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●●  PC関連PC関連
●●  ボードモジュールボードモジュール



2 ...



... 3

2 （ 広 告 ） テクトロニクス社
4-7 （ 特 集 ） お役立ち情報
8-18 ■ オシロスコープ
18-26 ■ 電源・負荷・耐圧試験機
27-38 ■ マルチメーター
39-40 ■ 信号発生器
41 ■ 周波数カウンター
41-42 ■ 絶縁抵抗計
42 ■ 光測定器
43-45 ■ 温度計
46-49 ■ 高周波測定器
--- ■ 光学機器
50-52 ■ データロガー
53 ■ 太陽光測定器
53 ■ その他
53 ■ 精密機械・工具・計量
54-55 ■ PC関連
56-59 ■ ボードモジュール
60 （ 特 設 ） 興研／日立ハイテクサイエンス
61 （ 特 設 ） マランツ／COGNEX
62 （ 特 設 ） 充放電試験装置／計測器ワールド
63 （ 特 設 ） アメテック（プリンストン）／Q-Lab社
64 （ 特 設 ） ascott
65 （ 特 設 ） 日本NI
66 （ 広 告 ） ユウアイ電子株式会社
67 （ 広 告 ） 菊水電子工業株式会社
68 （ 広 告 ） 岩崎通信機株式会社
69 （ 広 告 ） フル－ク社
70 （ 広 告 ） 株式会社エヌエフ回路設計ブロック
71 （ 広 告 ） 株式会社フォトロン
72 （ 広 告 ） 株式会社テストー
73 （ 広 告 ） 株式会社テクシオ・テクノロジー
74 （ 広 告 ） 株式会社高砂製作所
75 （ 広 告 ） 日置電機株式会社
76 （ 広 告 ） 株式会社コンテック
77 （ 広 告 ） 株式会社アドバンテスト
78 （ 広 告 ） キーサイト・テクノロジー株式会社
79 （ 広 告 ） ローデ・シュワルツ・ジャパン株式会社

●アイコーエンジニアリング株式会社 ..........................アイコー
●アメテック株式会社（プリンストン） ..........................アメテック
●株式会社インタフェース .............................................インタフェース
●岩崎通信機株式会社 .....................................................岩崎通信機
●株式会社エーディーシー .............................................エーディーシー
●株式会社エヌエフ回路設計ブロック ..........................エヌエフ回路
●キーサイト・テクノロジー株式会社 ...........................キーサイト
●菊水電子工業株式会社 .................................................菊水電子工業
●株式会社キャンドックスシステムズ ..........................キャンドックス
●京セラ株式会社 .............................................................京セラ
●ケースレーインスツルメンツ社 ..................................ケースレー
●株式会社コンテック .....................................................コンテック

CONTENTS

メーカー名略称 （50音順）

●三和電気計器株式会社 .................................................三和電気計器
●CSS Electronics ....................................................... CSS
●新栄電子計測器株式会社 .............................................新栄電子計測器
●株式会社高砂製作所 .....................................................高砂製作所
●株式会社テクシオ・テクノロジー ...............................テクシオ
●テクトロニクス社 .........................................................テクトロニクス
●株式会社テストー .........................................................テストー
●日本ナショナルインスツルメンツ株式会社 ..............日本NI
●日置電機株式会社 .........................................................日置電機
●フル－ク社 ....................................................................フルーク
●ローデ・シュワルツ・ジャパン株式会社 ....................ローデシュワルツ

※写真の右下に マークがある商品は、ユウアイ電子株式会社による校正サービス対応商品です。
　なお、一枠内に複数の商品が掲載されている場合は、その一部が対応外なこともありますので、お問い合わせください。
※表示価格は予告なく変更されることがあります。
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■モータの振動
●モータから発生する振動
モータから発生する振動の主な原因は次のようなものがあります。
摩耗系振動（軸受異常、ギアボックス）、構造系振動（ロータのアンバ
ランス、シャフト軸曲がり、ミスアライメント、冷却用ファンの振
動）、電磁振動（エアギャップの不均一、巻き線の欠陥）、共振（構造上
の共振、接続機器の共振）、設置不具合による振動（基礎の剛性不足、
アンカーボルトの緩み）。
これらの振動は発生原因によって周波数や方向が異なります。例え
ば、アンバランスの場合は、正弦波に近い振動波形でモータの回転
数に相当する周波数が半径方向に発生します。軸受異常の場合は、
傷にボールが衝突する時の衝撃波形が、全方向に発生します。

●振動量
振動量として計測される値は、変位、速度、加速度の3種類がありま
す。変位は基準位置からの移動距離、速度は毎秒ごとの移動距離、加
速度は毎秒ごとの速度の変化量を意味します。測定に用いる振動量
は、以下に示した内容を参照して選択します。
・ 変位
　100Hz以下の周波数が対象
　隙間監視のような接触が問題となる場合
　大型回転機械の振動測定
・ 速度
　10Hz～1kHzの周波数が対象
　金属疲労が問題となる場合
　一般産業用回転機械の振動測定
・ 加速度
　1kHz以上の周波数が対象
　ベアリングやギアの欠陥検出
　高速小型回転機械の振動測定

●振動測定
振動測定には振動計を使用します。振動計はピックアップから入力
した加速度を速度や変位に変換する機能を持っており、任意の振動
量を測定することができます。振動原因の調査を行う場合は、周波
数分析器や振動分析計などが使用されます。
測定箇所は振動源の近傍を選択します。回転機械では軸受が振動源
になる場合が多いので、モータの場合は負荷側と反負荷側の2箇所
の軸受近傍を測定します。測定方向は、水平方向、垂直方向、軸方向
の3方向が一般的です。また、発生する周波数を考慮して振動量（変
位、速度、加速度）を選択します。以下に振動測定に使用される振動
計、振動分析計、周波数分析器の例を紹介します。

■ピックアップの選定
●動作原理と構造
圧電式加速度ピックアップは振動センサとして最も広く使用されて
います。名称が長いのでピックアップと呼ばれています。圧電素子
とおもりを使用した構造になっており、加速度の大きさに比例した
電荷が出力されます。圧縮型とせん断型の2種類があります。圧縮
型は構造が簡単で、機械的な強度が大きいため、以前は多く使用さ
れていました。しかし、風や強い光などが当たることによる瞬間的
な温度変化によって雑音が発生する現象（熱過渡応答）の問題があり
ました。せん断型は熱過渡応答が小さく、大きな感度を得ることが
できるため、現在は主流になっています。
ピックアップを振動計などの電気回路で使用するためには、電荷を
電圧に変換する必要があり、チャージアンプと呼ばれる電荷増幅器
が使用されます。最近はチャージアンプを内蔵したピックアップも
販売されています。

モータの振動／ピックアップの選定

▶お役立ち情報 ①◀

モータから発生する振動の計測用センサとして、圧電式加速度ピックアップが最もよく使用
されています。今回は、ピックアップを選定する場合に必要とされる知識について、振動計
測における注意事項なども含めてご紹介いたします。
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●取り付け方法と接触共振周波数
ピックアップの周波数特性は、下図のように低い周波数領域では平
坦ですが、高い周波数領域にピークを持ちます。このピークを接触
共振周波数といいます。平坦な周波数領域においては正しい測定が
可能ですが、接触共振周波数付近では大きな誤差が生じます。この
ため、接触共振周波数の1/3程度が測定できる上限の周波数とされ
ます。

ピックアップの取り付け方法には、ネジ固定、瞬間接着剤、両面テー
プ、絶縁アタッチメント、マグネットアタッチメント、棒状アタッチ
メントなど、いろいろな方法があります。

取り付け方法を変更すると、接触共振周波数が下の図のように変化
します。ネジ固定の場合の周波数が最も高く、一般的に、この場合の
測定上限周波数が仕様として記載されています。他の取り付け方法
で使用する場合は、測定上限周波数が仕様より低くなるので注意が
必要です。

●ピックアップの感度と質量
1m/s2の加速度で加振した時に発生する電荷量を電荷感度といいま
す。ピックアップは1個ごとに異なる電荷感度を持っており、感度
が大きいものは微振動の測定に、感度が小さいものは大振動の測定
に使用されます。ピックアップは、1g未満の軽いものから100gを
超えるものまで、色々な種類が用意されています。

ピックアップの質量は、感度と上限周波数に関係します。軽いピッ
クアップは上限周波数が高く、感度は小さくなります。逆に、重い
ピックアップは、上限周波数が低く、感度は大きくなります。使用目
的によって感度と上限周波数を選択します。

●ピックアップ用コード
加速度ピックアップ用のコードは、コードが振動することによって
発生する雑音を低減するため、芯線の絶縁物とシールド線の間に
カーボンが入った特殊な構造になっています。一般のコードはこの
ような対策をしていないので、必ず専用のピックアップ用コードを
使用します。
コードは長くなるほど振動や電磁ノイズの影響を受けやすくなりま
す。そのため、できるだけ短いコードが好ましく、一般的には5m以
下で使用します。それ以上の長さが必要な場合はアンプ内蔵型ピッ
クアップを使用します。外乱ノイズの影響が低減され、50m以上に
延長することができます。実装時のコードの処理としては、揺れな
いようにテープなどで固定します。その場合、コードを介してピッ
クアップに強い力がかからないような注意が必要です。

●その他の注意事項
・ 硬い物にぶつけたり、落下させたりしないこと
　ピックアップは、強い衝撃を受けると圧電素子や内部の部品が損
　傷する可能性があります。
・ 使用温度範囲を超えないこと
　一般的なピックアップの使用温度範囲は-50℃～＋160℃程度で
　す。高温度用ピックアップの上限は＋260℃程度になります。
・ 水分がかからないこと
　ピックアップに水分が入るとノイズの発生や故障の原因となりま
　す。防水構造のピックアップも用意されています。
・ 測定対象物の電位の影響
　測定対象物が電位を帯びていると、ノイズの影響を受けることが
　あります。その場合は絶縁アタッチメントを使用します。
・ 熱過渡応答の影響
　ピックアップに直接風が当たるような場所では、覆いなどを使用
　します。

執筆者： リオン株式会社
 環境機器事業部
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■開発ワークフローの最適化
●ワークフローの接続性における課題
複雑な先進運転支援システム（ADAS）や自動運転（AD）の検証では、
さまざまなアプリケーション、テスト方法、テクノロジを1つのワー
クフローとしてまとめ上げる必要があります。これを実現するには、
データ、シナリオ、モデル、解析などに使用するツール間の連携を検
討することが求められます。ADAS/ADの開発がサプライヤを含め
た複数の会社で行われているのと同じように、検証のソリューショ
ンについても、1つの会社だけではADAS/ADの検証ワークフロー
の複雑さを乗り越えることはできないからです。会社を跨いだツー
ル間連携によるソフトウェアとデータが接続されたワークフローを
実現するには、単に技術的にインターフェースやフォーマットを標
準化するだけでなく、ツールベンダ間での互いの協力が不可欠です。

●エコシステムによる最適化
ADAS/ADの各コンポーネントの開発と検証の担当者が異なるこ
とで、各担当者や設計/検証の各フェーズにおいて、業務効率の最
適化を行う反面でサイロ化が発生しています。このようなサイロ化
は、ワークフローの各所にボトルネックを発生させたり、全体のワー
クフローが複雑化したりするため、余分な時間や工数がかかってし
まう要因となります。下記図に示すように、NIでは、ツールとして
のオープン性を持つだけでなく、シミュレーションやストレージと
いった各領域のエキスパートとパートナーシップを結び、大きく変
化しているトレンドにすばやく順応できるエコシステムを提供して
います。そのエコシステムでの鍵は、ソフトウェアとデータです。

●ソフトウェアとデータの重要性
テスラが「自動車を車輪付きのスマートフォンに変えた」と言われ
ることに代表されるように、ソフトウェアとデータは新しいモビリ
ティ進化の鍵であり、自動車業界はその方向にシフトしてきていま
す。フォルクスワーゲンが新しく設立したCARIADという組織にソ
フトウェア機能をアウトソーシングしているのも、その一例です。
人、アイデア、テクノロジをつなぐことがADAS/AD領域において
ゲームチェンジャーになると考えられ、NIとしてもこの考え方に賛
同し、開発を行っております。

●ソフトウェアとデータで繋ぐワークフロー
私たちの目標は、最も賢い頭脳と最高のハードウェアとソフトウェ
アを組み合わせて革新的な思考を生み出し、最終的にソフトウェア
とデータに接続された検証ワークフローを構築することにありま
す。ソフトウェアとデータに接続されたワークフローで何が達成で
きるか、その実例をご紹介させていただきます。下記図の例では、記
録されたADAS路上テストデータをデジタルツインに変換して、全
体的な検証戦略の一環として、HILおよびソフトウェアインザルー
プ（SIL）テストを推進し加速することができます。本記事後半では、
このワークフローの起点となるADAS路上テストデータに焦点を
当ててご紹介します。

ADAS/ADの検証エコシステム

▶お役立ち情報 ②◀

高度化するADAS/ADの機能開発における検証方法は、シナリオベースのバーチャルテス
トはもちろん、実機とバーチャルを融合させた試験など進化を続けています。今回は、検証
フェーズにフォーカスし、最新のエコシステムをご説明します。
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■ADAS路上テストデータへの対応
●データロギングへの要求
ADAS/ADのテストエンジニアは、センサの機能を検証したりアル
ゴリズムをトレーニングするために、路上テスト中にセンサデータ
およびグランドトゥルースデータを記録する必要があります。自動
運転には複数の高帯域幅センサが必要であり、データの量や転送も
指数的に増加します。コスト効率の高い方法でテクノロジに追従し
ていくために、現代のデータ記録ソリューションには、高性能、先
進性、適応性が同時に求められています。要求をまとめると次の5
つに大別できます。①同期：センサと車両のネットワークインター
フェースでマイクロ秒レベルの確度を実現する。 ②変化と進化の
要件：現在および将来の規制要件に対応するために、進化する車両
技術に適応する。③データ量：GB/秒の速度でデータキャプチャを
管理し、1日および1車両あたり数百テラバイトのデータ量を保存
すると同時に、路上テスト中にデータを視覚化できるようにする。
④データ品質とコスト：データライフサイクルの初期段階で、I/O、
ロスレスデータ処理、データ削減を正確に計測する。⑤統合システ
ム：複数の異なるセンサ記録ソリューションを排除して、取り付け
が複雑にならないようにし、失敗のリスクを低減する。

●エコシステムによる対応例
データロギングという単一の業務における課題に対しても、本稿の
冒頭で述べたようにエコシステムによる解決が必要になります。
そのいくつかの例を示します。

①業界標準のPXI Expressにより、各社の計測器レベルのI/Oモ
ジュールを高いスループットと高精度のタイミング/同期で繋ぎ、
且つ、ソフトウェアのカスタマイズ性により、アドオンを作ること
で任意の機器やモジュールを統合的に組み込むことが可能。

②Seagateとのパートナーシップにより、完全に暗号化されたエン
タープライズ級のストレージソリューションとコスト効率の高い
STaaS（Storage as a Service）モデルを提供し、最大限のデータセ
キュリティとデータにかかるコストの削減に貢献する。

③データ記録だけでなく、ロギングしたデータからデジタルツイン
によって生成されたバーチャル環境では天候や対象物などを任意
して、テストカバレッジを拡充できる。さらに、データ再生、および
SIL（Software-in-the-Loop）とHIL（Hardware-In-the-Loop）にも、
同じハードウェアプラットフォームで対応できる単一の統合ツール
チェーンを実現する。

■まとめ
今回は、ADAS/ADの機能開発におけるエコシステムとして、路上
テストデータに関する事例をメインにご説明しました。この領域以
外にも、安全論証に基づいたテストシナリオ生成からバーチャルテ
ストの実施とテストカバレッジ分析を回帰実行するワークフローな
ど、エコシステムによって形成されるツールチェーンを有効活用し
て、シームレスなワークフローを実現することが重要です。今回ご
説明した開発全体を俯瞰したツールチェーンとワークフローの重要
性とエコシステムの有効性に対する気づきが、皆様の業務に少しで
もお役に立てば幸いです。

執筆者： 日本ナショナルインスツルメンツ株式会社
 営業部
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6GHzをカバーする低価格オシロ	 ［キーサイト］

InfiniiVision	6000Xシリーズ	 ¥3,243,408（税別）より

●価格常識を変える!新・定番6GHzオシロス
コープ

●業界トップクラスの波形更新速度
　最大45万波形/秒
● 業界最高の低ノイズ・フロア
　（6GHzで210µVrms@1mV/div）
●音声コントロールで、両手がふさがっていても

操作可能
●タッチパネル&ゾーントリガ
●6台の測定器を1台に統合（アップグレード

可能）
　任意波形器、ロジアナ、プロトコル解析、DVM、

10桁カウンタ
●カラーグレード表示、ヒストグラム表示を標準搭載

型名 周波数帯域 Ch数 最大メモリ長 希望小売価格
　

DSOX6002A 1GHz  2 4Mpts ¥3,243,408
DSOX6004A 1GHz  4 4Mpts ¥4,062,597
DSOX6002A-02G付き 2.5GHz 2 4Mpts ¥3,913,240
DSOX6004A-02G付き 2.5GHz 4 4Mpts ¥4,923,950
DSOX6002A-04G付き 4GHz 2 4Mpts ¥4,972,487
DSOX6004A-04G付き 4GHz 4 4Mpts ¥6,424,087
DSOX6002A-06G付き 6GHz 2 4Mpts ¥6,120,795
DSOX6004A-06G付き 6GHz 4 4Mpts ¥8,089,272
MSOX6002A 1GHz 2＋16 4Mpts ¥4,069,903
MSOX6004A 1GHz 4＋16 4Mpts ¥4,821,692
DSOX6002A-02G付き 2.5GHz 2＋16 4Mpts ¥4,739,735
DSOX6004A-02G付き 2.5GHz 4＋16 4Mpts ¥5,683,045
DSOX6002A-04G付き 4GHz 2＋16 4Mpts ¥5,798,982
DSOX6004A-04G付き 4GHz 4＋16 4Mpts ¥7,183,182
DSOX6002A-06G付き 6GHz 2＋16 4Mpts ¥6,947,290
DSOX6004A-06G付き 6GHz 4＋16 4Mpts ¥8,848,367

オプション
　

D6000AUTB オートモーティブアプリ・バンドル
D6000GENB 組込みアプリ・バンドル
D6000AERB 宇宙・防衛アプリ・バンドル
D6000PWRB パワーアプリ・バンドル
D6000USBB USBアプリ・バンドル
D6000BDLB アプリケーション・バンドル
DSOX6MSO 内蔵16チャネルMSO機能
DSOX6WAVEGEN2 内蔵2チャネル波形発生器（任意波形）

●500M〜2.5GHz　10ビット
　有効ビット8ビット、優れたシグナル・インテ

グリティ
●4および8チャネル
　チャネル数アッグレード対応（業界初）
●フォルト・ハンタ機能
　不具合波形を自動件検出
●7in1　内蔵機能

型名 周波数帯域 Ch数 最大メモリ長 希望小売価格
　

EXR054A 500MHz 4 400Mpts ¥3,937,603
EXR104A 1GHz 4 400Mpts ¥4,927,469
EXR204A 2GHz 4 400Mpts ¥6,046,319
EXR254A 2.5GHｚ 4 400Mpts ¥6,455,259
EXR058A 500MHz 8 400Mpts ¥6,412,173
EXR108A 1GHz 8 400Mpts ¥8,112,039
EXR208A 2GHz 8 400Mpts ¥9,898,023
EXR258A 2.5GHｚ 8 400Mpts ¥11,361,167

革新を詰め込んだ快速オシロスコープ	 ［キーサイト］

Infiniium	EXRシリーズ	 ¥3,937,603（税別）より

大型タッチパネルで操作性を向上	 ［キーサイト］

InfiniiVision	4000Xシリーズ	 ¥1,181,366（税別）より

大画面静電式タッチ・パネルとゾーン・タッチ・
トリガを標準搭載。USBやFPGAの解析、2ch
の信号発生が可能。
●周波数帯域：
　200M/350M/500MHz/1G/1.5GHz
●波形更新速度：100万波形/秒
●12.1インチ静電式タッチパネル
●16ch ロジック解析、シリアル解析、
　波形発生器、マルチメータ、
　周波数カウンタ内蔵可能
●セグメント・メモリ/拡張演算/
　マルチドメイン（Gated FFT）標準搭載

