緑茶タンニン 代替品無し

ZAK-TH パックテスト ［10回分入り］ 全硬度（総硬度） パックテスト［標準タイプ］WAK-TH

ZAK-Zn パックテスト ［10回分入り］ 亜鉛 パックテスト［標準タイプ］WAK-Zn

　●パックテスト・ズーム　掲載P13

ZM-Cr6+ パックテスト・ズーム　６価クロム 代替品無し

ZM-Cu パックテスト・ズーム　銅 代替品無し

ZM-SiO2 パックテスト・ズーム　シリカ 代替品無し

販売終了製品一覧表
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型式 製品名 代替品の有無

■デジタルパックテスト（単項目水質計）掲載P17～

DPM2-As デジタルパックテスト ひ素 お問い合わせください。

DPM2-NaClO2(D) デジタルパックテスト 亜塩素酸ナトリウム（低濃度） 代替品無し

DPM2-Cl デジタルパックテスト 塩化物 代替品無し

DPM2-Cr6+-D デジタルパックテスト ６価クロム（低濃度） 代替品無し

DPM2-SO4 デジタルパックテスト 硫酸 代替品無し

■水質計用DPR試薬 掲載P25

DPR-As DPR試薬 ひ素 お問い合わせください。

■高圧分解セット 掲載P27～

　●金属錯体分解セット 掲載P28

MCD-Me 金属錯体分解セット（高圧） 代替品無し

MCD-Me-R 金属錯体分解試薬（高圧） 代替品無し

■油分測定

　●土壌油分検出セット 掲載P31

SOA-OIL2 土壌油分検出セット 代替品無し

　※補充品・別売品は継続して販売いたします。

■BOD測定 掲載P35

BOD-K BODセット（河川用） 代替品無し

BOD-H2 BODセット（排水用） 代替品無し

　※補充品は継続して販売いたします。

■pH試験紙 掲載P38

　●紙面用pH測定セット

MPC-TBPB 紙面用pH測定セット TBPB 代替品無し

MPC-BCG 紙面用pH測定セット BCG 代替品無し

MPC-BCP 紙面用pH測定セット BCP 代替品無し

MPC-BTB 紙面用pH測定セット BTB 代替品無し

MPC-CR 紙面用pH測定セット CR 代替品無し

MPC-TB 紙面用pH測定セット TB 代替品無し

■簡易滴定セット 掲載P38

　●ドロップテスト

WAD-AC-M ドロップテストＭ酸度 代替品無し

WAD-AC-P ドロップテストP酸度 代替品無し

WAD-AC-R2C ドロップテスト酸度 R2C試薬 代替品無し

WAD-AC-R2D ドロップテスト酸度 R2D試薬 代替品無し

WAD-Cl ドロップテスト塩化物 お問い合わせください。

WAD-Cl-R1 ドロップテスト塩化物 R1試薬 代替品無し

WAD-Cl-R2C ドロップテスト塩化物 R2C試薬 代替品無し

WAD-Cl-R2D ドロップテスト塩化物 R2D試薬 代替品無し
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型式 製品名 代替品の有無

■水質測定用試薬セット 掲載P41～

LR-ClO-DP 水質測定用試薬セット No.11B 残留塩素（遊離） 代替品無し

LR-FeT-B 水質測定用試薬セット No.41B 鉄 代替品無し

LR-H2O2-B 水質測定用試薬セット No.45B 過酸化水素 代替品無し

LR-Mn 水質測定用試薬セット No.28 マンガン 代替品無し

LR-O3 水質測定用試薬セット No.54 オゾン 代替品無し

LR-S 水質測定用試薬セット No.53 硫化物（硫化水素） 代替品無し

LR-SiO2D 水質測定用試薬セット No.20D シリカ（低濃度） 代替品無し

LR-SO4 水質測定用試薬セット No.16 硫酸 代替品無し

LR-NH4-M NH4前処理剤（海水） 代替品無し

その他（製品案内2021_未掲載品）

型式 製品名 代替品の有無

MPC-TBPB-S 紙面用pH測定セット 標準色 TBPB 代替品無し

MPC-BCG-S 紙面用pH測定セット 標準色 BCG 代替品無し

MPC-BCP-S 紙面用pH測定セット 標準色 BCP 代替品無し

MPC-BTB-S 紙面用pH測定セット 標準色 BTB 代替品無し

MPC-CR-S 紙面用pH測定セット 標準色 CR 代替品無し

MPC-TB-S 紙面用pH測定セット 標準色 TB 代替品無し

MPC-TBPB-２ 紙面用pH測定セット補充液20mL TBPB 代替品無し

MPC-TBPB-10 紙面用pH測定セット補充液100mL TBPB 代替品無し

MPC-BCG-２ 紙面用pH測定セット補充液20mL BCG 代替品無し

MPC-BCG-10 紙面用pH測定セット補充液100mL BCG 代替品無し

MPC-BCP-２ 紙面用pH測定セット補充液20mL BCP 代替品無し

MPC-BCP-10 紙面用pH測定セット補充液100mL BCP 代替品無し

MPC-BTB-２ 紙面用pH測定セット補充液20mL BTB 代替品無し

MPC-BTB-10 紙面用pH測定セット補充液100mL BTB 代替品無し

MPC-CR-２ 紙面用pH測定セット補充液20mL CR 代替品無し

MPC-CR-10 紙面用pH測定セット補充液100mL CR 代替品無し

MPC-TB-２ 紙面用pH測定セット補充液20mL TB 代替品無し

MPC-TB-10 紙面用pH測定セット補充液100mL TB 代替品無し

MPC-P-100 有色紙用補助剤100mL 代替品無し

UVR-SF 有機物分解装置フィルター 代替品無し

UVR-TN-R UVR全窒素分解試薬 代替品無し

UVR-TP-R UVR全りん分解試薬 代替品無し

DPR-TN DPR試薬全窒素 代替品無し

DPR-TP DPR試薬全りん 代替品無し

CNT-RA 全シアン（低濃度）蒸留試薬 代替品無し

WA-NH4-DR アンモニウム分離濃縮用試薬 代替品無し

誠に申し訳ございませんが、2021年8月末をもって販売終了となります。

但し、製品によって在庫がなくなり次第、販売終了とさせていただきますのでご了承ください。

ご不明な点がございましたら、弊社営業部までお問合せください。

以上
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