
中央精機株式会社
除振台価格改定表
2022年8月1日より適用

2022年6月1日付

製品番号 仕様、サイズ 旧価格（税抜き） 新価格（税抜き）

PB-5R-3040 卓上型除振台（防振ゴム式）、300×400mm ¥75,000 ¥90,000

PB-5R-4050 卓上型除振台（防振ゴム式）、400×500mm ¥75,000 ¥90,000

PB-5R-5060 卓上型除振台（防振ゴム式）、500×600mm ¥110,000 ¥130,000

PB-5R-8060 卓上型除振台（防振ゴム式）、800×600mm ¥160,000 ¥185,000

PB-5R-1070 卓上型除振台（防振ゴム式）、1000×700mm ¥180,000 ¥210,000

PB-VSM-3040 卓上型除振台、300×400mm ¥110,000 ¥130,000

PB-VSM-4050 卓上型除振台、400×500mm ¥110,000 ¥130,000

PB-VSM-5060 卓上型除振台、500×600mm ¥130,000 ¥150,000

PB-VSM-8060 卓上型除振台、800×600mm ¥180,000 ¥210,000

PB-VSM-1070 卓上型除振台、1000×700mm ¥210,000 ¥245,000

PB-5AA-3040 卓上型除振台（自動レベル調整器付空気ばね式）、300×400mm ¥150,000 ¥175,000

PB-5AA-4050 卓上型除振台（自動レベル調整器付空気ばね式）、400×500mm ¥150,000 ¥175,000

PB-5AA-5060 卓上型除振台（自動レベル調整器付空気ばね式）、500×600mm ¥160,000 ¥185,000

PB-5AA-8060 卓上型除振台（自動レベル調整器付空気ばね式）、800×600mm ¥210,000 ¥245,000

PB-5AA-1070 卓上型除振台（自動レベル調整器付空気ばね式）、1000×700mm ¥250,000 ¥290,000

PB-STX500 卓上型除振台（3点支持タイプ）、368×440mm ¥180,000 ¥210,000

PB-STX600 卓上型除振台（3点支持タイプ）、368×499mm ¥190,000 ¥220,000

PB-SMG-4050 卓上型除振台（エアーレス、メンテナンスフリーモデル）、400×500mm ¥100,000 ¥115,000

PB-SMG-5060 卓上型除振台（エアーレス、メンテナンスフリーモデル）、500×600mm ¥110,000 ¥130,000

PHB-R-4050 ハニカム定盤卓上型除振台（防振ゴム式）、400×500mm ¥150,000 ¥175,000

PHB-R-6050 ハニカム定盤卓上型除振台（防振ゴム式）、600×500mm ¥170,000 ¥200,000

PHB-R-8060 ハニカム定盤卓上型除振台（防振ゴム式）、800×600mm ¥210,000 ¥245,000

PHB-R-1070 ハニカム定盤卓上型除振台（防振ゴム式）、1000×700mm ¥250,000 ¥290,000

PHB-H-4050 ハニカム定盤卓上型除振台（空気ばね式）、400×500mm ¥220,000 ¥255,000

PHB-H-6050 ハニカム定盤卓上型除振台（空気ばね式）、600×500mm ¥270,000 ¥315,000

PHB-H-8060 ハニカム定盤卓上型除振台（空気ばね式）、800×600mm ¥300,000 ¥345,000

PHB-H-1070 ハニカム定盤卓上型除振台（空気ばね式）、1000×700mm ¥350,000 ¥405,000

PHB-A-4050 ハニカム定盤卓上型除振台（自動レベル調整器付空気ばね式）、400×500mm ¥250,000 ¥290,000

PHB-A-6050 ハニカム定盤卓上型除振台（自動レベル調整器付空気ばね式）、600×500mm ¥300,000 ¥345,000

PHB-A-8060 ハニカム定盤卓上型除振台（自動レベル調整器付空気ばね式）、800×600mm ¥330,000 ¥380,000

PHB-A-1070 ハニカム定盤卓上型除振台（自動レベル調整器付空気ばね式）、1000×700mm ¥380,000 ¥440,000

製品番号 仕様、サイズ 旧価格（税抜き） 新価格（税抜き）

SD-8060 デスク型除振台、空気源不要、、鉄板（SPCC）＋化粧板（デコラ）、800×600mm ¥235,000 ¥285,000

SD-1080 デスク型除振台、空気源不要、、鉄板（SPCC）＋化粧板（デコラ）、1000×800mm ¥240,000 ¥290,000

SD-1280 デスク型除振台、空気源不要、、鉄板（SPCC）＋化粧板（デコラ）、1200×800mm ¥260,000 ¥315,000

ID-8060 デスク型除振台、空気源別途、ステンレス（SUS304）、770×535mm ¥350,000 ¥410,000

ID-1085 デスク型除振台、空気源別途、ステンレス（SUS304）、970×785mm ¥360,000 ¥420,000

ID-1285 デスク型除振台、空気源別途、ステンレス（SUS304）、1170×785mm ¥380,000 ¥440,000

UD-A2 デスク型除振台、空気源別途、鉄板（SPCC）＋化粧板（デコラ）、600×840mm ¥280,000 ¥325,000

卓上型除振台

デスク型除振台
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中央精機株式会社
除振台価格改定表
2022年8月1日より適用