型名 周波数帯域 Ch数 最大メモリ長 希望小売価格
　

DSOX4022A 200MHz 2 4Mpts ¥1,181,366
DSOX4024A 200MHz 4 4Mpts ¥1,323,844
DSOX4032A 350MHz 2 4Mpts ¥2,029,659
DSOX4034A 350MHz 4 4Mpts ¥2,450,177
DSOX4052A 500MHz 2 4Mpts ¥2,485,184
DSOX4054A 500MHz 4 4Mpts ¥3,174,649
DSOX4104A 1GHz 4 4Mpts ¥3,937,094
DSOX4154A 1.5GHz 4 4Mpts ¥4,357,534
MSOX4022A 200MHz 2＋16 4Mpts ¥1,801,231
MSOX4024A 200MHz 4＋16 4Mpts ¥1,939,607
MSOX4032A 350MHz 2＋16 4Mpts ¥2,653,518
MSOX4034A 350MHz 4＋16 4Mpts ¥3,070,441
MSOX4052A 500MHz 2＋16 4Mpts ¥3,105,301
MSOX4054A 500MHz 4＋16 4Mpts ¥3,794,831
MSOX4104A 1GHz 4＋16 4Mpts ¥4,556,889
MSOX4154A 1.5GHz 4＋16 4Mpts ¥4,991,472

オプション
　

D4000AUTB オートモーティブアプリ・バンドル
D4000GENB 組込みアプリ・バンドル
D4000AERB 宇宙・防衛アプリ・バンドル
D4000PWRB パワーアプリ・バンドル
D4000USBB USBアプリ・バンドル
D4000BDLB アプリケーション・バンドル
DSOXPERFMSO 内蔵16チャネルMSO機能
DSOX4WAVEGEN2 内蔵2チャネル波形発生器（任意波形）

アクティブプローブ	 ［キーサイト］

N275xA	 ¥791,072（税別）より

●差動、シングルエンド、コモンの3モードに対
応、LEDライト付き

●対応オシロスコープ：
　3000TX/4000X/6000Xシリーズ
●N2750A 10:1/2:1 1.5GHz 700fF
　10Vpp（10:1） or 2Vpp（2:1） ¥791,072
●N2751A 10:1/2:1 3.5GHz 700fF
　10Vpp（10:1） or 2Vpp（2:1） ¥1,130,298
●N2752A 10:1/2:1 6GHz 700fF
　10Vpp（10:1） or 2Vpp（2:1） ¥1,468,916

ハンドヘルド・デジタル・オシロスコープ	 ［キーサイト］
U1610A/U1620A	 ¥711,489（税別）より

携帯型オシロスコープ、バッテリ駆動
●絶縁2ch、フローティング測定
●100MHz、1GSa/s（U1610A） ¥711,489
●200MHz、2GSa/s（U1620A） ¥783,281 
●5.7インチ・3モード・ディスプレイ（屋内・屋

外・夜間）
●デュアル・ウインドウ・ズーム機能
●充電式電池搭載（連続動作時間約3時間）
※安全上の理由から専用のプローブにてご使用

ください。
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最高のコストパフォーマンス・シリーズ	 ［キーサイト］
InfiniiVision	3000G	X-シリーズ	 ¥846,475（税別）より

3000GXは、3000TXから僅かな価格差で
“使える”機能を標準搭載。
●標準機能：
　20MHzファンクション/任意波形発生器
　シリアルバス解析（I2C、SPI、UART、I2S、
　USB-PD）
　マスク&測定リミット試験、波形&測定ヒスト

グラム、周波数応答（ボード線図）
　USB/LAN＆VGA
●帯域幅：
　100M/200M/350M/500M/1GHz
●波形更新速度：100万回波形/秒

型名 周波数帯域 Ch数 最大メモリ長 希望小売価格
　

DSOX3012G 100MHz 2 4Mpts ¥846,475
DSOX3014G 100MHz 4 4Mpts ¥993,558
DSOX3022G 200MHz 2 4Mpts ¥993,558
DSOX3024G 200MHz 4 4Mpts ¥1,098,835
DSOX3032G 350MHz 2 4Mpts ¥1,660,807
DSOX3034G 350MHz 4 4Mpts ¥1,978,704
DSOX3052G 500MHz 2 4Mpts ¥2,084,058
DSOX3054G 500MHz 4 4Mpts ¥2,647,822
DSOX3102G 1GHz 2 4Mpts ¥2,487,170
DSOX3104G 1GHz 4 4Mpts ¥3,235,602
MSOX3012G 100MHz 2＋16 4Mpts ¥1,175,836
MSOX3014G 100MHz 4＋16 4Mpts ¥1,322,725
MSOX3022G 200MHz 2＋16 4Mpts ¥1,322,725
MSOX3024G 200MHz 4＋16 4Mpts ¥1,428,003
MSOX3032G 350MHz 2＋16 4Mpts ¥1,987,061
MSOX3034G 350MHz 4＋16 4Mpts ¥2,307,540
MSOX3052G 500MHz 2＋16 4Mpts ¥2,410,477
MSOX3054G 500MHz 4＋16 4Mpts ¥2,977,136
MSOX3102G 1GHz 2＋16 4Mpts ¥2,816,872
MSOX3104G 1GHz 4＋16 4Mpts ¥3,596,581

オプション
　

D3000AUTB オートモーティブアプリ・バンドル
D3000AERB 宇宙・防衛アプリ・バンドル
D3000PWRB パワーアプリ・バンドル
D3000BDLB アプリケーション・バンドル
DSOXG3MSO 内蔵16チャネルMSO機能
DSOXGPIB GPIBインターフェース・モジュール

定番モデル		コンパクタッチ	 ［キーサイト］

InfiniiVision	3000T	X-シリーズ	 ¥807,644（税別）より

波形を囲んで選ぶだけ。タッチ・アンド・ゾーン
で捉える、新・定番オシロスコープ　コンパクト
タッチ。コンパクトな筐体に6つの機能を搭載
し、作業効率を向上。
●周波数帯域：
　100M/200M/350M/500MHz/1GHz
●波形更新速度：100万波形/秒
●8.5インチ静電式タッチパネル
●16ch ロジック解析、シリアル解析、波形発生

器、マルチメータ、周波数カウンタ内蔵可能
●セグメント・メモリ/拡張演算/マルチドメイ

ン（Gated FFT）標準搭載

型名 周波数帯域 Ch数 最大メモリ長 希望小売価格
　

DSOX3012T 100MHz 2 4Mpts ¥807,644
DSOX3014T 100MHz 4 4Mpts ¥962,112
DSOX3022T 200MHz 2 4Mpts ¥962,112
DSOX3024T 200MHz 4 4Mpts ¥1,072,769
DSOX3032T 350MHz 2 4Mpts ¥1,663,564
DSOX3034T 350MHz 4 4Mpts ¥1,997,960
DSOX3052T 500MHz 2 4Mpts ¥2,106,420
DSOX3054T 500MHz 4 4Mpts ¥2,701,292
DSOX3102T 1GHz 2 4Mpts ¥2,532,529
DSOX3104T 1GHz 4 4Mpts ¥3,320,235
MSOX3012T 100MHz 2＋16 4Mpts ¥1,154,218
MSOX3014T 100MHz 4＋16 4Mpts ¥1,308,533
MSOX3022T 200MHz 2＋16 4Mpts ¥1,308,533
MSOX3024T 200MHz 4＋16 4Mpts ¥1,419,536
MSOX3032T 350MHz 2＋16 4Mpts ¥2,007,163
MSOX3034T 350MHz 4＋16 4Mpts ¥2,344,023
MSOX3052T 500MHz 2＋16 4Mpts ¥2,452,524
MSOX3054T 500MHz 4＋16 4Mpts ¥3,047,852
MSOX3102T 1GHz 2＋16 4Mpts ¥2,879,132
MSOX3104T 1GHz 4＋16 4Mpts ¥3,699,089

オプション
　

D3000AUTB オートモーティブアプリ・バンドル
D3000GENB 組込みアプリ・バンドル
D3000AERB 宇宙・防衛アプリ・バンドル
D3000PWRB パワーアプリ・バンドル
D3000USBB USBアプリ・バンドル
D3000BDLB アプリケーション・バンドル
DSOXT3MSO 内蔵16チャネルMSO機能
DSOX３WAVEGEN 内蔵1チャネル波形発生器（任意波形）
DSOXLAN LAN&VGA インターフェース・モジュール
DSOXGPIB GPIBインターフェース・モジュール

パワー・レール･プローブ	 ［キーサイト］

N7020A	 ¥734,196（税別）

●電源ノイズ専用ローノイズプローブ
●対応オシロスコープ：
　3000TX/4000X/6000Xシリーズ
●N7020A  1:1  2GHz  ¥734,196

●各種アクセサリをご用意
●対応オシロスコープ：
　1000/2000X/3000TX/4000X/
　6000Xシリーズ

プローブ    希望小売価格
　

N2870A 1:1 35MHz 39pF（＋オシロの容量） ¥54,268 
N2871A 10:1 200MHz 10pF-25pF ¥59,067
N2872A 10:1 350MHz 10pF-25pF ¥74,019
N2873A  10:1 500MHz 9.5pF ¥86,571

N2870Aシリーズ用アクセサリ 希望小売価格
　

N2885A 　PCBソケット・アダプタ・キット ¥49,284
N2877A 　デラックス・アクセサリ・キット ¥245,396
N2878A 　汎用アクセサリ・キット ¥24,734
N2879A 　ファインピッチ・アクセサリ・キット ¥196,207

パッシブプローブ（アクセサリが豊富）	 ［キーサイト］
N2870Aシリーズ	 ¥54,268（税別）より
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新・定番オシロスコープ	 ［キーサイト］

InfiniiVision	2000Xシリーズ	 ¥292,929（税別）より

5つの拡張機能が標準搭載。さらに圧倒的なコス
トパフォーマンスに。
●波形更新速度：20万波形/秒
●メモリ長：1Mポイント
●セグメントメモリ機能、標準搭載
●拡張トリガ機能、標準搭載
●アドバンスト演算機能、標準搭載

型名 周波数帯域 Ch数 最大メモリ長 希望小売価格
　

DSOX2002A 70MHz 2 1Mpts ¥292,929
DSOX2004A 70MHz 4 1Mpts ¥446,378
DSOX2012A 100MHz 2 1Mpts ¥366,594
DSOX2014A 100MHz 4 1Mpts ¥526,903
DSOX2022A 200MHz 2 1Mpts ¥515,620
DSOX2024A 200MHz 4 1Mpts ¥635,875
MSOX2002A 70MHz 2+8 1Mpts ¥459,798
MSOX2004A 70MHz 4＋8 1Mpts ¥613,698
MSOX2012A 100MHz 2+8 1Mpts ¥533,210
MSOX2014A 100MHz 4＋8 1Mpts ¥695,333
MSOX2022A 200MHz 2+8 1Mpts ¥683,865
MSOX2024A 200MHz 4＋8 1Mpts ¥803,543

オプション
　

D2000AUTB オートモーティブアプリ・バンドル
D2000GENB 組込みアプリ・バンドル
D2000BDLB アプリケーション・バンドル
DSOX2MSO 内蔵8チャネルMSO機能
DSOX2WAVEGEN 内蔵1チャネルファンクション発生器
DSOXLAN LAN&VGA インターフェース・モジュール
DSOXGPIB GPIBインターフェース・モジュール
DSOX2PLUS 2018年2月以前の2000X機能拡張オプション

シングルエンド・アクティブプローブ	 ［キーサイト］

N279xA	 ¥281,515（税別）より

●LEDライト付
　N2795A　10:1　1GHz　1pF+/-8V
　　¥281,515
　N2796A　10:1　2GHz　1pF+/-8V
　　¥553,818
●恒温層対応
　N2797A　10:1　1.5GHz　1pF+/-8V
　　-40℃〜85℃　¥644,847
●対応オシロスコープ：3000TX/4000X/
　　6000Xシリーズ
●その他最大800MHz/7kVまでのLineUp

高電圧差動プローブ	 ［キーサイト］

N2790A/N2791A	 ¥146,377（税別）より

●N2790A 500:1 1.4kV（1kV） 100MHz　
　¥337,901

　対応オシロスコープ：3000TX/4000X/
　　6000Xシリーズ
●N2791A 100:1 700V（700V） 25MHz
　　¥146,377
　対応オシロスコープ：1000/2000X/
　　3000TX/4000X/6000Xシリーズ

低価格ながら本格派オシロスコープ	 ［キーサイト］

InfiniiVision	1000Xシリーズ	 ¥97,591（税別）より

●2ch、50M/70M/100M/200MHz
●4ch、70M/100M/200MHz
●メモリ200kもしくは2Mpts
●波形更新速度10万もしくは
　20万波形更新/秒
●実績のカスタムASIC Mega Zoom 4 搭載
●6in1多機能：オシロスコープ、ファンクショ

ン・ジェネレータ（Gモデル）、プロトコル・ア
ナライザ、周波数解析、周波数レスポンス解析

（ボード線図測定）、デジタル電圧計・
　周波数カウンタ
●LAN/USBインターフェース（標準搭載）

型名 周波数帯域 Ch数 最大メモリ長 希望小売価格
　

EDUX1052A 50MHz 2 200kpts ¥97,591
EDUX1052G 50MHz 2 200kpts ¥137,028
DSOX1202A 70MHz 2 ２Mpts ¥148,716
DSOX1202G 70MHz 2 ２Mpts ¥184,318
DSOX1204A 70MHz 4 ２Mpts ¥203,765
DSOX1204G 70MHz 4 ２Mpts ¥245,046
DSOX1202A/100付 100MHz 2 ２Mpts ¥189,930
DSOX1202G/100付 100MHz 2 ２Mpts ¥225,532
DSOX1204A/100付 100MHz 4 ２Mpts ¥264,294
DSOX1204G/100付 100MHz 4 ２Mpts ¥305,575
DSOX1202A/200付 200ＭHz 2 ２Mpts ¥230,992
DSOX1202G/200付 200ＭHz 2 ２Mpts ¥266,594
DSOX1204A/200付 200ＭHz 4 ２Mpts ¥324,670
DSOX1204G/200付 200ＭHz 4 ２Mpts ¥365,951

Gモデル：ファンクション・ジェネレータ内蔵

電流プローブ	 ［キーサイト］

1146B/1147B/N2893A	 ¥165,663（税別）より

●1146B 100A 100kHz ¥165,663
　対応オシロスコープ：
　　1000/2000X/3000TX/4000X/
　　6000Xシリーズ
●1147B 15A 50MHz ¥573,295
　N2893A 15A 100MHz AutoProbe対応
　　¥980,135
　対応オシロスコープ：
　　3000TX/4000X/6000Xシリーズ
●その他最大150MHz/最大3000Aのライン

ナップもございます

パッシブプローブ	 ［キーサイト］

N284xA/N2889A/N2894A	 ¥25,288（税別）より

●N2841A　10:1　150MHz　5pF-30pF
　　¥25,288
●N2842A　10:1　300MHz　5pF-30pF
　　¥34,518
●N2889A　10:1/1:1 350MHz
　　11pF（10:1）/60pF（1:1）　¥31,380
●N2894A　10:1　700MHz 　5.6pF
　　¥83,987
●対応オシロスコープ：
　1000/2000X/3000TX/4000X/
　6000Xシリーズ



... 11

パッシブプローブ2本セット（低価格）	 ［キーサイト］
N2140A	 ¥15,874（税別）

●N2140A　10:1/1:1切替可　200MHz
　　15-30 pF　 ¥15,874
●対応オシロスコープ：1000Xシリーズ

波形判定デジタル・オシロスコープ	 ［岩崎通信機］
ViewGoⅡ	DS-5600Aシリーズ	¥240,000（税別）より

●波形の細部拡大に威力を発揮する最大メモリ
長5Mポイント

●最大12bit相当の分解能を実現するハイレゾ
モード搭載

●複雑な判定条件設定を可能にする、クラス唯一
の波形パラメータ4個同時設定と波形マスク
判定機能

●2重演算も可能な波形演算機能
●ノイズの除去に効果を発揮するアベレージン

グ回数、最大65,536回
●岩通webからダウンロードできる便利なリ

モートコントロール・ソフトウェア「Scope 
Viewer」に対応

●波形を重ね合わせ出来る、透過PNGに対応したハードコピー機能
●様々な信号観測に対応するデジタルフィルタ、アナログフィルタ搭載
●驚異的な快速起動!電源投入後、約4秒で観測ができます
●全機種50Ω入力を搭載
●主な性能
　・ 最高サンプリング速度：2GS/s
　・ 最大メモリ長（2ch結合時）：5Mポイント/ch
　・ 垂直軸感度： 2mV〜10V/div（1MΩ）、2mV〜2V/div（50Ω）
　・ 周波数帯域：100MHz〜500MHz（8機種）
●日本製

型番 周波数帯域 チャネル数 標準価格（税別）
　

DS-5612A 100MHz 2ch ¥240,000
DS-5614A 100MHz 4ch ¥290,000
DS-5622A 200MHz 2ch ¥280,000
DS-5624A 200MHz 4ch ¥340,000
DS-5632A 350MHz 2ch ¥490,000
DS-5634A 350MHz 4ch ¥560,000
DS-5652A 500MHz 2ch ¥640,000
DS-5654A 500MHz 4ch ¥740,000

　

オプション
　

DS-576 GPIBインタフェース ¥30,000
DS-577 AUX I/O オプション（CH1/CH2出力） ¥30,000
DS-579 プローブ電源オプション（2 系統） ¥30,000
 推奨キャリングバッグ ¥30,000

デジタル・オシロスコープ	 ［岩崎通信機］

DS-8000シリーズ	 ¥1,200,000（税別）より

●日本製
●優れたコストパフォーマンス
●明瞭表示 大画面15.6インチ FULL HD
●直感的な操作性
　タッチパネル、ボタン&ノブ
●高速起動約30秒
●最大8チャンネル入力
●周波数帯域：1GHz/500MHz/350MHz
●最高サンプリング速度：5GSa/s
●垂直分解能：常時12ビット（ハイレゾモード

時16ビット相当）
●最大メモリ長：120Mポイント標準装備
●高速データ転送：当社従来比 約15倍

型番 周波数帯域 チャネル数 標準価格（税別）
　

DS-8108 1GHz 8ch ¥4,000,000
DS-8104 1GHz 4ch ¥2,000,000
DS-8058 500MHz 8ch ¥3,200,000
DS-8054 500MHz 4ch ¥1,600,000
DS-8038 350MHz 8ch ¥2,400,000
DS-8034 350MHz 4ch ¥1,200,000

　

携帯型B5サイズ4ch絶縁オシロ	 ［日置電機］

メモリハイコーダMR8880	 ¥311,000（税別）

現場を支える! 安全・確実・簡単操作
●480V系ラインを直接測定可能
●アナログ4ch+ロジック入力8ch対応
●-10℃〜50℃の使用温度範囲
●CF/USBメモリにリアルタイム記録が可能
●B5ブックサイズ
●最高1MS/s、分解能14bit
●5.7型TFTカラー液晶を搭載
●脱着式プリンタをオプション設定

波形観測と実効値変動記録をこの1台で!	 ［日置電機］
メモリハイコーダMR8870/MR8870-90	 ¥120,000（税別）より

●瞬時波形モードに加え、実効値変動の記録モー
ドを新規追加

●2台同期+付属PCアプリで4ch機として使
用可能

●コンパクトボディで持ち運びが簡単、直感で使
える簡単操作

●超小型でありながら1Mサンプリングの高性能
●小型で美しい、ワイドQVGA-TFT液晶を搭載
●接続コードとバッテリパック付のお得なセッ

ト品　MR8870-90 ¥162,000

電流プローブ・超高感度型登場!	 ［日置電機］

CT6700、CT6701	 ¥230,000（税別）より

●感度10倍、1mA波形もはっきり観測
●S/N比向上　微小電流をノイズに埋もれさせ

ない　●過大電流による警告機能
●ワンボタンで自動ゼロ調整/消磁機能
●ワンタッチで取り外せるBNCコネクタ
●電源3272で各種オシロに接続可能
●センサ用電源 3272 ¥50,000
●CT6700（DC〜50MHz, 5A Max.）
　　　　　　　　　　　　　　　　¥230,000
　CT6701（DC〜120MHz, 5A Max.）
　　　　　　　　　　　　　　　　¥300,000
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快速起動デジタル・オシロスコープ	 ［岩崎通信機］
ViewGoⅡ	DS-5400Aシリーズ	 ¥190,000（税別）より

●進化した日本品質
●プローブ自動選択機能（弊社製プローブに対応）
●500nsのCH間スキュー調整機能
　アンプや差動プローブなどを使用しても位相

調整幅が大きいので、判定、演算結果に及ぼす
影響を最小限にすることができます

●ローノイズ観測に便利なアナログフィルタ
（20MHz、2MHz、200kHz）を搭載

●オートセットアップキーの無効化が可能
　誤操作による設定変更を防止できます
●波形を重ね合わせ出来る、透過PNGに対応し

たハードコピー機能
●主な性能
　・ 最高サンプリング速度：2GS/s
　・ 最大メモリ長：500kポイント/ch
　・ 垂直軸感度： 2mV〜10V/div（1MΩ）
　・ 周波数帯域：100MHz〜200MHz（4機種）
●日本製

型番 周波数帯域 チャネル数 標準価格（税別）
　

DS-5412A 100MHz 2ch ¥190,000
DS-5414A 100MHz 4ch ¥220,000
DS-5422A 200MHz 2ch ¥220,000
DS-5424A 200MHz 4ch ¥268,000

　

オプション
　

DS-576 GPIBインタフェース ￥30,000
DS-579 プローブ電源オプション（2系統） ¥30,000
 推奨キャリングバッグ ¥30,000

ベーシック・デジタル・オシロスコープ	 ［岩崎通信機］
DS-5100Bシリーズ	 ¥70,000（税別）より

●TFTカラー液晶ディスプレイ
●最高サンプリング速度：1GS/s
●最大メモリ長：1024kポイント
●デジタル・フィルタ搭載
●ピークディテクト機能
●20種類の自動測定
●Pass/Fail判定機能
●USBメモリに画像を保存
●2.2kgのライトボディ
●本体3年保証（ユーザー登録が必要）

型　番 周波数帯域 チャネル数 標準価格（税別）
　

DS-5105B 50MHz 2 ¥70,000
DS-5107B 70MHz 2 ¥90,000
DS-5110B 100MHz 2 ¥110,000

　

キャリングバッグ DS-573A  ¥15,000

ロゴスキーコイル電流プローブ	 ［岩崎通信機］

SS-290シリーズ	 ¥210,000（税別）

●バスバーを流れる大電流波形を測定
●経路を切断しないフレキシブルセンサ
●バスバーの幅に応じたSとLの長短2種類
●Sタイプセンサ部コイル長：300mm（円周）
●Lタイプセンサ部コイル長：700mm（円周）
●飽和しない中空コイル
●最高周波数：20MHz（Sタイプ）、10MHz（L

タイプ）
●センサ部使用温度範囲 -40℃〜125℃
●最大ピーク電圧 10kV
●日本製

型番 ピーク電流 低域遮断 感度 ノイズ 標準価格（税別）
  周波数

　
SS-293S 1.2kA 1Hz 5mV/A 3.5mVrms ¥210,000
SS-293L 1.2kA 1Hz 5mV/A 3.5mVrms ¥210,000
SS-294S 3.0kA 0.8Hz 2mV/A 2.0mVrms ¥210,000
SS-294L 3.0kA 0.8Hz 2mV/A 2.0mVrms ¥210,000
SS-295S 6.0kA 0.6Hz 1mV/A 1.4mVrms ¥210,000
SS-295L 6.0kA 0.6Hz 1mV/A 1.4mVrms ¥210,000
SS-296S 12kA 0.4Hz 0.5mV/A 1.2mVrms ¥210,000
SS-296L 12kA 0.4Hz 0.5mV/A 1.2mVrms ¥210,000

　

ロゴスキーコイル電流プローブ	 ［岩崎通信機］

SS-280A-Hシリーズ	 ¥260,000（税別）

●高温+150℃に対応
　センサ部使用温度範囲：-40℃〜+150℃
●センサ線径：Φ1.7mm
●センサコイル長：84±4mm
●最高周波数：30MHz
●最大ピーク電圧：1.2kV
●日本製

型番 ピーク電流 低域遮断 感度 ノイズ 標準価格（税別）
  周波数

　
SS-281A-H 30A 110Hz 200mV/A 3.5mVrms ¥260,000
SS-282A-H 60A 65Hz 100mV/A 2.5mVrms ¥260,000
SS-283A-H 120A 32Hz 50mV/A 2.0mVrms ¥260,000
SS-284A-H 300A 9Hz 20mV/A 1.8mVrms ¥260,000
SS-285A-H 600A 6Hz 10mV/A 1.8mVrms ¥260,000
SS-286A-H 1.2kA 3Hz 5mV/A 1.8mVrms ¥260,000
SS-287A-H 3kA 2Hz 2mV/A 1.4mVrms ¥260,000
SS-288A-H* 6kA 2Hz 1mV/A 1.4mVrms ¥260,000
SS-289A-H* 12kA 2Hz 0.5mV/A 1.4mVrms ¥260,000

　
*受注生産品

広帯域・高電圧差動プローブ	 ［岩崎通信機］

SS-320、BumbleBee(BB)	 ¥99,800（税別）より

●周波数帯域（-3dB）：SS-320 DC〜100MHz
　/BB DC〜400MHz
●最大同相電圧：SS-320 ±1400Vpk
　（±1000Vrms）
　/BB ±2000Vpk（±1400Vrms）
●減衰比：SS-320 500:1、50:1
　/BB 500:1、250:1、100:1、50:1
●高CMRR
●ケーブル長：SS-320 1.5m/BB 2m
●別売品：SS-320 電源PS-25等　BB プロー

ブコントロールボックス PS-02/PS-03
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ロゴスキーコイル電流プローブ	 ［岩崎通信機］

SS-280Aシリーズ	 ¥210,000（税別）

●細くて柔軟な構造
　大電流デバイスにも安全で容易なプロービン

グが可能です
●センサ部使用温度範囲：-40℃〜125℃
　自動車用デバイスからインバータまで、幅広い

用途に対応します
●豊富なライン・アップ
●広帯域30MHz ・ 高耐圧1.2kV Peak
●ゼロアジャスト付
●センサーコイル長：80mm（60mm*）
●日本製

型番 ピーク電流 低域遮断 感度 ノイズ 標準価格（税別）
  周波数

　
SS-281A 30A 110Hz 200mV/A 3.5mVrms ¥210,000
SS-282A 60A 65Hz 100mV/A 2.5mVrms ¥210,000
SS-283A 120A 32Hz 50mV/A 2.0mVrms ¥210,000
SS-284A 300A 9Hz 20mV/A 1.8mVrms ¥210,000
SS-285A 600A 6Hz 10mV/A 1.8mVrms ¥210,000
SS-286A 1.2kA 3Hz 5mV/A 1.8mVrms ¥210,000
SS-287A 3kA 2Hz 2mV/A 1.4mVrms ¥210,000
SS-288A* 6kA 2Hz 1mV/A 1.4mVrms ¥210,000
SS-289A* 12kA 2Hz 0.5mV/A 1.4mVrms ¥210,000

　
*受注生産品

ロゴスキーコイル電流プローブ	 ［岩崎通信機］

SS-620シリーズ	 ¥210,000（税別）

●最大ピーク電圧：5kV
●センサ部コイル長： 200mm（Mタイプ）
  100mm（Sタイプ）
●センサ部使用温度範囲：-40℃〜125℃
●最高周波数： 20MHz（Mタイプ）
  25MHz（Sタイプ）
●日本製

型番 ピーク電流 低域遮断 感度 ノイズ 標準価格（税別）
  周波数

　
SS-623S/M 120A 10Hz 50mV/A 5mVrms ¥210,000
SS-624S/M 300A 4Hz 20mV/A 5mVrms ¥210,000
SS-625S/M 600A 2Hz 10mV/A 5.0mVrms ¥210,000
SS-626S/M 1.2kA 1Hz 5mV/A 3.5mVrms ¥210,000
SS-627S/M 3kA 0.8Hz 2mV/A 2.0mVrms ¥210,000
SS-628S/M 6kA 0.6Hz 1mV/A 1.4mVrms ¥210,000
SS-629S/M 12kA 0.4Hz 0.5mV/A 1.2mVrms ¥210,000

　

恒温槽対応電圧プローブ	 ［岩崎通信機］

PHT312-RO	 ¥227,000（税別）

●使用可能温度範囲：-55℃〜+155℃ ※
●最大相対湿度：98% ※
　※BNCコネクタと一部アクセサリ除く
●周波数帯域：350MHz（-3dB）
●最大入力電圧：
　400Vrms（1250V過渡過電圧）
　300Vrms CATⅡ
●減衰比：10:1 ±2% at DC
●ケーブル長：2m
●豊富なアクセサリ

ロゴスキーコイル電流プローブ	 ［岩崎通信機］

SS-660シリーズ	 ¥310,000（税別）

●センサ線径：φ1mm（極細タイプ）
　面実装パッケージのリード部分での電流測定

も可能！
●センサ部コイル長：84±4mm
●センサ部使用温度範囲：-40℃〜125℃
●最高周波数：30MHz
●最大ピーク電圧：600V
●日本製

型番 ピーク電流 低域遮断 感度 ノイズ 標準価格（税別）
  周波数

　
SS-663 120A 65Hz 50mV/A 3.5mVrms ¥310,000
SS-664 300A 32Hz 20mV/A 2.5mVrms ¥310,000
SS-665 600A 17Hz 10mV/A 2.0mVrms ¥310,000

　

ロゴスキーコイル電流プローブ	 ［岩崎通信機］

SS-680シリーズ	 ¥398,000（税別）

●●最高周波数：100MHz
●センサ径：外径24mm、内径14mm（貫通型）
※コアを使用していないので磁気飽和が無く、ま

た被測定回路への影響少。
●センサ部使用温度範囲：-10℃〜70℃
●最大ピーク電圧：1.2kV
●日本製

型番 ピーク電流 低域遮断 感度 ノイズ 標準価格（税別）
  周波数

　
SS-683 120A 65Hz 10mV/A 1.8mVrms ¥398,000
SS-684 300A 32Hz 5mV/A 1.8mVrms ¥398,000
SS-685 600A 15Hz 2mV/A 1.8mVrms ¥398,000

　

プローブ固定治具（3Dポジショナー）	 ［岩崎通信機］
MSxシリーズ	 ¥76,000（税別）より

●独自の3D固定機構の採用で自由な位置につ
まみ一つで簡単にプローブを固定、測定作業の
効率アップがはかれます。

●150℃まで使用可能な治具もご用意してい
ます。

●プリント基板固定治具SKIDシリーズとの組
合せ使用が可能です。
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ミックスド・シグナル・オシロスコープ	 ［テクトロニクス］
6シリーズB	MSO	 ¥4,670,000（税別）より

●クラス・トップの低ノイズ、高分解能
●4チャンネル同時に25GS/sの高速サンプ

ル・レート
●静電容量式15.6型HDタッチスクリーン
●新基準のユーザ・エクスペリエンス
●革新のプロービング技術
●豊富で操作性に優れた測定、解析機能
●将来のアプリケーション・ニーズに対応

型名 周波数帯域 標準価格
　

MSO64B 6-BW-1000 1GHz ¥4,670,000
MSO64B 6-BW-2500 2.5GHz ¥5,920,000

　

推奨機器オプション
6B-WIN WindowsライセンスSSD ¥200,000
6-AFG 任意波形/ファンクション・ジェネレータ ¥250,000
6-RL-1 最大125M/chレコード長 ¥545,000
6-RL-2 最大250M/chレコード長 ¥1,080,000

推奨アプリケーション
6-SRAUDIO デジタル・オーディオ・トリガ ¥434,000
6-SRAUTO 車載用シリアル・トリガ ¥434,000
6-SRCOMP RS-232/422/485/UARTバス・トリガ ¥434,000
6-SREMBD I2C/SPIシリアル・トリガ/解析 ¥434,000
6-SRENET Ethernetシリアル・トリガ ¥434,000
6-SRUSB2 USBシリアル・トリガ ¥434,000
6-DJA DPOJET拡張ジッタ＆アイ ¥1,360,000
6-PWR パワー解析 ¥686,000

　

ミックスド・シグナル・オシロスコープ	 ［テクトロニクス］
5シリーズB	MSO	 ¥2,630,000（税別）より

●アナログ/デジタル構成自由な入力チャンネル
●4,6,8チャンネルモデル
●15.6" HD（1,920×1,080）ディスプレイ、

静電容量タッチ・スクリーン
●ADC分解能　12bit
●タッチ操作用に最適化されたユーザ・インタ

フェース
●選択可能なオペレーション・システムLinux（標

準）、Windows（オプション）

型名 CH 周波数帯域 標準価格
　　　　　　　　　  最大アナログ/最大デジタル

　
MSO54B 5-BW-350 4/32 350MHz ¥2,630,000
MSO54B 5-BW-500 4/32 500MHz ¥3,270,000
MSO54B 5-BW-1000 4/32 1GHz ¥4,080,000
MSO54B 5-BW-2000 4/32 2GHz ¥5,040,000
MSO56B 5-BW-350 6/48 350MHz ¥3,240,000
MSO56B 5-BW-500 6/48 500MHz ¥4,020,000
MSO56B 5-BW-1000 6/48 1GHz ¥5,010,000
MSO56B 5-BW-2000 6/48 2GHz ¥6,210,000
MSO58B 5-BW-350 8/64 350MHz ¥4,370,000
MSO58B 5-BW-500 8/64 500MHz ¥5,390,000
MSO58B 5-BW-1000 8/64 1GHz ¥6,740,000
MSO58B 5-BW-2000 8/64 2GHz ¥8,370,000

　

オプション （追加拡張オプション）
5-AFG 任意/ファンクション・ジェネレータ  ¥252,000
5-RL-125M 125M/ch拡張レコード長  ¥548,000
5B-WIN Windowsライセンス付きリムーバブルSSD　 ¥203,000

オプション （推奨アプリケーションモジュール）
5-SRAUDIO オーディオ・シリアル・トリガ/解析  ¥438,000
5-SRAUTO 車載用シリアル・トリガ/解析  ¥438,000
5-SRCOMP RS232/422/485/UARTシリアル・トリガ/解析
   ¥438,000
5-SREMBD I2C/SPIシリアル・トリガ/解析  ¥438,000
5-SRENET Ethernetシリアル・トリガ/解析  ¥438,000
5-SRUSB2 USBシリアル・トリガ/解析  ¥438,000
5-DJA 拡張ジッタ&アイ解析  ¥1,030,000
5-PWR パワー解析  ¥690,000

　

デジタル・ストレージ・オシロスコープ	 ［テクトロニクス］
TBS2000Bシリーズ	 ¥235,000（税別）より

●クラス最長、水平15divの信号表示
●低ノイズのフロント・エンド設計
●9型Wの大型ディスプレイ　
●5Mポイント・レコード長
●USB無線LANアダプタに対応
●上位機種と同様のTekVPIプローブ・インタ

フェース採用
●HelpEverywhereによる操作状況に応じたヘ

ルプ表示
●5年保証

型名 CH/サンプル・レート 周波数帯域 標準価格
　

TBS2072B 2/2GS/s 70MHz ¥235,000
TBS2102B 2/2GS/s 100MHz ¥299,000
TBS2202B 2/2GS/s 200MHz ¥421,000
TBS2074B 4/2GS/s 70MHz ¥367,000
TBS2104B 4/2GS/s 100MHz ¥435,000
TBS2204B 4/2GS/s 200MHz ¥522,000

　

デジタル・ストレージ・オシロスコープ	 ［テクトロニクス］
TBS1000Cシリーズ	 ¥66,000（税別）より

●最高サンプル･レート　1GS/s
●7型WVGAカラーディスプレイ
●コースウェア機能内蔵
●5年保証

型名 CH/サンプル・レート 周波数帯域 標準価格
　

TBS1052C 2/1GS/s 50MHz ¥66,000
TBS1072C 2/1GS/s 70MHz ¥107,000
TBS1102C 2/1GS/s 100MHz ¥145,000
TBS1202C 2/1GS/s 200MHz ¥233,000
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ミックスド・シグナル・オシロスコープ	 ［テクトロニクス］
2シリーズMSO	 ¥253,000（税別）より

●業界トップクラスのコンパクトサイズ
●大型の高解像度静電容量式タッチディスプ 

レイ
●優れた拡張解析機能
●最長8時間のバッテリ駆動（オプション）
●シリアル・デコード機能（オプション）
●オールインワンの利便性　MSO, AFG, DVM
（オプション）

型名 CH 周波数帯域 標準価格
　

MSO22 2-BW-70 2 70MHz ¥253,000
MSO22 2-BW-100 2 100MHz ¥316,000
MSO22 2-BW-200 2 200MHz ¥442,000
MSO22 2-BW-350 2 350MHz ¥923,000
MSO22 2-BW-500 2 500MHz ¥1,260,000
MSO24 2-BW-70 4 70MHz ¥383,000
MSO24 2-BW-100 4 100MHz ¥453,000
MSO24 2-BW-200 4 200MHz ¥554,000
MSO24 2-BW-350 4 350MHz ¥1,140,000
MSO24 2-BW-500 4 500MHz ¥1,500,000

　

ミックスド・シグナル・オシロスコープ	 ［テクトロニクス］
4シリーズMSO	 ¥1,290,000（税別）より

●13.3型HD静電容量方式タッチスクリーン
●直感的なユーザ・インタフェース
●12ビットのADC分解能
●FlexChannel®入力
●内蔵されたAFG,MSO,DVM、
　シリアル・バス・デコード機能（オプション）
●購入後、アップデートにより機能拡張可能

型名 CH 周波数帯域 標準価格
　　　　　　　　　  最大アナログ/最大デジタル

　
MSO44 4-BW-200 4/32 200MHz ¥1,290,000
MSO44 4-BW-350 4/32 350MHz ¥2,010,000
MSO44 4-BW-500 4/32 500MHz ¥2,640,000
MSO44 4-BW-1000 4/32 1GHz ¥3,210,000
MSO44 4-BW-1500 4/32 1.5GHz ¥4,050,000
MSO46 4-BW-200 6/48 200MHz ¥1,740,000
MSO46 4-BW-350 6/48 350MHz ¥2,450,000
MSO46 4-BW-500 6/48 500MHz ¥3,210,000
MSO46 4-BW-1000 6/48 1GHz ¥3,920,000
MSO46 4-BW-1500 6/48 1.5GHz ¥4,790,000

　

オプション （追加拡張オプション）
4-AFG 任意波形ファンクション・ジェネレータ ¥243,000

オプション （推奨アプリケーションモジュール）
4-PWR-BAS パワー解析 ¥359,000
4-SRAUDIO デジタル・オーディオ・トリガ／解析 ¥348,000
4-SRAUTO CAN, LIN, FLexRay シリアル・トリガ／解析 ¥348,000
4-SRAUTOSEN SENTシリアル・トリガ／解析 ¥348,000
4-SRCOMP Computer シリアル・トリガ／解析 ¥348,000
4-SRENET Ethernet シリアル・トリガ／解析 ¥348,000
4-SRUSB2 USB2.0トリガ／解析 ¥348,000

ミックスド・ドメイン・オシロスコープ	 ［テクトロニクス］

3シリーズMDO	 ¥657,000（税別）より

●11.6型HD静電容量方式タッチスクリーン
●直感的なユーザ・インターフェース
●独立したスペクトラム・アナライザ
　1GHz（標準）/3GHz（オプション）
●内蔵されたAFG, MSO, DVM、
　シリアル・バス・デコード機能（オプション）
●購入後、アップデートにより機能拡張可能

型名 CH 周波数帯域 標準価格
　

MDO32 3-BW-100 2 100MHz ¥657,000
MDO32 3-BW-200 2 200MHz ¥789,000
MDO32 3-BW-350 2 350MHz ¥1,370,000
MDO32 3-BW-500 2 500MHz ¥1,760,000
MDO32 3-BW-1000 2 1GHz ¥2,070,000
MDO34 3-BW-100 4 100MHz ¥789,000
MDO34 3-BW-200 4 200MHz ¥884,000
MDO34 3-BW-350 4 350MHz ¥1,670,000
MDO34 3-BW-500 4 500MHz ¥2,210,000
MDO34 3-BW-1000 4 1GHz ¥2,750,000

　

オプション （追加拡張オプション）
3-AFG 任意波形ファンクション・ジェネレータ ¥155,000
3-MSO 16デジタル・チャンネルの追加 ¥302,000
3-SA3 スペアナ　周波数帯域3GHz ¥515,000

オプション （推奨アプリケーションモジュール）
3-PWR パワー解析 ¥293,000
3-BND アプリケーションバンドル ¥626,000
3-SRAUDIO デジタル・オーディオ・トリガ／解析 ¥233,000
3-SRAUTO CAN, CAN FD, LIN, FLexRay シリアル・トリガ／解析
  ¥233,000
3-SRCOMP Computer シリアル・トリガ／解析 ¥233,000
3-SREMBD I2C、SPIシリアル・トリガ／解析 ¥233,000
3-SRUSB2 USB2.0トリガ／解析 ¥233,000

デジタルストレージオシロスコープ	 ［テクシオ］

DCS-1000Bシリーズ	 ¥84,000（税別）より

●最高サンプルレート：1GS/s（1ch時）
●大画面7インチLCD（WVGA）搭載
●最高50,000波形/秒の高速波形更新
●最大10Mポイント/CHの波形メモリを搭載
●10種類の豊富なトリガタイプ
●38項目の自動測定機能を搭載
●Go-NoGo判定機能
●最大500kポイントのFFT機能を搭載
●USB標準装備、4CHモデルにはLANも装備

型名 CH数 価格 　 周波数
　

DCS-1074B 4CH ¥92,000 DC〜70MHz
DCS-1104B 4CH ¥128,000 DC〜100MHz
DCS-1072B 2CH ¥84,000 DC〜70MHz
DCS-1102B 2CH ¥98,000 DC〜100MHz
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デジタル・オシロスコープ	 ［ローデシュワルツ］オシロスコープ	 ［ローデシュワルツ］