2022年6月1日付

製品番号 仕様、サイズ 旧価格（税抜き） 新価格（税抜き）

ORR-1290 精密除振動台（高減衰防振ゴム式）、1200×900×720mm ¥442,000 ¥491,500

ORR-1510 精密除振動台（高減衰防振ゴム式）、1500×1000×720mm ¥500,000 ¥553,500

ORR-1890 精密除振動台（高減衰防振ゴム式）、1800×900×720mm ¥524,000 ¥577,000

ORR-2010 精密除振動台（高減衰防振ゴム式）、2000×1000×720mm ¥590,000 ¥649,000

ORR-2412 精密除振動台（高減衰防振ゴム式）、2400×1200×750mm ¥714,000 別途御見積

ORE-1290 精密除振台（空気ばね式）、1200×900×770mm ¥572,000 ¥641,500

ORE-1510 精密除振台（空気ばね式）、1500×1000×770mm ¥630,000 ¥703,500

ORE-1890 精密除振台（空気ばね式）、1800×900×770mm ¥644,000 ¥717,000

ORE-2010 精密除振台（空気ばね式）、2000×1000×770mm ¥720,000 ¥799,000

ORE-2412 精密除振台（空気ばね式）、2400×1200×770mm ¥864,000 別途御見積

ORD-1290 精密除振台（ビスカスダンパー式）、1200×900×770mm ¥700,000 ¥781,500

ORD-1510 精密除振台（ビスカスダンパー式）、1500×1000×770mm ¥750,000 ¥843,500

ORD-1890 精密除振台（ビスカスダンパー式）、1800×900×770mm ¥810,000 ¥907,000

ORD-2010 精密除振台（ビスカスダンパー式）、2000×1000×770mm ¥870,000 ¥969,000

ORD-2412 精密除振台（ビスカスダンパー式）、2400×1200×770mm ¥960,000 別途御見積

OSD-1290 精密除振台（空気ばね式）、1200×900×770mm ¥902,000 ¥1,011,000

OSD-1510 精密除振台（空気ばね式）、1500×1000×770mm ¥960,000 ¥1,071,500

OSD-1890 精密除振台（空気ばね式）、1800×900×770mm ¥984,000 ¥1,103,500

OSD-2010 精密除振台（空気ばね式）、2000×1000×770mm ¥1,060,000 ¥1,177,000

OSD-2412 精密除振台（空気ばね式）、2400×1200×770mm ¥1,314,000 別途御見積

製品番号 仕様、サイズ 旧価格（税抜き） 新価格（税抜き）

VAAV-550 アクティブ除振台ユニット、搭載可能質量：270～900kg ¥5,500,000 ¥7,200,000

VAAV-1000 アクティブ除振台ユニット、搭載可能質量：500～1700kg ¥6,000,000 ¥7,200,000

SAT-45 卓上型アクティブ除振台、定盤寸法：420×500mm ¥1,220,000 別途御見積

SAT-56 卓上型アクティブ除振台、定盤寸法：500×600mm ¥1,220,000 別途御見積

製品番号 仕様、サイズ 旧価格（税抜き） 新価格（税抜き）

SG-5050J1 石定盤JIS1級、500×500×100mm ¥73,000 ¥87,000

SG-6045J1 石定盤JIS1級、600×450×100mm ¥75,000 ¥90,000

SG-6045J1K 石定盤JIS1級、600×450×850mm、架台付 ¥284,000 ¥345,000

SG-7550J1 石定盤JIS1級、750×500×125mm ¥105,000 ¥130,000

SG-7550J1K 石定盤JIS1級、750×500×850mm、架台付 ¥380,000 ¥460,000