R&S®RTB2000シリーズ	 ¥217,000（税別）よりR&S®MXO4シリーズ	 ¥1,064,000（税別）より

●帯域幅：70M/100M/200M/300MHz
●チャネル数：2/4チャネル
●サンプリングレート：最大2.5Gサンプル/秒
●メモリ長：最大20Mサンプル
●ADC解像度：10ビット
●ディスプレイ：10.1インチ静電容量式タッチ

スクリーン
●ソフトウェアキーコードで帯域幅拡張やオプ

ション追加が可能

型名 CH 周波数帯域 標準価格
  最大アナログ/最大デジタル

　
RTB2002 2/16 70MHz ¥217,000
RTB2002+B221 2/16 100MHz ¥272,000
RTB2002+B222 2/16 200MHz ¥382,000
RTB2002+B223 2/16 300MHz ¥518,000
RTB2004 4/16 70MHz ¥329,000
RTB2004+B241 4/16 100MHz ¥389,000
RTB2004+B242 4/16 200MHz ¥473,000
RTB2004+B243 4/16 300MHz ¥634,000

　

オプション
RTB-B1 ミックスド･シグナル･オプション ¥127,000 
RTB-B6 任意波形発生器 ¥80,000
RTB-K1 I2C/SPI シリアル･トリガ&デコード ¥87,000
RTB-K15 ヒストリ機能とセグメント･メモリ ¥116,000 
RTB-K2 UART/RS-232 シリアル･トリガ&デコード ¥87,000
RTB-K3 CAN/LIN シリアル･トリガ&デコード ¥87,000
RTB-K36 周波数応答解析（ボード線図プロット） ¥87,000

●200/350/500MHz / 1/1.5GHz帯域モデ
ル：4チャネル

●業界最速 450万波形/秒となる脅威の波形更
新レート

●12ビットの垂直軸分解能（HDモードで最大 
18ビット）

●標準で400Mサンプル/CHの超ロングメモリ
●クラス最速かつ高確度なスペクトラム解析
●クラス初のデジタルトリガを搭載

型名 CH 周波数帯域 標準価格
　

MXO4 4 200MHz ¥1,064,000
MXO4＋B243 4 350MHz ¥1,680,000
MXO4＋B245 4 500MHz ¥2,170,000
MXO4＋B2410 4 1GHz ¥2,688,000
MXO4＋B2415 4 1.5GHz ¥3,108,000

　

オプション
MXO4-B1 ミックスド・シグナル・オプション解析機能 ¥392,000
MXO4-B6 任意波形発生器 ¥196,000 
MXO4-K36 周波数応答解析 （ボード線図プロット） ¥280,000
MXO4-K510 I2C/SPI/UART/RS-232/RS-422/
 　　RS-485シリアル・トリガ&デコード ¥336,000
MXO4-K520 CAN/CAN-FD/CAN-XL/
 　　LINシリアル・トリガ&デコード ¥336,000

デジタルストレージオシロスコープ	 ［テクシオ］

DCS-2000Eシリーズ	 ¥155,000（税別）より

●最高サンプルレート：1GS/s
●大画面8インチLCD（WVGA）搭載
●最高120,000波形/秒の高速波形更新
●最大10Mポイント/CHの波形メモリを搭載
●セグメントメモリ機能
●シリアルバストリガ・デコードが可能
●USBメモリに波形データを保存可能
●Go-NoGo判定機能
●最大500kポイントのFFT機能を搭載
●USB標準装備、LAN標準装備

型名 CH数 価格 　 周波数
　

DCS-2104E 4CH  ¥228,000 DC〜100MHz
DCS-2204E 4CH  ¥258,000 DC〜200MHz
DCS-2102E 2CH  ¥155,000 DC〜100MHz
DCS-2202E 2CH  ¥220,000 DC〜200MHz

　

デジタルストレージオシロスコープ	 ［テクシオ］

DCS-1052B	 ¥66,000（税別）

●周波数帯域：DC〜50MHz（-3dB）
●最高サンプルレート：1GS/s（1ch時）
●大画面7インチLCD（WVGA）搭載
●最高50,000波形/秒の高速波形更新
●最大10Mポイント/CHの波形メモリを搭載
●10種類の豊富なトリガタイプ
●36項目の自動測定機能を搭載
●Go-NoGo判定機能
●最大500kポイントのFFT機能を搭載
●シリアルバス（I2C、SPI、UART、CAN、LIN）

トリガ・デコードが可能

新新規在庫規在庫
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電流プローブ	 ［ローデシュワルツ］ パッシブプローブ	 ［ローデシュワルツ］

R&S®RT-ZCxxシリーズ	 ¥162,000（税別）より R&S®RT-ZPxxシリーズ	 ¥13.000（税別）より

●回路に影響を与えないDC/AC測定
●1mA〜2,000Aの電流範囲
●最大100MHzの帯域幅
●信頼性の高い設計と分かりやすい操作
●RT-ZC02/03：バッテリによる電源供給
●RT-ZC15B/20B：オシロスコープ本体より

電源供給

型番 帯域幅 最大電流 感度　 標準価格（税別）
　

RT-ZC02 20kHz ±2,000A 0.01 V/A ¥162,000
  ±200A 0.001 V/A
RT-ZC03 100kHz 30A 0.1V/A ¥162,000
RT-ZC15B 50MHz 30A（RMS） 0.1V/A ¥623,000
RT-ZC20B 100MHz 30A（RMS） 0.1V/A ¥873,000

　

●帯域幅：最大500MHz
●最大1,000V（RMS）のダイナミックレンジ
●汎用アプリケーション用の万能プローブ
●最適なコンタクトを実現する豊富なアクセ　 

サリ

型番 帯域幅　 最大電圧　 減衰比 入力インピーダンス 標準価格（税別）
　

RT-ZP03S 300MHz 400V（RMS） 10：1 10MΩ || 12pF ¥13,000
  55V（RMS）
RT-ZP05S 500MHz 300V（RMS） 10：1 10MΩ || 9.5pF ¥27,000
RT-ZP10 500MHz 400V（RMS）
  300 V（RMS） 10：1 10MΩ || 9.5pF ¥79,000
  （CAT II）

　

デジタル・オシロスコープ	 ［ローデシュワルツ］

R&S®RTA4000シリーズ	 ¥896,000（税別）より

●帯域幅：200M/350M/500MHz/1GHz
●チャネル数：4チャネル
●サンプリングレート：最大5Gサンプル/秒
●メモリ長：最大1Gサンプル
●ADC解像度：10ビット
●ディスプレイ：10.1インチ静電容量式タッチ

スクリーン
●ソフトウェアキーコードで帯域幅拡張やオプ

ション追加が可能

型名 CH 周波数帯域 標準価格
  最大アナログ/最大デジタル

　
RTA4004 4/16 200MHz ¥896,000
RTA4004+RTA-B243 4/16 350MHz ¥1,631,000
RTA4004+RTA-B245 4/16 500MHz ¥2,128,000
RTA4004+RTA-B2410 4/16 1GHz ¥2,646,000

　

オプション
RTA-B1 ミックスド･シグナル･オプション ¥454,000 
RTA-B6 任意波形発生器 ¥129,000
RTA-K1 I2C/SPI シリアル･トリガ&デコード ¥256,000
RTA-K2 UART/RS-232 シリアル･トリガ&デコード ¥256,000
RTA-K3 CAN/LIN シリアル･トリガ&デコード ¥256,000
RTA-K5 I2S/LJ/RJ/TDM シリアル･トリガ&デコード ¥256,000
RTA-K6 MIL-1553 シリアル･トリガ&デコード ¥256,000
RTA-K7 ARINC 429 シリアル･トリガ&デコード ¥256,000
RTA-K31 パワー測定 ¥256,000
RTA-K36 周波数応答解析（ボード線図プロット） ¥256,000
RTA-K37 スペクトラム解析&スペクトログラム表示 ¥316,000

デジタル・オシロスコープ	 ［ローデシュワルツ］

R&S®RTM3000シリーズ	 ¥532,000（税別）より

●帯域幅：
　100M/200M/350M/500MHz/1GHz
●チャネル数：2/4チャネル
●サンプリングレート：最大5Gサンプル/秒
●メモリ長：最大80Mサンプル
●ADC解像度：10ビット
●ディスプレイ：10.1インチ静電容量式タッチ

スクリーン
●ソフトウェアキーコードで帯域幅拡張やオプ

ション追加が可能

型名 CH 周波数帯域 標準価格
  最大アナログ/最大デジタル

　
RTM3002 2/16 100MHz ¥532,000
RTM3002+RTM-B222 2/16 200MHz ¥636,000
RTM3002+RTM-B223 2/16 350MHz ¥1,905,000
RTM3002+RTM-B225 2/16 500MHz ¥1,389,000
RTM3002+RTM-B2210 2/16 1GHz ¥1,666,000
RTM3004 4/16 100MHz ¥633,000 
RTM3004+RTM-B242 4/16 200MHz ¥707,000 
RTM3004+RTM-B243 4/16 350MHz ¥1,315,000 
RTM3004+RTM-B245 4/16 500MHz ¥1,775,000
RTM3004+RTM-B2410 4/16 1GHz ¥2,204,000

　

オプション
RTM-B1 ミックスド･シグナル･オプション ¥230,000
RTM-B6 任意波形発生器 ¥116,000
RTM-K1 I2C/SPI シリアル･トリガ&デコード ¥179,000
RTM-K2 UART/RS-232 シリアル･トリガ&デコード ¥179,000
RTM-K3 CAN/LIN シリアル･トリガ&デコード ¥179,000
RTM-K5 I2S/LJ/RJ/TDM シリアル･トリガ&デコード ¥179,000
RTM-K6 MIL-1553 シリアル･トリガ&デコード ¥179,000
RTM-K7 ARINC 429 シリアル･トリガ&デコード ¥179,000
RTM-K15 ヒストリおよびセグメントメモリ ¥179,000
RTM-K31 パワー測定 ¥245,000
RTM-K36 周波数応答解析（ボード線図プロット） ¥179,000
RTM-K37 スペクトラム解析およびスペクトログラム表示 ¥245,000

新新規在庫規在庫 新新規在庫規在庫
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ハンドヘルド・デジタル・オシロスコープ	［ローデシュワルツ］
R&S®RTH1000シリーズ	 ¥475,000（税別）より

●帯域幅：60/100/200/350/500MHz
●チャネル数：2/4チャネル
●サンプリングレート：最大5Gサンプル/秒
●メモリ長：最大500kサンプル
●セグメントメモリ：50Mサンプル
●ADC解像度：10ビット
●波形更新速度：50,000波形/秒
●最大8種類の測定器を1台に搭載可能
● 絶 縁 チ ャ ネ ル（CAT IV 600Vrms/CAT III 

1000Vrms対応）

型名 CH 周波数帯域 標準価格
  最大アナログ/最大デジタル

　
RTH1002 2/8 60MHz ¥475,000
RTH1002+RTH-B221 2/8 100MHz ¥593,000
RTH1002+RTH-B222 2/8 200MHz ¥674,000
RTH1002+RTH-B223 2/8 350MHz ¥797,000
RTH1002+RTH-B224 2/8 500MHz ¥986,000
RTH1004 4/8 60MHz ¥585,000 
RTH1004+RTH-B241 4/8 100MHz ¥682,000
RTH1004+RTH-B242 4/8 200MHz ¥785,000
RTH1004+RTH-B243 4/8 350MHz ¥908,000
RTH1004+RTH-B244 4/8 500MHz ¥1,064,000

　

オプション
RTH-B1 ミックスド・シグナル・オプション ¥193,000 
RTH-K1 I2C/SPIシリアル・トリガ&デコード ¥144,000 
RTH-K10 SENTシリアル・トリガ&デコード ¥227,000
RTH-K15 ヒストリおよびセグメントメモリ ¥106,000
RTH-K18 スペクトラム解析機能 ¥182,000
RTH-K19 アドバンスド・トリガ ¥123,000
RTH-K2 UART/RS-232シリアル・トリガ&デコード ¥144,000
RTH-K200 無線LAN機能 ¥46,000
RTH-K201 Web IFリモート・コントロール ¥57,000
RTH-K3 CAN/LINシリアル・トリガ&デコード ¥182,000
RTH-K33 周波数カウンタ ¥97,000 
RTH-K34 ハーモニクス解析機能 ¥81,000 
RTH-K38 ユーザスクリプト ¥227,000
RTH-K9 CAN-FDシリアル・トリガ&デコード ¥182,000

4	1/2桁	直流電圧/電流発生器	 ［エーディーシー］

6146	 ¥225,000（税別）

●4 1/2桁で広ダイナミックレンジの電圧/電
流発生が可能

　　電圧：0〜±32.000V（分解能：1µV）
　　電流：0〜±220.00mA（分解能：100nA）
●高確度を1年間保証（基本確度）
　　電圧発生：±0.025%、電流発生：±0.03%
●ソース/シンクが可能なバイポーラ出力
●複数台の同期運転が可能
●自動試験に最適なサスペンド機能内蔵
●校正用電源や二次電池の擬似電源として
●GPIB、USB標準、オプションでBCD

高確度ワーキング・スタンダードVIG	 ［エーディーシー］
6166	 ¥1,180,000（税別）

●6 1/2桁 高安定のバイポーラ電源
　電圧：±10nV〜±1200V
　電流：±1nA〜±120mA
●±35ppm/1年（25ppm/90日）の高確度
●±5ppm/日の高安定度
●1000データの発生メモリ機能
●JISに基づく熱起電力発生機能内蔵
●オプションにて1mA、10mAレンジの最大追

従電圧を±120Vから±1200Vに変更可能
（OPT6166+20：¥50,000）

●GPIB、USB標準装備、オプションBCD

5	1/2桁	直流電圧/電流発生器	 ［エーディーシー］

6156	 ¥298,000（税別）

●5 1/2桁で広ダイナミックレンジの電圧/電
流発生が可能

　　電圧：0〜±32.0000V（分解能：100nV）
　　電流：0〜±220.000mA（分解能：10nA）
●高確度を1年間保証（基本確度）
　　電圧発生：±0.015%、電流発生：±0.02%
●ソース/シンクが可能なバイポーラ出力
●複数台の同期運転が可能
●JISに基づく熱電対起電力発生機能搭載
●校正用電源や二次電池の擬似電源として
●GPIB、USB標準、オプションでBCD

電子部品用直流電圧・電流源/モニタ	 ［エーディーシー］
6241A/6242	 ¥335,000（税別）より

●幅広いアプリケーションで使用可能
　・MOSFET、アナログSWのON抵抗の測定に
　・太陽電池の評価に
　・バッテリ充放電試験や電源デバイスの評価に
　・電子部品の特性測定に
●高分解能の発生・測定
　発生：10µV/1nA 測定： 1µV/100pA
●最小パルス幅50µs、設定分解能1µsのパル

ス測定
●ツー・スロープ・リニア・スイープの新機能搭

載
●シンク可能なバイポーラ出力
●GPIB/USBを標準装備

  6241A 6242
　

発生範囲 電圧 0〜±32V 0〜±6V
 電流 0〜±0.5A 0〜±5A
 抵抗 0Ω〜1.6GΩ 0Ω〜304MΩ
測定分解能 電圧 1µV 1µV
 電流 100pA 100pA
 抵抗 2µΩ 0.2µΩ
基本確度  0.02% 0.02%
設定最小パルス幅/設定分解能 50µs/1µs 50µs/1µs
シンク機能  ○ ○
VSIM、ISVM  ○ ○
内蔵メモリ機能 8000データ 8000データ
価格  ¥335,000 ¥360,000
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5	1/2桁直流電圧・電流源/モニタ	［エーディーシー］広範囲直流電圧・電流源/モニタ	 ［エーディーシー］

6240B	 ¥335,000（税別）6253	 ¥670,000（税別）

●発生・測定範囲
　電圧：0〜±15V
　電流：0〜±4A（DCは1A）
●基本確度±0.02%の発生、測定
●±319999、分解能1µV/100pAの測定
●最大20ms間、±4Aのソース/シンクが可能
●最小パルス幅50µs、分解能1µsのパルス測定
●熱起電力をキャンセルした低抵抗や接触抵抗

測定を実現

●発生/測定範囲
　電圧：0〜±110V　電流：0〜±2A
●発生5½桁、測定6½桁
　（測定分解能：100nV/1pA）
●基本確度±0.02％の発生、測定
●最小パルス幅 25µsの高速パルス発生
●可変積分機能を搭載
●可変スルー・レート機能：10V/s〜99kV/s
●20000ステップのメモリ内蔵
●GPIB/USB標準、LAN/RS232オプション

4チャンネル直流電圧・電流源/モニタ	［エーディーシー］
6540/6541	 ¥758,000（税別）より

●発生・測定範囲 電圧：0〜±10V、
  電流：0〜±500mA
●最小測定分解能：10µV/10pA
●最大電力5W/1チャンネル
　（4チャンネルで最大電流は±1Aまで）
●基本確度：±0.02%
●最小パルス幅：50µsの高速パルス発生
●シンク可能なバイポーラ出力
●チャンネル間や複数台との同期運転機能

  6540  6541
　

発生桁数／測定桁数  4 1/2桁／5 1/2桁
出力方式   バイポーラ
最大出力 電圧  ±10V/±500mA（4ch合計1Aまで）
   最小分解能：100µV
 電流  ±500mA/±10V（4ch合計1Aまで）
   最小分解能：100pA
基本確度（代表）  0.02%
最小測定分解能  電圧：10µV、電流：10pA
ディスプレイ  なし（LED表示のみ）  4.3インチ カラー液晶
外部インタフェース
 USB 各ch独立 計4個  ch共通 計1個
 GPIB ---  オプション
 LAN ---  オプション
価格（税別）  ¥758,000  ¥910,000

高電圧用直流電圧・電流源/モニタ	 ［エーディーシー］
6247C/6247G	 ¥590,000（税別）

●最大発生電圧250V、電流320mA
●高電圧LEDモジュール評価に最適
●基本確度±0.02%の発生、測定
●5½桁、分解能10µV/10pAの測定
●最小パルス幅50µs、分解能1µsで設定可能
●シンク可能なバイポーラ出力
●GPIB/USBまたはRS232/USBを装備

 6247C 6247G
　

発生桁数 4½桁 4½桁
出力方式 バイポーラ バイポーラ
最大出力電圧 +250V,-15V/±320mA +250V,-15V/±320mA
最小分解能 100µV 100µV
最大出力電流 ±320mA/+250V,-15V ±320mA/+250V,-15V
最小分解能 100pA 100pA
測定桁数 5½桁 5½桁
基本確度（代表レンジ） 0.02% 0.02%
最小電圧/電流測定分解能 10µV/10pA 10µV/10pA
抵抗測定最大値/最小分解能 125GΩ/30µΩ 125GΩ/30µΩ
外部インタフェース USB/RS232 USB/GPIB

小型直流電源装置	 ［高砂製作所］

LX-2シリーズ	 ¥43,000（税別）より

●低ノイズ、スイッチング電源方式で小型・軽量
　重さ約1.5kgの定電圧（CV）、定電流（CC）電源
●出力電圧約5%〜105%の範囲で設定可能な

可変トリマー式の過電圧保護（OVP）を装備
　装置の異常のほか、負荷の耐圧に合わせた設定

可能
●Bタイプは外部コントロール装備外部抵抗・電

圧入力による出力電圧・電流可変
　外部接点等による出力ON/OFF制御、ALARM

フォトカプラ出力等を装備

Aタイプ（外部制御なし） LX-2-010-3.5A LX-2-018-2A LX-2-035-1A
　

標準価格（税別） ¥43,000 ¥43,200 ¥43,600
出力電圧 0〜10V 0〜18V 0〜35V
出力電流 0〜3.5A  0〜2A 0〜1A
ロードレギュレーション CV：0.01%+5mV以下、CC：0.05%+10mA以下
ラインレギュレーション CV：0.01%+3mV以下、CC：0.05%+5mA以下
リップル  CV：2mVrms、CC：1mArms
過電圧保護任意可変（トリマ） 5〜105%  5〜105%  5〜105%

Bタイプ（外部制御あり） LX-2-010-3.5B LX-2-018-2B LX-2-035-1B
　

標準価格（税別） ¥46,000 ¥46,200 ¥46,600
 リモートセンシング、出力電圧電流外部制御（10V/10kΩ）、
 出力ON/OFF外部制御（フォトカプラ可）、
 出力遮断（フォトカプラ可）、ALARM出力（フォトカプラ出力）

ズーム出力	小型直流電源装置	 ［高砂製作所］

KX-Sシリーズ	 ¥87,800（税別）より

●電力ズーム方式で幅広い電圧範囲で最大電力
まで出力可能。小型スイッチング方式、定電圧

（CV）、定電流（CC）電源
　KX-100L　 0〜40V/0〜10A（10V以上で

100W連続出力可）
　KX-210L　 0〜60V/0〜14A（15V以上で

210W連続出力可）
　KX-100H 　0〜160V/0〜2.5A（40V以上

で100W連続出力可）
●RS-232C/RS-485標準装備　フルデジタル

制御で抜群の安定性
●リモートセンシングで片道1Vまで補償可能、
　センシングライン断線による電圧上昇は0.5V以内の安全設計
●外部接点やフォトカプラでも出力ON/OFF可能
●3ステップシーケンス動作をサポート
 KX-S-100-L KX-S-100-H KX-S-210-L

　
標準価格（税別） ¥87,800 ¥87,800 ¥121,000
出力電圧（設定分解能） 0〜40V（10mV） 0〜160V（40mV） 0〜60V（20mV）
出力電流（設定分解能） 0〜10A（10mA） 0〜2.5A（1mA） 0〜14A（10mA）
最大出力電力（ズーム方式） 100W 100W 210W
リモートセンシング ○ ○ ○
RS-232C通信機能 ○ ○ ○
RS-485マルチ接続機能 最大31台 最大31台 最大31台
出力ON/OFF外部制御 ○ ○ ○
通電時出力ON選択 ○ ○ ○
過電圧保護任意可変 5〜110% 5〜110% 5〜110%
過電流保護任意可変 10〜110% 10〜110% 10〜110%
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●AC耐電圧・絶縁抵抗試験の2機能を搭載した
電気安全規格マルチアナライザです。

●耐電圧試験　AC5KV/100mA（500VA）
●絶縁抵抗試験　0.001MΩ〜100.0GΩ
　（DC -25V〜 -1000V）
●LAN/USB/RS232C標準装備
●絶縁破壊の検出感度を設定可能
●視認性の高いカラー液晶ディスプレイを採用
●高電圧スキャナTOS9320を組み合わせれば

最大16chの試験ポイントで自動的に検査が
可能（※T0S9320×4台使用時）

AC耐電圧・絶縁抵抗試験器	 ［菊水電子工業］

TOS9300	 ¥490,000（税別）

●AC/DC耐電圧・絶縁抵抗試験の3機能を搭
載した電気安全規格マルチアナライザです。　
● 耐 電 圧 試 験　AC5kV/100mA（500VA）・
DC7.2kV（100W）　 ● 絶 縁 抵 抗 試 験　
0.001MΩ〜100.0GΩ（DC-25V〜-1000V/
DC+50V〜+7200V）　 ● LAN/USB/
RS232C標準装備　●絶縁破壊の検出感度を設
定可能　●視認性の高いカラー液晶ディスプレ
イを採用　●高電圧スキャナTOS9320を組み
合わせれば最大16chの試験ポイントで自動的
に検査が可能（※T0S9320×4台使用時）

AC/DC耐電圧・絶縁抵抗試験器	 ［菊水電子工業］

TOS9301	 ¥550,000（税別）

電気用品安全法など安全規格中のクラスI機器
に要求されるアース導通試験を実施する為の試
験器
●定電流方式採用　●試験電流：AC3.0A〜
30.0A、出力端子電圧5.4V　●出力電流計：
0.0A〜33.0A、確度±（1%of reading+0.2A）
●出力電圧計：0.00V〜6.00V、確度±（1%of 
reading+0.02V）　 ● 抵 抗 計：0.001Ω 〜
1.200Ω、確度±（2%of reading+0.003Ω）
良否判定機能、オフセットキャンセル機能

アース導通試験器	 ［菊水電子工業］

TOS6200A	 ¥250,000（税別）

●TOS8870Aの後継機
●耐圧試験5KV（500VA）、絶縁抵抗試験7レ

ンジ電圧設定可。
●PWMアンプ搭載で歪少なく高安定、確実な試

験をご提供。
●ライズタイム・フォールタイム設定可能
●USB I/F搭載、自動化対応

耐圧絶縁試験器	 ［菊水電子工業］

TOS5302	 ¥310,000（税別）

高機能交流安定化電源	 ［菊水電子工業］

PCR-LEシリーズ	 ¥550,000（税別）より

●リニアアンプによる高品位・高安定な出力
●各種シミュレーション・シーケンス動作
●単相500VA〜9kVA
●単相27kVA、単相3線54kVA、
　三相81kVAまで拡張可能
●RS-232C標準装備
　オプションでGPIB、USB、LAN（LXI）に対応
●各種計測機能を標準装備
●AC、DC、AC+DCの各出力が可能
●エコ機能搭載

●AC 0.05KV〜5KV 耐圧
●この価格で世界初「入力に影響されない高安定

出力」は新開発PWMスイッチングアンプ搭載
の本機だけ。

●高精度±1.5% of reading、試験時間設定は
最小0.1Sから。

●ライズタイム・フォールタイムコントロール機
能付き。

●リーク電流設定値の分解能もアップ!
　0.01mA〜設定可能。

AC耐圧試験器	 ［菊水電子工業］

TOS5200	 ¥160,000（税別）

PAN-Aシリーズ	高信頼性電源	 ［菊水電子工業］

PAN16-10A	ほか	 ¥121,000（税別）ほか

●DC 0〜600V・0〜50A、28モデル
●シリーズレギュレート方式によるローノイズ・

高安定な出力
●汎用性に優れたベーシック電源です

型名 標準価格（税別）
　

PAN16-10A ¥121,000
PAN35-5A ¥99,000
PAN35-10A ¥138,000
PAN35-20A ¥190,000

大容量スマート交流・直流安定化電源	 ［菊水電子工業］

PCR－WEA/WEA2シリーズ	 ¥600,000（税別）より

●超小型、超大容量、一筺体で36KVAモデルま
でラインナップ

●各種電源変動シミュレーション、シーケンス機
能搭載

●インバータ方式で低リップルノイズを達成
●周波数：1Hz〜5kHz
●DC出力：定格電力の100%
●出力電圧：AC　0〜320Vrms
　　　　　：DC　0〜±452V
●通信I/F：LAN、USB、RS232C標準装備
　※GPIBオプション

型名 出力相 電力容量 標準価格（税別）
　

PCR1000WEA 単相 1kVA ¥600,000
PCR2000WEA 単相 2kVA ¥880,000
PCR3000WEA2 単相二線・三相 3kVA ¥1,280,000
 単相三線 2kVA

AC入力ケーブルは別売となります。

コンパクト交流電源	 ［菊水電子工業］

PCR-MAシリーズ	 ¥245,000（税別）より

●PWMインバータ方式のコンパクトな交流電源
●単相500VA〜4KVAまでラインナップ
●多彩な出力モード
●AC出力：0〜155V/0〜310V
●周波数：40.0Hz〜500.0Hz
●DC出力：0〜219V/0〜438V
●定格最大電流の最大3倍までピーク電流出力

可能（コンデンサインプット型整流負荷に対
して）

●計測機能、メモリ機能搭載
●USB、LAN（LXI）標準装備（GPIBオプション）
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PLZ-5Wシリーズ	多機能直流電子負荷装置	［菊水電子工業］
PLZ205W	 ¥250,000（税別）より

●200W・400W・1200W・2400W、4モ デ
ル　●動作電圧：1V〜150V（最小0.05Vから）
●最高スルーレート：60A/µs　●任意IV特性

（ARB）モード搭載　●並列運転機能：ブースター
接 続 で 最 大10.8kW（2160A）を 実 現　 ● カ
ラー液晶ディスプレイを搭載で視認性アップ　
●通信機能：LAN（LXI対応）USB・RS232C・
GPIB（オプション）・外部アナログ制御　●プロ
グラム機能を強化（最大10000ステップ）

PLZ-4Wシリーズ	電子負荷装置（DC）	［菊水電子工業］
PLZ164W,	PLZ164WA	 ¥200,000（税別）より

●165W〜1000Wの4タイプ、計6モデル
●0V入力対応（PLZ164WA、PLZ664WA）
●最高スルーレート16A/µs（立上り時間換算

10µs）の高速応答
●定電流・定抵抗・定電圧・定電力など6つの動

作モードに対応
●タイマ機能と時間・電圧計測機能により電池の

放電特性評価が可能
●ブースタによる大容量化を実現（PLZ1004W）
●シーケンス機能、スイッチング機能搭載
●GP-IB/RS232C/USB標準装備

コンパクト・マルチ出力直流電源	 ［菊水電子工業］

PMX-Multiシリーズ	 ¥125,000（税別）より

●各出力がアイソレーション
●高設定分解能1mV、または1mA単位の表示

が可能
●各チャンネル毎に出力オン/オフ
●ワンタッチで直列/並列接続の切替可能（CH1

とCH2）
●全チャンネルトラッキング制御可能
●各出力オン/オフのディレイ
●キーロック、3点メモリ機能
●リモートセンシング機能
●LAN（LXI）/USB/RS232C インターフェー

ス標準装備

型名 出力容量 標準価格（税別）
　

PMX32-3DU AC100V 1CH： 32V（3A） ¥125,000
  2CH： 32V（3A）
PMX32-3TR AC100V 1CH： 32V（3A） ¥148,000
  2CH： 32V（3A）
  3CH： 6V（5A）
PMX32-2QU AC100V 1CH： 32V（2A） ¥168,000
  2CH： 32V（2A）
  3CH： 18V（2.5A）
  4CH： 18V（2.5A）

コンパクト直流安定化電源	 ［菊水電子工業］

PMX-Aシリーズ	 ¥55,000（税別）より

●18Vから500Vの9機種
●ノイズ特性に優れたシリーズレギュレータ

方式
●高い設定分解能　電圧：1mV（18V / 35V

系）、電流：0.1mA
●LAN（LXI） / USB / RS232Cイ ン タ ー

フェース標準装備
●外部アナログリモートコントロール・モニタ＆

ステータス信号出力
●CV、CC優先起動機能（出力オン時のオーバー

シュートを防止）
●リモート・センシング機能付（18V / 35V系）
●キーロック、3点メモリ機能
●シーケンス作成ソフトウェア（WAVY）が無償ダウンロード

型名 出力容量 標準価格（税別）
　

PMX18-2A 18V（2A） ¥55,000
PMX18-5A 18V（5A） ¥68,000
PMX35-1A 35V（1A） ¥56,000
PMX35-3A 35V（3A） ¥68,000
PMX70-1A 70V（1A） ¥73,000
PMX110-0.6A 110V（0.6A） ¥76,000
PMX250-0.2A 250V（0.2A） ¥73,000
PMX350-0.2A 350V（0.2A） ¥77,000
PMX500-0.1A 500V（0.1A） ¥78,000

薄型ワイドレンジ可変スイッチング電源	 ［菊水電子工業］

PWXシリーズ	 ¥205,000（税別）より

●30V〜650Vまで、4タイプの広い動作範囲
を持った電力型電源

●750W,1500Wの容量からお選びいただけ
ます。

●インターフェースはUSB, RS232C, LANを
標準装備し直接制御が可能です。

●特にLANを使用すると高速制御で、タクトタ
イム短縮に貢献します。

●力率回路（力率0.99）を内蔵した1Uタイプの
薄型・軽量設計です。

形名 出力容量 可変範囲 標準価格（税別）
　

PWX750ML 750W 0〜80V, 0〜28A ¥205,000
PWX750LF 750W 0〜30V, 0〜75A ¥205,000
PWX750MLF 750W 0〜80V, 0〜28A ¥205,000
PWX750MHF 750W 0〜230V, 0〜10A ¥205,000
PWX750HF 750W 0〜650V, 0〜3.5A ¥205,000
PWX1500L 1500W 0〜30V, 0〜150A ¥315,000
PWX1500ML 1500W 0〜80V, 0〜56A ¥315,000
PWX1500MH 1500W 0〜230V, 0〜20A ¥315,000
PWX1500H 1500W 0〜650V, 0〜7A ¥315,000

コンパクト・ワイドレンジ直流電源	 ［菊水電子工業］

PWR-01シリーズ	 ¥108,000（税別）より

●シーケンス機能搭載（トリガ同期可能）
●LAN/USB/RS232C標準搭載
●内部抵抗可変機能搭載
●定格出力電力：400W/800W/1200W/
　2000W
●定格出力電圧：40V/80V/240V/650V
●前面端子　全モデル標準装備
●ワイドレンジ出力（3〜4倍比の電圧・電流可

変域）

型名 出力容量 標準価格（税別）
　

PWR401L 400W ¥110,000
PWR401ML  ¥108,000
PWR401MH  ¥145,000
PWR401H  ¥160,000
PWR801L 800W ¥160,000
PWR801ML  ¥150,000
PWR801MH  ¥210,000
PWR801H  ¥220,000
PWR1201L 1200W ¥278,000
PWR1201ML  ¥230,000
PWR1201MH  ¥310,000
PWR1201H  ¥320,000
PWR2001L 2000W ¥420,000
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コンパクトAC/DC電源	 ［テクシオ］

プログラマブル高精度直流安定化電源	 ［テクシオ］

ASRシリーズ	 ¥265,000（税別）より

PPXシリーズ	 ¥138,000（税別）より

●インバータ方式を採用
●1000VA出力でもハーフラックサイズの省ス

ペース設計
●AC最 大 出 力 電 圧350Vrms（ACモ ー ド

40Hz〜999.9Hz）
●DC出力範囲：-500V〜+500V
●交流/直流、内部/外部の信号源を組み合わせ

た9つの出力モード
●電圧、電流の実効値、ピーク値、平均値、電力や

力率、40次までの高調波電圧、電流の測定値
を表示

●最大999ステップのシーケンス機能（各ス
テップ100µ〜999.9999秒）

●電圧・位相・周波数の変動などのシミュレート
モード

　　型　名 価　格 AC最大出力電圧 AC最大出力電流 最大出力定格
　

ASR501-351 ¥265,000 350Vrms 5A 500VA
ASR102-351 ¥374,000 350Vrms 10A 1000VA

●電流表示分解能（0.1µA、1µA、10µA、
　0.1mA）・電圧表示分解能（0.1mV、1mV）
●熱電対（Kタイプ）による温度測定および設定

温度による出力遮断に対応
●2.4インチカラーLCD搭載
●電圧、電流の立ち上がり/立ち下がり時間を独

立に設定可能
●電圧・電流モニタ、温度を記録できるロギング

機能
●USB、LAN、RS-232C、RS-485を標準装備

　型　名 価　格 電圧/電流
　

PPX20-2 ¥138,000 20V/2A
PPX20-5 ¥148,000 20V/5A
PPX36-1 ¥138,000 36V/1A
PPX36-3 ¥148,000 36V/3A

ワイドレンジ直流安定化電源	 ［テクシオ］

PSWシリーズ	 ¥100,000（税別）より

●定格電力（W）内でのワイドレンジ出力
●出力スルーレート可変機能
●モニタ、ステータス出力端子
●USB,LAN標準搭載、GPIBオプション
●CE、RoHS対応

[TEXIOブランド]
PSW-360L30 ¥105,000 30V/12A-10V/36A（360W）
PSW-360L80 ¥100,000 80V/4.5A-26.6V/13.5A（360W）
PSW-720L30 ¥150,000 30V/24A-10V/72A（720W）
PSW-720L80 ¥140,000 80V/9A-26.6V/27A（720W）
PSW-1080L30 ¥265,000 30V/36A-10V/108A（1080W）
PSW-1080L80 ¥220,000 80V/13.5A-26.6V/40.5A（1080W）

[GW INSTEKブランド]
PSW30-108 ¥255,000 30V/36A-10V/108A（1080W）

高電圧フレキシブル直流電源	 ［テクシオ］

PSF-800H	 ¥314,000（税別）

最大出力電圧800Vの高電圧フレキシブルレン
ジ出力。さまざまな高電圧デバイスへの供給を1
台でカバー
●小型・軽量・高効率のスイッチング方式
●高電圧0〜800V可変
●縦置き・横置きの両方に対応の90度回転可能

な操作パネル
●GP-IB、RS-232C、USBのインタフェース

ボードによりフルリモート制御可能（ユーザオ
プション）

ファンレスワイドレンジ直流安定化電源	 ［テクシオ］
PFRシリーズ	 ¥94,000（税別）より

●自然空冷方式（ファンレス）
●3点プリセットメモリ機能
●外部アナログコントロール
●テストモードによるシーケンス機能
●USB、RS232C 標準装備
●ワールドワイド対応AC入力
PFR-100L50：出力50V/10A/100W
PFR-100M250：出力250V/2A/100W

フレキシブル直流安定化電源	 ［テクシオ］

PSF-Lシリーズ	 ¥136,000（税別）より

PSF-Lシリーズは最大定格電力内で広範囲の電
圧出力・電流出力が可能なスイッチング方式の出
力可変型直流安定化電源です。
出力は400W単出力/800W単出力/400W 2
出力の3タイプに加え、800Wの電流拡張用モ
デル（スレーブ専用機）を揃え幅広い用途に対応
します。
別売のコントロールボードを装着することで、
GP-IB、RS-232C、USBといったデジタル通信
インタフェースへの拡張が可能となります。

●フレキシブルレンジ出力　●定電力制御　●力率改善回路　●パネル操作部回転機
能　●シーケンス機能　●オフタイマ機能　●保護機能　●プリセット機能（3ポイ
ント）　●ワンコントロール運転　●外部コントロール機能　●2出力モデル（PSF-
400L2）　●ディレイ機能（PSF-400L2のみ）　●トラッキング機能（PSF-400L2
のみ）

　
PSF-400L （80V/40A/400W）： ¥136,000
PSF-800L （80V/80A/800W）： ¥210,000
PSF-400L2 （80V/40A/400W×2出力）： ¥230,000
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直流安定化電源	 ［テクシオ］

PA-Bシリーズ	 ¥48,000（税別）より

PA-Bシリーズは、電圧3 1/2桁、電流3桁の
LED表示を備えた、ドロッパ方式のCV/CC電源
です。出力設定ボリュームは、10回転の巻線型
可変抵抗器を用いており、出力電圧・電流とも微
細に設定できます。設定値確認機能の搭載によ
り、出力電圧・電流とも、出力OFF状態でも設定
できます。また、各種リモートコントロールに対
応しており、システム用電源としても、幅広い用
途に対応します。

●低リップル、低ノイズ電源:シリーズレギュレータ方式　●電圧/電流同時デジタル
表示とV/I CHECKキー　●直列運転/並列運転とワンコントロール並列運転（マス
ター機1台でスレーブ機（2台まで））　●フローティング出力/電圧リモートセンシ
ング端子付き　●外部アナログコントロールと外部アナログコントロール時の微調整
ボリュームを搭載　●モニタアウト　●GP-IB対応（オプション）　●EIAラックサイ
ズ対応　●OVP機能　●オプション:取手（出荷時工場オプション）:ガードキャップ

（OP-20GC）

形　名（電圧/電流）： 　価　格 形　名（電圧/電流）： 　価　格
　

PA18-1.2BVT（18V/1.2A）： ¥48,000 PA18-2BVT（18V/2A）： ¥51,000
PA18-3B（18V/3A）： ¥61,000 PA18-5B（18V/5A）： ¥66,000
PA36-1.2BVT（36V/1.2A）： ¥54,000 PA36-2B（36V/2A）： ¥61,000
PA36-3B（36V/3A）： ¥66,000
PA600-0.1B ¥76,000

電子負荷機能付高分解能多出力直流電源	 ［テクシオ］

GPPシリーズ	 ¥125,000（税別）より

●低リップル低ノイズのドロッパ方式
●設定分解能：1mV/0.1mA、
　リードバック分解能：0.1mV/0.1mA
●各出力絶縁・独立コントロール
●CH1+CH2直列・並列トラッキング
●電圧、電流、電力の監視を行うモニタリング

機能
●電子負荷機能搭載（CH1およびCH2、動作

モード：CC/CV/CR、OPP：50W）
●保護機能：OVP、OCP、OTP
●USB、RS-232C、LAN、GP-IB標準装備
●LabVIEWドライバ

　　型　名 価　格 出力数 電圧/電流
　

GPP-2323G ¥125,000 2CH 32V/3A、32V/3A
GPP-4323G ¥142,000 4CH  32V/3A、32V/3A、5V/1A、15V/1A

AC耐電圧試験器	 ［テクシオ］

GPT-9801/9901A	 ¥124,000（税別）より

●耐電圧試験：AC 0.1kV〜5kV
●高効率・高安全のPWMスイッチングアンプ

搭載
●出力電圧 RAMP機能 （上昇時間制御0.1s〜

999.9s）
●試験条件を100セットメモリ可能
●RS-232C、USB、SIGNAL I/O端子、GPIB（オ

プション）
GPT-9801 ¥124,000　200VA
GPT-9901A ¥150,000　500VA

多出力直流安定化電源	 ［テクシオ］

PW-Aシリーズ	 ¥114,800（税別）より

PW-Aシリーズは、CPU搭載の信頼性に優れた
トラッキング機能付き多出力型ドロッパー方式
のCV/CC電源です。単出力電源数台分の出力
と多彩な機能を持っています。また、ユーザオプ
ションのインターフェース（3種類）を本体に組
み込むことでGP-IB、USBとRS-232Cに対応
でき、PC制御でリスナ&トーカ機能を備えたフ
ルリモートの電源としてシステム拡張を可能に
し、幅広い用途に対応できます。

●ワンダイヤル・コントロール設定　●ディジット・キーでスピーディな選択　●電圧
設定は10mV（定格10V以上の出力）、1mV（定格10V未満出力）、電流は1mA単位
の高精度　●各出力の個別設定、各出力の正負両極のトラッキングが可能　●電圧/電
流の4点ペア・プリセット　●出力ON/OFFディレイタイム●別売ボードでGP-IB、
USB、RS-232C対応