SG-10075J1 石定盤JIS1級、1000×750×150mm ¥205,000 ¥250,000

SG-10075J1K 石定盤JIS1級、1000×750×150mm、架台付 ¥521,000 ¥630,000

SG-150100J1 石定盤JIS1級、1500×1000×200mm ¥533,000 ¥640,000

SG-150100J1K 石定盤JIS1級、1500×1000×200mm、架台付 ¥926,000 ¥1,115,000

SG-200100J1 石定盤JIS1級、2000×1000×250mm ¥790,000 ¥950,000

SG-200100J1K 石定盤JIS1級、2000×1000×250mm、架台付 ¥1,215,000 ¥1,460,000

SG-5050J0 石定盤JIS0級、500×500×100mm ¥87,000 ¥105,000

SG-6045J0 石定盤JIS0級、600×450×100mm ¥92,000 ¥115,000

SG-6045J0K 石定盤JIS0級、600×450×850mm、架台付 ¥301,000 ¥365,000

SG-7550J0 石定盤JIS0級、750×500×125mm ¥130,000 ¥160,000

SG-7550J0K 石定盤JIS0級、750×500×850mm、架台付 ¥405,000 ¥490,000

SG-10075J0 石定盤JIS0級、1000×750×150mm ¥259,000 ¥315,000

SG-10075J0K 石定盤JIS0級、1000×750×150mm、架台付 ¥573,000 ¥690,000

SG-150100J0 石定盤JIS0級、1500×1000×200mm ¥670,000 ¥805,000

SG-150100J0K 石定盤JIS0級、1500×1000×200mm、架台付 ¥1,057,000 ¥1,270,000

SG-200100J0 石定盤JIS0級、2000×1000×250mm ¥981,000 ¥1,180,000

SG-200100J0K 石定盤JIS0級、2000×1000×250mm、架台付 ¥1,401,000 ¥1,685,000

精密除振台

アクティブ除振台

石定盤
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中央精機株式会社
除振台価格改定表
2022年8月1日より適用

2022年6月1日付

製品番号 仕様、サイズ 旧価格（税抜き） 新価格（税抜き）

TT-D3030 300×300×58.2mm、7.8kg ¥85,000 ¥100,000

TT-D3060 600×300×58.2mm、14.9kg ¥90,000 ¥105,000

TT-D4050 500×400×58.2mm、16.4kg ¥90,000 ¥105,000

TT-D6060 600×600×58.2mm、28.2kg ¥115,000 ¥135,000

TT-D6090 900×600×58.2mm、41.9kg ¥175,000 ¥205,000

製品番号 仕様、サイズ 旧価格（税抜き） 新価格（税抜き）

NPC200 適正荷重：1470N（150kgf） ¥32,500 ¥33,000

NPC400 適正荷重：2940N（300kgf） ¥36,000 ¥36,000

NPC800 適正荷重：3920N（400kgf） ¥63,000 ¥66,000

NPC1200 適正荷重：5880N（600kgf） ¥73,000 ¥78,000

NPC1600 適正荷重：11800N（1200kgf） ¥91,000 ¥94,000

製品番号 仕様、サイズ 旧価格（税抜き） 新価格（税抜き）

SIBc 最大ポンプサイズ：W400×H400×D600mm ¥500,000 ¥575,000

※2022年8月1日より新価格を適用させていただきます。

ニューマクッション

防音ボックス

光学定盤
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