形　名 電圧/電流
　

PW18-1.8AQ ±18V/1.8A、+8V/2A、-6V/1A
PW18-1.3ATS ±18V/1.3A、+6V/5A （リモートセンシング付）
PW18-3AD ±18V/3A
PW18-3ADP +18V/3A、+18V/3A
PW18-2ATP +18V/2A、+36V/1A、+8V/2A
PW36-1.5AD ±36V/1.5A

直流安定化電源	 ［テクシオ］

GPS-1830D/GPS-1850D	 ¥30,000（税別）より

●CV/CC電源、18V/3A、18V/5A
●デジタル表示：電圧・電流切替
●高分解能：0.01％
●マスター/スレーブ接続可能
●電圧微調整ツマミ、電流微調整ツマミ独立
●過出力保護、極性反転保護
●寸法：128（W）×145（H）×285（D）mm

型名　　　　　 （電圧/電流）　 標準価格
GPS-1830D　（18V/3A）　¥30,000
GPS-1850D　（18V/5A）　¥40,000

直流安定化電源	 ［テクシオ］

GPS-3030DD	 ¥43,000（税別）

●CV/CC電源、30V/3A
●電圧・電流同時デジタル表示
●高分解能：0.01％
●マスター/スレーブ接続可能
●電圧微調整ツマミ、電流微調整ツマミ独立
●過出力保護、極性反転保護
●寸法：128（W）×145（H）×285（D）mm
●質量：約5kg

AC/DC耐電圧試験器	 ［テクシオ］

GPT-9802/9902A	 ¥170,000（税別）より

●耐電圧試験：AC 0.1kV〜5kV、DC 0.1kV〜
6kV

●高効率・高安全のPWMスイッチングアンプ
搭載

●出力電圧 RAMP機能 （上昇時間制御0.1s〜
999.9s）

●試験条件を100セットメモリ可能
●RS-232C、USB、SIGNAL I/O端子、GPIB（オ

プション）
GPT-9802 ¥170,000　200VA
GPT-9902A ¥208,000　500VA
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AC/DC耐電圧/絶縁試験器	 ［テクシオ］

GPT-9803/9903A	 ¥212,000（税別）より

●耐電圧試験：AC 0.1kV〜5kV、DC 0.1kV〜
6kV　●絶縁抵抗試験：DC50V〜1000V

●高効率・高安全のPWMスイッチングアンプ
搭載

●出力電圧 RAMP機能 （上昇時間制御0.1s〜
999.9s）

●試験条件を100セットメモリ可能
●RS-232C、USB、SIGNAL I/O端子、GPIB（オ

プション）
GPT-9803 ¥212,000　200VA
GPT-9903A ¥235,000　500VA

AC/DC耐電圧/絶縁/GB試験	 ［テクシオ］

GPT-9904	 ¥388,000（税別）

●耐電圧試験：AC 0.1kV〜5kV、DC 0.1kV〜
6kV　●試験容量：500VA

●絶縁抵抗試験：DC 50V〜1000V
●アース導通試験：AC 3A〜32A
●高効率・高安全のPWMスイッチングアンプ

搭載
●出力電圧 RAMP機能 （上昇時間制御0.1s〜

999.9s）（AC/DC/IR）
●試験条件を100セットメモリ可能
●RS-232C、USB、SIGNAL I/O端子、GPIB（オ

プション）

バッテリ・シミュレータ	 ［ケースレー］

2281S-20-6	 ¥424,000（税別）

●出力定格：0〜20V、-1〜6A、120W
●バッテリ・モデルを自動生成
●バッテリ・モデルの編集が可能
●バッテリ・テスト
●バッテリ・シミュレーション
●SOC：0〜100%、ESR：-0.1〜10Ω
●出力リップル、ノイズ：1mV RMS未満
●GPIB、USB、LANインタフェース
●3年保証

ソースメータ	 ［ケースレー］

2401、2400	 ¥679,000（税別）より

●1µV〜20V、10pA〜1Aの高精度印加および
測定（2401型）

●1µV〜210V、10pA〜1Aの高精度印加およ
び測定（2400型）

●5つの測定器を1台に集約（IV印加、IVR測定）
●印加とシンク、4象限動作
●5.5桁分解能で0.012%基本確度
●2線、4線、6線式の抵抗測定
●GPIB/RS232
●2401型　¥679,000
　2400型　¥1,070,000

低ノイズ・プログラマブルDC電源	 ［ケースレー］

2280S-32-6、2280S-60-3	 ¥283,000（税別）より

●2280S-32-6　32V、6A
　2280S-60-3　60V、3.2A
●100nAから6Aまで電流測定（6.5桁分解能）
●外部トリガに同期した最小140µsの負荷電

流測定
●最大192W低ノイズのシリーズ・レギュレー

タ方式
●リモート・センシング
●最大99ステップまでのシーケンス機能（リス

ト・モード）
●GPIB、USB、LANインターフェース
●無償ソフトウェア
●3年保証
●2280S-32-6  ¥283,000、 2280S-60-3  ¥285,000

マルチチャンネルDC電源	 ［ケースレー］

2230シリーズ	 ¥262,000（税別）

●全チャンネル独立
●各チャンネルの出力オン／オフを独立制御
●全チャンネルの電圧、電流値を同時表示
●2つの30Vチャンネルをトラック可能
●30Vチャンネルの並列、直列モードで出力を

3A、60Vまで拡張可能
●リモート・センシング（全チャンネル）
●3年保証

　
●型名 2230GJ-30-1
●チャンネル数 3
●最大出力電圧 Ch1（30V）、Ch2（30V）、Ch3（6V）
●最大出力電流 Ch1（1.5A）、Ch2（1.5A）、Ch3（5A）
●リップルとノイ ＜1mV rms
●電圧確度 0.03％
●インタフェース GPIB、USB-TMC
●価格 ¥262,000

　

グラフィカル・タッチスクリーンSMU	 ［ケースレー］
2450/2460/2461	 ¥890,000（税別）より

●直感操作が可能な新型ソースメータ
●5型静電容量方式のタッチスクリーン・インタ

フェース
●0.012％の基本測定確度と6.5桁の分解能
●印加とシンク（4象限）動作
●高速サンプリング測定用のデュアル1M/sデ

ジタイザ（2461のみ）
●状況対応の全面パネルのヘルプ機能
●SCPI及びTSP®プログラミングモード
●2450型　¥890,000
　2460型　¥1,370,000
　2461型　¥1,550,000
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最大40W		単出力		DC電源	 ［キーサイト］ 800W		オートレンジ対応		DC電源	［キーサイト］

E36100Bシリーズ	 ¥185,260（税別） E36150Aシリーズ	 ¥563,520（税別）

●卓越した電流リードバック（測定）性能
　1µA電流測定分解能、1mV電圧測定分解能
●低ノイズ、リップル：
　シリーズレギュレータ方式採用（出力部）
●軽量・小型で簡単操作：
　3.7kg、高さ2U/幅1/4ラックサイズ
●OLED画面による大きな表示：
　離れた場所からも状況確認可能
●LAN、USBを介した高速プログラミング：
　<10msコマンド処理/高速セットリング時間

　
E36102B DC単出力、 6V、 5A、 30W ¥185,260
E36103B DC単出力、 20V、 2A、 40W ¥185,260
E36104B DC単出力、 35V、 1A、 35W ¥185,260
E36105B DC単出力、 60V、 0.6A、 36W ¥185,260
E36106B DC単出力、 100V、 0.4A、 40W ¥185,260

●単出力/オートレンジ（ワイドレンジ）対応
　一台で広い電圧/電流をカバー
●最大2.4kWピークパワー電量が供給可能
　電動機の始動電流もの対応可能
●豊富な測定機能
　・ 電圧/電流測定、データロガー機能（標準）
　・ オシロスコープ・ビュー、任意波形発生機能
　　（オプション）
●安全規格 IEC61010に対応
　フロント・パネル
　　　ビンディング・コネクション

型番 出力レンジ 希望小売価格
　

E36154A 30V/80A（オートレンジ） ¥563,520
E36155A 60V/40A（オートレンジ） ¥563,520

200/400W		オートレンジ対応		DC電源	 ［キーサイト］
E36200Aシリーズ	 ¥291,930（税別）より

●オートレンジ（ワイドレンジ）対応
●大出力電源40Aあるいは
　12V（並列＆直列動作）
●350µVrms低ノイズ出力、デバイス保護、
　大型ディスプレイ
●1µA分解能の電流測定機能、外部マルチ
　メータ不要
●プログラマブル電源：USB/LAN標準、
　GPIB（オプション）

　型　番 出力 レンジ 希望小売価格
　

E36231A ＃1 30V/20A ¥291,930
E36232A ＃1 60V/10A ¥291,930
E36233A ＃1 30V/20A ¥531,274
 ＃2 30V/20A
E36234A ＃1 60V/10A ¥531,274
 ＃2 60V/10A

プログラマブル交流電源	 ［エヌエフ回路］

EC750SA	 ¥248,000（税別）

●出力容量：AC750VA/DC750W
●交流出力：0〜155V/0〜310V、1〜550Hz
●直流出力：-220V〜+220V/
　　　　　  -440V〜+440V
●ピーク電流：最大出力電流（実効値）の4倍
　　　　　　  （定格出力電圧時）
●計測機能（電圧、電流、電力、周波数、力率等）
●シーケンス機能、出力電流リミッタ機能
●USB/RS-232、外部制御入出力
●コントロールソフトウエア標準添付

80/160W		3出力		DC電源	 ［キーサイト］

E36300Aシリーズ	 ¥230,125（税別）より

●低リップルノイズ 0.35mVrmsを実現
●測定器いらずの高分解能・高確度電流測定
　1µA電流測定分解能、
　0.25%＋80µA確度（※）
●制御回路の電源投入シーケンス評価を大幅に

効率アップ
●手軽に電源変動評価：データログ機能（※）
●自動直列（電圧2倍）、自動並列（電流2倍）（※）
※E36312A/13Aのみの機能です

　型　番 出力 レンジ 希望小売価格
　

E36311A #1 6V/5A ¥230,125
 #2 25V/1A
 #3 -25V/1A
E36312A #1 6V/5A ¥279,047
 #2 25V/1A
 #3 25V/1A
E36313A #1 6V/10A ¥336,102
 #2 25V/2A
 #3 25V/2A

プログラマブル交流電源	 ［エヌエフ回路］

EC1000SA	 ¥350,000（税別）

●さまざまな負荷、幅広い用途に対応
●出力容量：AC1kVA / DC1kW 
●交流出力：0〜155V/0〜310V、1〜550Hz
●直流出力：-220V〜+220V/
　　　　　   -440V〜+440V
●ピーク電流：最大出力電流（実効値）の4倍
●計測機能（電圧,電流,電力,周波数,力率等）
●シーケンス機能、出力電流リミッタ機能 
●USB/RS-232、外部制御入出力
●コントロールソフトウエア標準添付

新新規在庫規在庫
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直流電源/GPIB標準搭載・1出力	 ［キーサイト］

E3632A〜45A	 ¥185,135（税別）より

●1出力モデル
●GPIB/RS-232Cを標準搭載
●低リップル／ノイズ(0.35mVrms〜
　1mVrms）
●高いリードバック分解能および確度
●測定器の重ね置きが可能な横型

　型　番 レンジ1 レンジ2 希望小売価格
　

E3632A 15V/7A 30V/4A ¥252,558
E3633A 8V/20A 20V/10A ¥403,705
E3634A 25V/7A 50V/4A ¥406,077
E3640A 8V/3A 20V/1.5A ¥185,135
E3641A 35V/0.8A 60V/0.5A ¥185,135
E3642A 8V/5A 20V/2.5A ¥185,260
E3643A 35V/1.4A 60V/0.8A ¥185,260
E3644A 8V/8A 20V/4A ¥216,267
E3645A 35V/2.2A 60V/1.3A ¥216,267

直流電源/GPIB標準搭載・2出力	 ［キーサイト］

E3646A〜49A	 ¥237,076（税別）より

●2出力モデル
●GPIB/RS-232Cを標準搭載
●低リップル／ノイズ(0.5mVrms〜1mVrms）
●高いリードバック分解能および確度
●測定器の重ね置きが可能な横型

　型　番 出力 レンジ1 レンジ2 希望小売価格
　

E3646A #1 8V/3A 20V/1.5A ¥237,076 
 #2 8V/3A 20V/1.5A
E3647A #1 35V/0.8A 60V/0.5A ¥237,076 
 #2 35V/0.8A 60V/0.5A
E3648A #1 8V/5A 20V/2.5A ¥281,552 
 #2 8V/5A 20V/2.5A
E3649A #1 35V/1.4A 60V/0.8A ¥281,552
 #2 35V/1.4A 60V/0.8A

ソース・メジャーユニット（SMU）	 ［キーサイト］
B2900シリーズ	 ¥864,520（税別）より

越した操作性：画面上でIVカーブ解析
●幅広いアプリケーションに対応：
　B2900BL：210V/1.5A、21V/1.5A
　B2900B：210V/3A（DC）10A（パルス）
●2chまでの構成、最高10fA電流分解能
●高速ディジタイザ,任意発生機能搭載

　型　番 品　名 希望小売価格
　

B2901B プレシジョンSMU、1ch、100fA ¥1,404,058
B2902B プレシジョンSMU、2ch、100fA ¥2,062,591
B2911B プレシジョンSMU、1ch、10fA ¥2,053,042
B2912B プレシジョンSMU、2ch、10fA ¥3,178,703
B2901BL ローコストSMU、1ch、1pA ¥864,520
B2910BL ローコストSMU、1ch、10fA ¥1,063,148

90W		3出力		大型画面		DC電源	［キーサイト］

EDU36311A	 ¥154,808（税別）

●スマートベンチエッセンシャル・シリーズ
●30V/1A; 30V/1A; 6V/5A
●低出力リップルとノイズ
●3つの独立した電源チャネル
　カラーコード・チャネルで読取が容易

規格試験に不可欠な試験器	 ［日置電機］

保護導通試験器	3157	 ¥200,000（税別）

●国内外の各種安全規格に準拠した試験が可能
●医療、一般電気機器の保護導通抵抗測定
●工作機器設置時のアース接続検査に
●小さなボディに機能を凝縮
●最大20 個の設定値が保存可能
●安全に電流印加するソフトスタート機能

規格に基づく試験が容易に	 ［日置電機］

耐圧試験器	3158	 ¥142,000（税別）

●規格試験に対応するトランス容量500VA
●試験電圧AC 0〜2.5kV/0〜5.0kV 2レンジ
●最大20個の設定値が保存可能
●規定された試験条件にすばやく切換え可能
●電圧コンパレータ機能付き



... 27

●4 1/2桁の価格で5 1/2桁のDMMを実現
●高性能・高分解能
　直流電圧測定：1µV〜1000V
　直流電流測定：1µA〜10A
　交流電圧測定：1µV〜700V
　交流電流測定：1µA〜10A
　抵抗測定：1mΩ〜200MΩ
　周波数測定：10Hz〜300kHz
●価格　7351A：¥112,000（税別）
　　　　7351E：¥85,000（税別）
　　　　7351E+03：￥98,000（税別）

5	1/2桁汎用・低価格DMM	 ［エーディーシー］

7351シリーズ	 ¥85,000（税別）より

2チャンネル同期測定DMM	 ［エーディーシー］

7352A/7352E	 ¥170,000（税別）より

●新しい測定環境をつくりだす完全独立2入力、
ツインAD変換機搭載

●Ach、Bchの同期測定で従来比2倍以上のス
ループットを実現

●Ach、Bch共に5 1/2桁
●電流測定範囲を大幅に拡大
　Ach：10pA〜2A、 Bch：100µA〜10A
●温度測定を電圧などと同時測定可能
●データ・メモリ搭載：20,000データ
●多彩なインタフェース
●価格　7352A：¥203,000（税別）
　　　　7352E：¥170,000（税別）

 Ach Bch
　

最大表示 199999 199999
測定速度（回/秒） 140max 140max
直流電圧測定 1µV〜1000V 1µV〜200V
確度（代表値） 0.011%/1年間 0.011%/1年間
直流電流測定 10pA〜2A 100µA〜10A
抵抗測定 1mΩ〜200MΩ －
交流電圧（True RMS） 1µV〜700V －
交流電圧　周波数範囲 20Hz〜100kHz －
交流電流（True RMS） 1nAから2A 100µA〜10A
演算機能 ○ ○
●リア入力温度測定　K（CA） -50℃〜1370℃、 T（CC） -50℃〜400℃
●インタフェース　　7352A：USB,GPIB,RS232、 7352E：USB
●外部トリガ信号　　7352A：○、 7352E：－

デバイス評価用エレクトロメータ	 ［エーディーシー］

8	1/2桁高精度・高確度DMM	 ［エーディーシー］

8252	 ¥490,000（税別）

7481	 ¥860,000（税別）

●直流電圧測定： 3V〜200Vレンジ
 最小分解能10µV
●直流電流測定： 30pA〜30mAレンジ
 最小分解能1fA
●抵抗測定： 3kΩ〜200GΩレンジ
 最小分解能10mΩ
●電荷測定： 1nC〜10µCレンジ
 最小分解能1fC
●±200Vの電圧発生機能
●GPIBインターフェース標準装備

●8 1/2桁、最大表示119 999 999
●高分解能0.01ppm
●直流電圧測定：100mV〜1000V
　10nV分解能、5ppm/年（代表値）
●直流電流測定：100nA〜1000mA
　100fA分解能、20ppm/年（代表値）
●抵抗測定：10Ω〜1000MΩ
　1µΩ分解能、8ppm/年（代表値）
●自己校正機能による高確度測定
●データメモリ容量：50,000データ

6	1/2桁高速サンプリングDMM	［エーディーシー］

7461A	 ¥148,000（税別）

●直流電圧100nV分解能
●測定確度0.0035% /1年間（代表値）
●高速サンプリング20,000回/秒
●可変積分機能10µs〜10s
●DC電圧測定の2チャンネル入力
●データ･メモリ搭載：10,000データ
●多彩なインタフェース
　USB標準装備
　GP-IB標準装備
　コンパレータ出力

5	1/2桁高速・可変積分方式DMM	［エーディーシー］
7451A	 ¥140,000（税別）

●319999表示の5 1/2桁
●高速サンプリング5,000回/秒
●可変積分機能100µs〜10s
●DC電圧測定の2チャンネル入力
●データ・メモリ搭載：10,000データ
●多彩なインタフェース
　USB標準装備
　GPIB標準装備
　コンパレータ出力

6	1/2桁	0.001℃分解能のサーモDMM	［エーディーシー］
7461P	 ¥185,000（税別）

●直流電圧（100nV分解能）、電流、交流電圧、電
流、抵抗測定に加え、0.001℃分解能の温度が
測定が可能

●温度測定：Pt100（-200℃〜+850℃）のほ
かJPtにも対応

●高速サンプリング20,000回/秒
●可変積分機能10µs〜10s
●データ・メモリ搭載：20,000データ
●多彩なインタフェース
　USB標準装備、GP-IB標準装備、コンパレータ

出力またはデジタル出力選択可能

●ワイド・レンジな電流測定：1fA〜20mA
●高入力インピーダンス電圧測定：1013Ω以上
●表示桁数5 1/2桁
●ドライビング・ガードによる高速電圧測定
●高速測定：最高1,000サンプリング/秒
●可変積分機能：500µs〜3.2s
●データ・メモリ容量：100,000データ
●USB、GPIBインタフェース標準装備

微少電流用エレクトロメータ	 ［エーディーシー］

5350	 ¥235,000（税別）
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DMMコンボキット	 ［フルーク］

安全性、操作性の高いマルチメーター	［フルーク］

Fluke	287/FVF,	289/FVF	 ¥87,900（税別）より

Fluke	15B	MAX/Fluke	17B	MAX	 ¥14,300（税別）より

●Fluke 287または289本体
●PC用ソフトウェア、USBケーブル
●テストリード：TL224（287/FVF）
　TL71（289/FVF）
●ワニ口クリップ：ミニサイズ（287/FVF）、

AC175（289/FVF）
●80BK-A温度プローブ（289/FVF）
●C280 ソフトケース、
　TPAK 磁石付ストラップ

●CATⅢ600V
●スリープモードからワン・キー起動
●基盤テストに適した先端が細い標準テスト

リード（1mm）
●2000uFまでの静電容量測定

工業技術者用コンボキット	 ［フルーク］

Fluke	87-5/E2	KIT	 ¥65,800（税別）

マグネットハンガーやワニ口クリップなどが標
準装備された現場での作業に最適なセット
●Fluke 87V デジタル・マルチメーター
●TP238 絶縁テスト・プローブ
●AC220 プランジャー式ワニ口クリップ
●TL224 SureGripテスト・リード
●TPAK マグネットハンガー
●80BK-A 温度測定プローブ
●C35 携帯用ソフトケース

基本的なメータ試験用マルチメーター	 ［フルーク］

Fluke	113	 ¥20,000（税別）

●電圧または導通を即座に判断し測定結果を表
示するVCHECKモード

●バックライト付き大型ディスプレイで、薄暗い
場所でも見やすい

●低電圧

手のひらサイズマルチメーター	 ［フルーク］

Fluke	101,	106,	107	 ¥6,200（税別）より

●AC/DC電圧600Vまで測定可能
● 静 電 容 量、抵 抗、導 通、周 波 数 測 定（101、

107）
●マグネット付ストラップ（101KIT、107）
●1m落下試験合格の優れた堅牢性
●平均値型測定
●CAT III 600V

高確度マルチメーター	 ［フルーク］

Fluke	287,	289	 ¥64,700（税別）より

●50,000 カウント、解像度320×240ピク
セル

●計測器本体に10,000件の読み値保存可能
●10Aまで測定可能、100mF容量範囲
●浮遊電圧を取り除く低インピーダンス電圧機

能（289のみ）
●1mΩ分解能を持つ端子50Ω、10mAソース

電流（289のみ）
●最小/最大/平均値を1画面で表示

工業用マルチメーター	 ［フルーク］

Fluke	83-5,	87-5	 ¥49,400（税別）より

●CAT III 1,000V、CAT IV 600V
●輝度2段階のバックライト・ディスプレイ
●静電容量レンジ10,000µF
●電圧・周波数を正確に測定できるローパスフィ

ルター内蔵（87-5）
●温度測定機能（87-5）
●6,000カウント、平均値型（83-5）、真の実効

値型（87-5）

万能性を兼ね備えたマルチメーター	 ［フルーク］

Fluke	175/Fluke	177	 ¥32,800（税別）より

●ひずみ波信号を正確に測定
●静電容量、抵抗、導通、周波数測定
●大型ディスプレイ
●信号の変動を記録　最小/最大/平均値モード
●ディスプレイ・ホールド機能
●自動/手動レンジ切換

6000カウント真の実効値マルチメーター	 ［フルーク］

Fluke	114/115/117	 ¥21,600（税別）より

●6000カウント分解能で電圧/電流の真の実
効値

●33セグメント、1秒間32回更新のバーグラ
フ表示

●LEDバックライト機能
●読み取り値を表示して、信号の更新を記録
●AC/DC電 圧 を 自 動 で 測 定（Fluke114、

Fluke117）
●非接触検電器機能（Fluke117）

防水・防塵工業用マルチメーター	 ［フルーク］

Fluke	27-Ⅱ,	28-Ⅱ	 ¥63,300（税別）より

防水・防塵仕様のデジタル・マルチメーターで
（IP67）、入力部ジャックやスイッチから水や埃
が入らない設計になっています。湿気や埃の多い
場所や寒冷地でも使用可能です。
●-15℃〜+55℃
　（20分以内であれば-40℃にて使用可能）
●湿度95%の環境でも使用可能
●27-Ⅱ…平均値型、6000カウント
●28-Ⅱ…真の実効値型、6000カウント

新新規在庫規在庫
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ワイヤレス・マルチメーター	 ［フルーク］

Fluke	233	 ¥38,700（税別）

ディスプレイと本体を分離して、測定場所から離
れた場所（最大10m）で測定値を確認することが
できる画期的なデジタル・マルチメーターです。
●6000カウント
●DCV基本確度：0.25%
●真の実効値AC測定
●10Aまでの電流レンジ（30秒まで20A可）
●抵抗、導通、ダイオードテスト
●通信2.4GHzISM帯、距離10m

DMM用高電圧プローブ	 ［フルーク］

80K-6/80K-40	 ¥32,000（税別）より

●80K-6
　電圧：0〜6kV DC もしくはACピーク
　確度：DC〜500Hz 1%、500Hz〜1kHz 2%
　入力インピーダンス：75MΩ

●80K-40
　電圧：0〜40kV DC もしくはACピーク
　確度：DC20kV〜35kV 1%、0V〜 20kV 2%、
　　　  35kV〜40kV 2%、AC（@60Hz）5%
　入力インピーダンス：1000MΩ

AC/DC電流プローブ	 ［フルーク］

i310s	 ¥78,000（税別）

●測定レンジ：DC45A、450A
  AC30Arms、300Arms
●最少測定電流：0.1A
●突入電流：最大AC600Arms
●基本確度：1%+0.05A
●周波数帯：DC〜20kHz
●出力電圧：10mV/A、1mV/A
●最大導体径：φ19mm
●コネクタ：BNC（バナナ変換アダプタ付属）
●安全規格：CATⅢ300V

真の実効値型リーク電流クランプ	 ［フルーク］

Fluke	368,	369	 ¥39,400（税別）より

●2種類のジョー内径（368：φ40mm、369：
φ61mm）

●周波数範囲40Hz〜1kHz
●バンドパス・フィルターで不要な高調波成分も

カット可能
　（フィルターON：40Hz〜70Hz）
●最小分解能1µA、最大60Aまで測定可
●真の実効値型で、正弦波以外の複雑な波形でも

高い確度で測定
●測定箇所を照らすスポットライト機能

AC/DCクランプメーター	 ［フルーク］

Fluke	381	 ¥63,600（税別）

●リモートディスプレイで最大9m離れた場所
から操作可能

●フレキシブル・プローブ付属
●999.9AまでのAC/DCクランプ
●1000V AC/DC電圧測定
●60kΩ抵抗測定
●電流周波数測定
●CAT III 1000V、CAT IV 600V

デジタルマルチメータ	 ［菊水電子工業］

DME1600	 ¥90,000（税別）より

6 1/2桁の分解能を持つデジタルマルチメータ。
●DC電圧：0.1V, 1V, 10V, 100V, 1000V
●AC電圧：0.1V, 1V, 10V, 100V, 750V
●DC電流：10mA, 100mA, 1A, 3A
●AC電流：1A, 3A
●2線/4線抵抗：100Ω, 1kΩ, 10kΩ,
　100kΩ, 1MΩ, 10MΩ, 100MΩ
●周波数、周期測定：3Hz〜300kHz
●導通テスト、ダイオードテスト、温度測定
●GPIBインターフェース付DME1600GCも

あり

非接触電圧・電流同時測定		チョッパー	 ［フルーク］

T6-1000/T6-1000Pro	 ¥36,200（税別）より

チョッパーは非接触で電圧と電流が同時測定で
きる革新的な測定器です。非接触で安全に、さら
に同時測定でスピーディにご使用いただけます。
●FieldSense 非接触電圧測定
●電流・電圧同時測定
●測定レンジ（ジョー）
　交流電圧：1000V、交流電流：200.0A
●測定レンジ（テストリード）
　交流電圧：1000V、直流電圧:1000V
　抵抗：1000Ω/10.00kΩ/100.0kΩ
●最大導体径：φ17.8mm

AC/DC電流クランプメーター	 ［フルーク］

Fluke	365	 ¥32,700（税別）

ジョーは電線の込み入った場所でもクランプ出
来る形状に設計され、更にジョーを本体から分離
する事で無理な体勢にならず測定値を確認出来
ます。　
●小型の着脱式ジョー
●200AまでのAC/DCクランプ
●真の実効値AC測定
●600V AC/DC 電圧測定
●CATⅢ600V 準拠

AC/DCクランプメーター	 ［フルーク］

Fluke	374,	375,	376	 ¥36,500（税別）より

●フレキシブル・プローブ対応
●600A（374）、999.9A（375、376）までの

AC/DCクランプ
●600V（374）、1000A（375、376）AC/DC

クランプ
●6000Ω（374）、60kΩ（375、376）抵抗測

定
●電流周波数測定（375、376）、静電容量
●CAT III 1000V、CAT IV 600V
●バックライト機能

DMM用吊り下げキット	 ［フルーク］

TPAK	 ¥9,000（税別）

磁石でつり下げ可能なストラップ
●対応機器：Fluke 8xシリーズ、11xシリーズ、

17xシリーズ、18xシリーズ、28xシリーズ、
7x-Ⅲシリーズ、2x-Ⅲシリーズ、Fluke 725
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CE対応カード型マルチメータ	 ［三和電気計器］

PM3	 ¥4,500（税別）

●4000カウント
●最高確度0.7%
●コンデンサ容量計測（※漏れ電流の大きいコン

デンサ容量測定は不可）
●周波数測定（正弦波交流のみ）
●デューティ比測定（交流波形等）
●データホールド
●相対値（リラティブ）測定
●オートパワーオフ（約15分）解除可

ファンクション 測定レンジ 最高硬度 分解能
　

直流電圧 400m/4/40/400/500V ±（0.7%+3） 0.1mV
交流電圧 4/40/400/500V ±（2.3%+5） 0.001V
抵抗 400/4k/40k/400k/4M/40MΩ ±（2.0%+5） 0.1Ω
コンデンサ容量 5n/50n/500n/5µ/50µ/200µF ±（5.0%+10） 0.001nF
周波数 9.999/99.99/999.9/9.99/60.00kHz ±（0.7%+5） 0.001Hz
デューティ比 0.1%〜99%
導通 10Ω〜120Ω以下でブザー音　開放電圧：約0.4V
ダイオードテスト 開放電圧：約1.5V

　
入力抵抗 DCV：10M〜100MΩ　ACV：10M〜11MΩ
周波数特性 40〜400Hz
電源 CR2032（3V）×1
寸法／重量 H108×W56×D11.5mm／約85g

高確度デジタルマルチメータ	 ［三和電気計器］

PC7000	 ¥29,800（税別）

●デュアル表示,最高確度0.03%
●50000&500000カウント
●交流（AC）測定は真の実効値方式（TrueRMS）
●バックライト機能
●可変周波数駆動（VFD）回路の測定に便利な

ローパスフィルター内蔵
●コンダクタンス測定
●オートレンジ対応の最大値/最小値/平均値レ

コード機能
●オートレンジ対応のキャプチャ（ピークホール

ド）機能はサンプリング時間0.8ms
●ロジック信号のデューティー比測定
●オートレンジ対応の相対値（リラティブ）測定
●計装ループ電流4mA〜20mAの%表示機能
●温度測定機能（-50℃〜1000℃：別売温度センサ要）
　※付属の温度センサでは-50℃〜250℃
●パソコン接続でのデータロギング機能（別売インターフェース要）

ファンクション 測定レンジ 最高確度 分解能 入力抵抗
　

直流電圧 500m/5/50/500/1000V ±（0.03%+2） 0.01mV 10MΩ
交流電圧 500m/5/50/500/1000V ±（0.5%+40） 0.01mV 10MΩ
直流電流 500µ/5000µ/50m/500m/5/10A ±（0.1%+20） 0.01µA
交流電流 500µ/5000µ/50m/500m/5/10A ±（0.6%+40） 0.01µA
抵抗 500/5k/50k/500k/5M/50MΩ ±（0.2%+6） 0.01Ω
コンダクタンス 99.99nS ±（1.0%+10） 0.01nS
コンデンサ容量 50n/500n/5µ/50µ/500µ/5m/25mF ±（0.8%+3）※ 0.01nF
温度 -50〜1000℃ ±（0.3%+20） 0.1℃
周波数 10Hz〜200kHz ±（0.02%+40） 0.001Hz
ロジック周波数 5Hz〜2MHz ±（0.002%+4） 0.001Hz
デューティ比 0.1%〜99.99% ±（3d/kHz+2） 0.01%
dBm -29.83dBm〜54.25dBm ±（0.25dB+2） 0.01dB
4-20mA% 4mA=0%　20mA=100% ±25d 0.01%
導通 20Ω〜200Ωの範囲以下でブザー音　開放電圧約1.3V
ダイオードテスト 開放電圧：約3V

　
周波数特性 V：45Hz〜20kHz（500V以下）
 A：40Hz〜1kHz
ヒューズ 11A/1000V IR20kA　φ10×38mm
 0.4A/1000V IR30kA　φ6.3×32mm
電源 6LR61（9V）×1
寸法/重量 H184×W86×D52mm/約430g（ホルスタ含む）
付属品 テストリード（TL-23a）、ホルスタ（H-700）、
 K型熱電対温度センサ（K-250PC）、取扱説明書
※フィルムコンデンサまたは同等以上の漏れ電流が少ないものについての確度。

多機能型アナログマルチテスタ	 ［三和電気計器］

CX506a	 ¥12,800（税別）

●26chスイッチ採用、ワイドな測定能力
●トランジスタ発振器内蔵のコンデンサ容量測

定（50pF〜2000µF）
●高入力抵抗50kΩ/V（DC3〜300Vレンジ）
●DC極性切替が可能
●付属品：テストリード（TL-21a）、クリップ

リード（CL-506b）、取扱説明書

ファンクション 測定レンジ 許容差
　

直流電圧 120m（4kΩ）/3/12/30/120 120m：±4%
 300（50kΩ/V）/1000V（15kΩ/V） ±2.5%以内
交流電圧 3/12/30/120/300/750V（8kΩ/V） ±3%以内
  （12V以下：±4%以内）
直流電流 30µ/0.3m/3m/30m/0.3A ±2.5%以内
抵抗 5k/50k/500k/5M/50MΩ 目盛長の±3%以内
コンデンサ容量 C1：50p〜0.2µF C1：目盛長の±6%以内
 C2：0.01µ〜20µF C2：目盛長の±6%以内
 C3：1〜2,000µF C3：概略値
直流電流増幅率hEF トランジスタhEF：0〜1,000

　
周波数特性 40〜30kHz
 （12Vレンジ：40Hz〜30kHz、30Vレンジ以上：40Hz〜10kHz）
寸法／重量 H165×W106×D46mm／約370g

非接触型検電機能付マルチメータ	 ［三和電気計器］
PC710	 ¥22,200（税別）

PC710は、PC700の全機能加えて、下記機能
が追加されております。
●交流（AC）測定は真の実効値方式（TrueRMS）
●バックライト機能
●接触/非接触により導体の通電/非通電を調べ

る電界検出機能搭載
●コンダクタンス測定
●オートレンジ対応の最大値/最小値/平均値レ

コード機能
●オートレンジ対応のキャプチャ（ピークホール

ド）機能はサンプリング時間1ms
●温度測定機能（-50℃〜1000℃：別売温度セ

ンサ要）
　※付属の温度センサでは-50℃〜250℃

ファンクション 測定レンジ 最高確度 分解能 入力抵抗
　

直流電圧 60m/600m/9.999/99.99/999.9V ±（0.06%+2） 0.01mV 10MΩ
交流電圧 60m/600m/9.999/99.99/999.9V ±（0.5%+3） 0.01mV 10MΩ
直流電流 600µ/6000µ/60m/600m/6/10A ±（0.2%+4） 0.1µA
交流電流 600µ/6000µ/60m/600m/6/10A ±（0.6%+3） 0.1µA
抵抗 600/6k/60k/600k/6M/60MΩ ±（0.1%+3） 0.1Ω
コンダクタンス 99.99S ±（0.8%+10） 0.01nS
コンデンサ容量 60n/600n/6µ/60µ/600µ/6m/25mF ±（0.8%+3）※ 0.01nF
温度 -50〜1000℃ ±（0.3%+2） 1℃
周波数 15Hz〜50kHz ±（0.04%+4） 0.01Hz
ロジック周波数 5Hz〜1MHz ±（0.03%+4） 0.001Hz
デューティ比 0%〜100% ±（3d/kHz+2）
導通 20Ω〜300Ωの範囲以下でブザー音　開放電圧約1.2V
ダイオードテスト 開放電圧：約3.5V

　
周波数特性 V：40Hz〜20kHz（99.99V以下）
 A：40Hz〜1kHz
ヒューズ 11A/1000V IR20kA　φ10×38mm
 0.4A/1000V IR30kA　φ6.3×32mm
電源 6F22（9V）×1
寸法/重量 H184×W86×D52mm/約430g（ホルスタ含む）
付属品 テストリード（TL-23a）、ホルスタ（H-700）、
 K型熱電対温度センサ（K-250PC）、取扱説明書
※フィルムコンデンサまたは同等以上の漏れ電流が少ないものについての確度。
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デジタルマルチメータ（AC電源対応）	 ［三和電気計器］
PC20	 ¥11,000（税別）

●4000カウント
●最高確度0.5％
●パソコン接続でのロギング機能
　（別売ケーブル、ソフト必要）
●長時間測定に安心なACアダプタ電源対応
　（別売ACアダプタ必要）
●テスト棒固定機能付き保護ホルスタ
●導通ファンクションは半導体搭載電路の確認

に便利なローパワ―オーム仕様

ファンクション 測定レンジ 最高硬度 分解能
　

直流電圧 400m/4/40/400/1000V ±（0.5%+2） 0.1mV
交流電圧 4/40/400/750V ±（1.2%+5） 0.001V
直流電流 400µ/4000µ/40m/400m/4A/10A ±（1.5%+2） 0.1µA
交流電流 400µ/4000µ/40m/400m/4A/10A ±（1.8%+5） 0.1µA
抵抗 400/4k/40k/400k/4M/40MΩ ±（1.2%+4） 0.1Ω
コンデンサ容量 50n/500n/5µ/50µ/100µF ±（0.5%+6） 0.01nF
導通 10Ω〜120Ωの範囲以下でブザー音　開放電圧：約0.4V
ダイオードテスト　開放電圧：約1.5V

　
電源 R6P（単3）×2
寸法/質量 H167×W90×D48mm/330g（ホルスタ含む）
付属品 テストリード（TL-21a）、ホルスタ（H-70）、取扱説明書

ハンディLCRメータ（〜100kHz）	 ［三和電気計器］
LCR700	 ¥33,800（税別）

●測定周波数：100/120/1k/10k/100kHz
●L、C、R、DCR、D、Q、ESR、θ測定
●オートLCR機能は直列/並列モード自動判別
●測定精度を追求した４端子測定法を採用
●デバイス値選別表示（PASS/FAIL）
●光リンクケーブルLCR-USB（別売）を用いて

パソコンへ測定値を保存可能
●測定範囲　L:20.000µH〜20.000kH
　　　　　　C:200.00pF〜20.00mF
　　　　　　R:20.000Ω〜200.0MΩ

高確度デジタルマルチメータ	 ［三和電気計器］

PC700	 ¥17,800（税別）

●主要機能を凝縮した高確度ベーシックモデル
●最高確度0.06%
●6000&9999カウント
●国際規格IEC61010-01 CAT.Ⅲ600V、
　CATⅡ.1000Vに準拠
●ACV及びDCV測定の最小分解能0.01mV
●高速応答バーグラフ
●デュアル表示「電圧or電流と周波数」「電圧or

電流のAC値とDC値」
●周波数（複数感度を選択可能）、幅広いコンデン

サ容量測定
●オートレンジ対応の相対値（リラティブ）測定
●ロジック周波数やデューティ比測定
●パソコン接続でのデータロギング機能（別売インターフェース要）
●データホールド、レンジホールド機能
●テストリードの誤接続警告機能
●金属面に本体を吊下げられるマグネット付き

ファンクション 測定レンジ 最高確度 分解能 入力抵抗
　

直流電圧 60m/600m/9.999/99.99/999.9V ±（0.06%+2） 0.01mV 10MΩ
交流電圧 60m/600m/9.999/99.99/999.9V ±（0.5%+3） 0.01mV 10MΩ
直流電流 600µ/6000µ/60m/600m/6/10A ±（0.2%+4） 0.1µA
交流電流 600µ/6000µ/60m/600m/6/10A ±（0.6%+3） 0.1µA
抵抗 600/6k/60k/600k/6M/60MΩ ±（0.1%+3） 0.1Ω
コンデンサ容量 60n/600n/6µ/60µ/600µ/6m/25mF ±（0.8%+3）※ 0.01nF
周波数 15Hz〜50kHz ±（0.04%+4） 0.01Hz
ロジック周波数 5Hz〜1MHz ±（0.03%+4） 0.001Hz
デューティ比 0%〜100% ±（3d/kHz+2）
導通 20Ω〜300Ωの範囲以下でブザー音　開放電圧約1.2V
ダイオードテスト 開放電圧：約3.5V

　
周波数特性 V：40Hz〜20kHz（99.99V以下）
 A：40Hz〜1kHz
ヒューズ 11A/1000V IR20kA　φ10×38mm
 0.4A/1000V IR30kA　φ6.3×32mm
電源 6F22（9V）×1
寸法/重量 H184×W86×D52mm/約430g（ホルスタ含む）
付属品 テストリード（TL-23a）、ホルスタ（H-700）、取扱説明書
※フィルムコンデンサまたは同等以上の漏れ電流が少ないものについての確度。

アナログマルチテスタ（ケース一体型）	 ［三和電気計器］ デジタルマルチメータ（ケース一体型）	 ［三和電気計器］
SP-18D	 ¥7,480（税別） CD800a	 ¥7,800（税別）

●200MΩまでの抵抗を低電圧（3V）で測定可能
●0.01µF〜1000µFまでのコンデンサ容量

測定
●抵抗測定は3Vの端子電圧でLEDのチェック

が可能
●バッテリーチェック
●スタンド兼用のパネル面保護カバー付
●落としても壊れにくい耐ショックのトートバ

ンドメータ搭載

ファンクション 測定レンジ 許容差
　

直流電圧 0.3（5kΩ)/3/12/30/120/600V（20kΩ/V） ±3％以内
交流電圧 12/30/120/300/600V（9kΩ/V） ±3％以内
直流電流 60µ/30m/0.3A ±3％以内
抵抗 2k/20k/2M/200MΩ 目盛長の±3％以内
バッテリーチェック 1.5V/1.5Vコイン電池 －
コンデンサ容量 1000µF 概略値

　
周波数特性 30〜70kHz（AC12V）、30〜20kHz（AC30V）
寸法／重量 H159.5×W129×D41.5mm／約320g
付属品 取扱説明書

●4000カウント
●最高確度0.7％
●ハードケース一体型の多機能モデル
●データホールド/レンジホールド機能
●相対値（リラティブ）測定
●オートパワーオフ（約30分）解除可
●導通ファンクションは半導体搭載電路の確認

に便利なローパワ―オーム仕様

ファンクション 測定レンジ 最高確度 分解能
　

直流電圧 400m/4/40/400/600V ±（0.7%+3） 0.1mV
交流電圧 4/40/400/600V ±（1.6%+5） 0.001V
直流電流 40m/400mA ±（2.2%+5） 0.01mA
交流電流 40m/400mA ±（2.8%+5） 0.01mA
抵抗 400/4k/40k/400k/4M/40MΩ ±（1.2%+5） 0.1Ω
コンデンサ容量 50n/500n/5µ/50µ/100µF ±（0.5%+10） 0.01nF
周波数 1Hz〜100kHz ±（0.5%+3）
デューティ比 20%〜80% ±（0.5%+5）
導通 10Ω〜120Ωの範囲以下でブザー音　開放電圧：約0.4V
ダイオードテスト 開放電圧：約1.5V

　
電源 R6P（単3）×2
寸法/質量 H176×W104×D46mm/340g
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多機能型デジタルマルチメータ	 ［三和電気計器］ 多機能型デジタルマルチメータ	 ［三和電気計器］

CD771	 ¥10,800（税別） CD772	 ¥14,800（税別）

●4000カウント
●最高確度0.5%
●コンデンサ容量計測（※漏れ電流の大きいコン

デンサ容量測定は不可）
●周波数測定（ゼロクロス信号のみに対応、入力

抵抗約2kΩ）
●交流・直流1000Vまでの電圧測定
●データホールド/レンジホールド/リラティブ
●オートパワーオフ（約30分）解除可
●バックライト機能搭載の大型液晶表示
●ブザー音と同時に赤色LEDが点灯する導通

チェック機能
●二重成形により外周部は衝撃に強いエラストマーを採用
●セーフティーキャップを付けた4A/10Aの大電流測定端子を別設定
●電流測定機能に高遮断容量（30kA）ヒューズ搭載

ファンクション 測定レンジ 最高確度 分解能
　

直流電圧 400m/4/40/400/1000V ±（0.5%+2） 0.1mV
交流電圧 4/40/400/1000V ±（1.2%+7） 0.001V
直流電流 400µ/4000µ/40m/400m/4/10A ±（1.4%+3） 0.1µ
交流電流 400µ/4000µ/40m/400m/4/10A ±（1.8%+6） 0.1µ
抵抗 400/4k/40k/400k/4M/40MΩ ±（1.2%+5） 0.1Ω
コンデンサ容量 50n/500n/5µ/50µ/100µF ±（5%+10） 0.01nF
周波数 5/50/500/5k/50k/100kHz ±（0.3%+3） 0.001Hz
導通 0〜85Ω（±45Ω）の範囲以下でブザー音とLED点灯
 開放電圧：約0.4V
ダイオードテスト 開放電圧：約1.5V
バッテリーチェック 概略値（30Ω負荷時）1.5V電池専用

　
入力抵抗 DCV：10M〜100MΩ　ACV：10M〜11MΩ

　
周波数特性 40Hz〜400kHz（正弦波）
ヒューズ 0.5A/1000V  30kA  φ6.35×32mm
 10A/1000V  30kA  φ10×38mm
電源 R6（単3）×2
寸法/重量 H166×W82×D44mm/360g
付属品 テストリード（TL-23a）、取扱説明書

●4000カウント
●最高確度0.5%
●交流測定は真の実効値方式（TrueRMS）
●-20.0℃〜300.0℃の温度測定
●導通はブザー音と同時に赤色LEDが点灯
●外周部は衝撃に強いエラストマーを採用
●電圧は交流・直流1000Vまで可能
●電流は交流・直流ともに連続10Aまで、
　5分以内なら15Aまで測定可能
●コンデンサ容量、周波数測定可能
●データホールド/レンジホールド/リラティブ
●オートパワーオフ（約30分）解除可
●バックライト機能搭載の大型液晶表示

ファンクション 測定レンジ 最高確度 分解能
　

直流電圧 400m/4/40/400/1000V ±（0.5%+2） 0.1mV
交流電圧 4/40/400/1000V ±（1.2%+8） 0.001V
直流電流 400µ/4000µ/40m/400m/4/15A ±（1.4%+3） 0.1µA
交流電流 400µ/4000µ/40m/400m/4/15A ±（1.8%+6） 0.1µA
抵抗 400/4k/40k/400k/4M/40MΩ ±（1.2%+5） 0.1Ω
コンデンサ容量 50n/500n/5µ/50µ/100µF ±（5%+10） 0.01nF
温度 -20℃〜300℃（K型センサ付） ±（3%+30） 0.1℃
周波数 5/50/500/5k/50k/100kHz ±（0.3%+3） 0.001Hz
導通 0〜85Ω（±45Ω）の範囲以下でブザー音とLED点灯
 開放電圧：約0.4V
ダイオードテスト 開放電圧：約1.5V

　
入力抵抗 DCV：10M〜100MΩ　ACV：10M〜11MΩ

　
周波数特性 45〜500Hz（4Vレンジ）、45〜1kHz（40Vレンジ以上、ACA）
ヒューズ 0.5A/1000V  30kA  φ6.35×32㎜
 16A/1000V  30kA  φ10×38㎜
電源 R6P（単3型）×2
寸法/質量 H130×W82×D44mm/約360g
付属品 テストリード（TL-25a：全長約1.1m）、
 K型熱電対温度センサ（K-250CD：全長約2m）、取扱説明書

6.5桁デジタル・マルチメータ	 ［ケースレー］

2100/100型	 ¥161,000（税別）

●6.5桁分解能
●直流電圧レンジ：100mV〜1000V、
　　　最高分解能：100nV
●交流電圧レンジ：100mV〜750V、
　　　最高分解能：100nV
●直流電流レンジ：10mA〜3A、
　　　最高分解能：10nA
●交流電流レンジ：1A〜3A、
　　　最高分解能：1µA
●抵抗レンジ：100Ω〜100MΩ、
　　　最高分解能：100µΩ
●RTD
●USB
●4線式抵抗測定

5.5桁デジタル・マルチメータ	 ［ケースレー］

2110-100型	 ¥116,000（税別）

●5.5桁分解能
●直流電圧レンジ：1µV〜1000V、
　　　最高分解能：1µV
●交流電圧レンジ：1µV〜750V、
　　　最高分解能：1µV
●直流電流レンジ：100nA〜10A、
　　　最高分解能：100nA
●交流電流レンジ：10µA〜10A、
　　　最高分解能：10µA
●抵抗レンジ：1mΩ〜100MΩ、
　　　最高分解能：1mΩ
●温度測定：熱電対、RTD、サーミスタ
●4線式抵抗測定
●容量測定
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7.5桁デジタル・マルチメータ	 ［ケースレー］6.5桁デジタル・マルチメータ	 ［ケースレー］

DMM7510	 ¥680,000（税別）DMM6500型/DAQ6510型	 ¥218,000（税別）より

●分解能3.5〜7.5桁の高精度マルチメータ
●直流電圧基本確度（1年）：14ppm
●微小信号測定も可能な最小レンジ：100mV、

1Ω、10µA
●1MS/s、18ビットのデジタイザによる波形

の取込み、表示、転送
●27.5Mポイントのメモリ
●自動校正機能により、確度と安定度を向上
●高解像度タッチスクリーン5型ディスプレイ
●GPIB、USB、LANインタフェースを標準装備
●2年の確度仕様を用意

●6.5桁分解能　●15種類の測定機能　
●100nV/1µΩ/10pAの最小分解能　●5イ
ンチ高感度タッチスクリーン　●超高速1MS/
sデジタイザ　●7M大容量メモリ・バッファ　
●アイコンベースでスマホ感覚操作　●2年の
確度仕様を用意　●最大80チャンネルまで拡張
可能（DAQ6510）　●12種類の77XXシリー
ズ・プラグイン・カードが使用可能
DMM6500：¥218,000
DAQ6510：¥342,000

6	1/2桁	高性能・高機能マルチメータ	 ［岩崎通信機］
VOAC7602	 ¥136,000（税別）

●6 1/2桁
●最高30kサンプル/sでデータ取得可能
●100kポイント内蔵メモリ
●USBメモリダイレクトロギング機能
●ハードコピー専用キーで簡単画面コピー
●数値表示（フォント種類の大きさ可変）
●トレンド表示（〜30kS/s）
●ヒストグラム表示
●アークスケールメータ（針式）
●判定結果
●日本製

5	1/2桁	高性能・高機能マルチメータ	 ［岩崎通信機］
VOAC7502	 ¥110,000（税別）

●5 1/2桁
●最高30kサンプル/sでデータ取得可能
●100kポイント内蔵メモリ
●数値表示（フォント種類の大きさ可変）
●トレンド表示（〜30kS/s）
●ヒストグラム表示
●アークスケールメータ（針式）
●判定結果
●日本製

デジタルマルチメータ	 ［岩崎通信機］

VOAC7520Hシリーズ	 ¥93,000（税別）より

●最大表示509999の5 1/2桁
●アイソレートされた2チャネル入力
　（VOAC7523/7520）
●測定値を直流電圧で出力（オプション）
●電流レンジDC/ACともに10Aを装備
●デジタルI/O（オプション）
●熱電対を利用した本格的温度測定
●日本製

デジタル・マルチメータVOAC7520Hシリーズ
型　名  標準価格（税別）

　
VOAC7523H 2チャネル入力、デュアルファンクション ¥133,000
VOAC7522H 4端子抵抗測定、デュアルファンクション ¥104,800
VOAC7520H 2チャネル入力、デュアルファンクション ¥123,000
VOAC7521H 4端子抵抗測定、デュアルファンクション ¥93,000

　
オプション
SC-351 LANインタフェース ¥23,000
SC-352 DIOインタフェース ¥20,000
SC-353 GPIBインタフェース ¥25,000
SC-354 D/A出力 ¥45,000
SC-525 RS USBコンバータ ¥10,000

パワーアナライザ	 ［岩崎通信機］

PPA500/PPA1500シリーズ	 ¥460,000（税別）より

●基本電力読み確度：0.1%
●周波数帯域：DC、10mHz〜
　500kHz（PPA500）/1MHz（PPA1500）
●直接電圧入力：〜1kVrms（2.5kVpk）
●直接電流シャント入力：
　〜20Arms（300Apk） 標準モデル
　〜30Arms（1kApk） HCモデル
●相数（V,A組数）：1相〜3相モデル
●底面がA4サイズ並のコンパクト設計
●480×272ドットのLCD搭載で鮮明な数値

表示、グラフ表示（PPA1500）可能

パワーアナライザ	 ［岩崎通信機］

PPA4500/PPA5500シリーズ	 ¥990,000（税別）より

●基本電力読み確度：0.04%/0.02%
●周波数帯域：DC、10mHz〜2MHz
●直接電圧入力：〜1kVrms（3kVpk）
●直接電流シャント入力：
　〜10、30、50Armsの3モデル
●No-Gap測定でリアルタイム電力表示
●インバータや可変速モータ測定に最適
●無償ソフトウェアで任意の電力
　パラメータを高速ロギング可能
●外部I/F：RS232、USB、LAN、GPIB
　（LAN、GPIBはPPA5500標準）に対応
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6	1/2	桁デジタル・マルチメータ（最高300回/秒）	 ［キーサイト］デジタル・マルチメータ	 ［キーサイト］

34460A	 ¥191,922（税別）EDU34450A	 ¥132,592（税別）

●6 1/2桁の分解能
●確度： DCV 0.0075%
●最高測定速度300回/秒
●画期的な測定結果表示（統計、バーメータ、
　ヒストグラム）
●電流測定レンジ：100µA〜3A
●温度測定
●USB（標準）、LAN、GPIB（オプション）
●BenchVueソフトウェアに対応

●スマートベンチエッセンシャル・シリーズ
●5 1/2桁の分解能
●DCV、DCI、真RMS ACV、ACI、2線および
　4線抵抗、周波数、通電、ダイオードテスト、
　温度およびキャパシタンス
●DCV基本確度：0.015%

6	1/2桁高速・高性能デジタル・マルチメータ	 ［キーサイト］
34465A	 ¥278,530（税別）

34465A Truevoltシリーズ デジタル・マルチ
メータは、高いレベルの確度、速度、分解能を提
供します。
●基本測定機能：DC/AC電圧、DC/AC電流、2

端子/4端子抵抗、周波数、周期
●その他測定機能：キャパシタンス、導通、
　ダイオード、温度測定、デジタイジング
●最大6 1/2桁の分解能
●オプションで最高50,000回/秒の測定速度
●オプションで最大2,000,000個の読み値メ

モリ
●100mV〜1,000Vの電圧レンジ
●1µA〜10Aの電流レンジ
●USBおよびLANインタフェース、オプションでGPIB
●BenchVueソフトウェアに対応
●グラフィカルなディスプレイ：トレンドチャート、ヒストグラム、バーチャート、
　ラベリング機能など

6	1/2	桁デジタル・マルチメータ（最高1,000回/秒）	［キーサイト］
34461A	 ¥220,768（税別）

●6 1/2桁の分解能
●確度： DCV 0.0035%
●最高測定速度1,000回/秒
●画期的な測定結果表示（統計、バーメータ、
　ヒストグラム、トレンド）
●電流測定レンジ：100µA〜10A
●温度測定
●34401Aと100％互換
●USB、LAN（標準）、GPIB（オプション）
<34401Aの正統な後継機種は34461A>
●BenchVueソフトウェアに対応

7	1/2桁高速・高性能デジタル・マルチメータ	 ［キーサイト］
34470A	 ¥654,584（税別）

34470A Truevolt シリーズ デジタル・マルチ
メータは、高いレベルの確度、速度、分解能を提
供します。
●基本測定機能：DC/AC電圧、DC/AC電流、2

端子/4端子抵抗、周波数、周期
●その他測定機能：キャパシタンス、導通、ダイ

オード、温度測定、デジタイジング
●最大7 1/2桁の分解能
●オプションで最高50,000回／秒の測定速度
●オプションで最大2,000,000個の読み値メ

モリ
●100mV〜1,000Vの電圧レンジ
●1µA〜10Aの電流レンジ
●USBおよびLANインタフェース、オプションでGPIB
●BenchVueソフトウェアに対応
●グラフィカルなディスプレイ：トレンドチャート、ヒストグラム、バーチャート、
　ラベリング機能など

電源出力付	5	1/2	桁デジタル・マルチメータ	 ［キーサイト］
U3606B	 ¥252,391（税別）

●DC電源とマルチメータが一体化
●30V/1A、8V/3A のDC電源
●5 1/2 桁 マルチメータ
●DC/AC電圧、DC/AC電流、抵抗、周波数、
　キャパシタンス、導通、ダイオード
※いわゆるSMUとは異なり、電源とマルチメー

タは独立して動作します。

5	1/2	桁デジタル・マルチメータ（最高190回/秒）	 ［キーサイト］
34450A	 ¥174,718（税別）

●最高測定速度 190回/秒
●温度、キャパシタンス測定も可能
●USB標準装備
●SCPI互換
●デュアル測定表示（AC/DC、AC/周波数）

ナノボルト/マイクロオーム・メータ	 ［キーサイト］
34420A	 ¥1,120,798（税別）

●7 1/2桁ナノボルト/マイクロオーム・メータ
●基本DC確度：0.003%（1年）
●DC電圧、2端子/4端子抵抗、低電力抵抗
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標準マルチメータ	 ［キーサイト］

U1241C	 ¥70,438（税別）

●4桁（10,000カウント）の分解能
●0.09%の基本DC確度
●電圧レンジ：1000.0mV〜1000.0V
　電流レンジ：1000.0µA〜10.000A
　抵抗レンジ：1000.0Ω〜100.00MΩ
●キャパシタンス/周波数/温度/導通/ダイオー

ド
●ワンプッシュデータ保存
●保護等級IP67防塵防浸水設計
●本体/PCデータロギング（ソフトはWebから

無料でダウンロード可能）

高性能マルチメータ	 ［キーサイト］

U1251B	 ¥91,847（税別）

●4 1/2桁（50,000カウント）の分解能
●0.03%の基本DC確度
●電圧レンジ：50.000mV〜1000.0V
　電流レンジ：500.00µA〜10.000A
　抵抗レンジ：500.00Ω〜50.00MΩ
●キャパシタンス/周波数/温度/導通/ダイ

オード
●PCデータロギング（ソフトはWebから無

料 で ダ ウ ン ロ ー ド 可 能。PC接 続 ケ ー ブ ル
（U1173A）の購入が別途必要）

高性能マルチメータ	 ［キーサイト］

U1253B	 ¥107,394（税別）

U1253Bは、U1252Bの全機能に加えて、以下
の特徴を備えています。
●OLED（有機発光ダイオード）ディスプレイに

よる抜群の視認性
●最大1,000ポイントのデータロギング（内蔵

メモリ）

高性能マルチメータ	 ［キーサイト］

U1252B	 ¥98,137（税別）

U1252Bは、U1251Bの全機能に加えて、以下
の特長を備えています
●0.025%の基本DC確度
●20MHz周波数カウンタ
●0.5〜4800Hz方形波発生器内蔵
●500MΩ抵抗測定
●充電池・充電器標準装備

標準マルチメータ	 ［キーサイト］

U1242C	 ¥74,826（税別）

U1242Cは、U1241Cの全機能に加えて、以下
の特徴を備えています
●最大200ポイントのデータロギング（内蔵メ

モリ）
●高調波比測定機能
●2点温度測定（ただし表示は温度1、温度2、2

点間温度差のいずれかひとつ。ボタンにより切
り替え）

●Zlow低インピーダンス測定
●Vセンス（非接触ACV検出機能）

工業用マルチメータ	 ［キーサイト］

U1271A	 ¥81,959（税別）

現場で役立つ機能が満載 - 工業用マルチメータ
●スリムなボディ、大きなボタン
●簡単なヒューズ交換
●IP54の保護等級
●ノイズを除去するローパス・フィルタ
●電圧レンジ：300.00mV〜1000.0V
●電流レンジ：300.00µA〜10.000A
●抵抗レンジ：300.00Ω〜100MΩ
●キャパシタンス/周波数/温度/導通/ダイ

オード

デジタル・マルチメータ	 ［キーサイト］

U1281A/U1282A	 ¥107,744（税別）より

高性能マルチメータ・プログラマブルモデル
基本DC確度0.025%
直流電圧60.000mV〜1000.0V、6レンジ
交流電圧60.000mV〜1000.0V、6レンジ
直流電流600.00µA〜10.000A、6レンジ
交流電流600.00µA〜10.000A、6レンジ
抵抗　　600.00Ω〜60.000MΩ、7レンジ
内部メモリ
　手動100データ
　自動/イベント10000データ
その他　周波数、温度、キャパシタンス、導通、ダ
イオード
真の実効値測定（方形波出力、Vセンス-非接触AC電圧検知、周波数カウンタ、ローパス
フィルタ）※U1282Aのみの機能です
CAT III 1000V/CAT IV 600V
●必要な測定データのみワンプッシュで保存可能
●SCPIに準じたコマンドでプログラム可能
●保護等級IP67防塵防浸、タフな耐環境性能
●800時間バッテリー

U1281A　¥107,744
U1282A　¥118,715

ハンドヘルドLCRメータ（〜10kHz）	 ［キーサイト］

U1732C	 ¥80,242（税別）

●低価格でもシッカリ使えるLCRメータ
●測定周波数：100Hz/120Hz/1kHz/10kHz
●Z / L / C / R / D / Q / θ / ESR
●バックライト

ハンドヘルドLCRメータ（〜100kHz）	 ［キーサイト］
U1733C	 ¥91,018（税別）

●低価格でもシッカリ使えるLCRメータ
●測定周波数：
　100Hz/120Hz/1kHz/10kHz/100kHz
●Z / L / C / R / D / Q / θ / ESR / DCR
●バックライト
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ハンドヘルドLCRメータ（〜100kHz）	 ［テクシオ］

LCR-916	 ¥58,000（税別）

2線/4線測定ができるハンディLCR
●測定周波数：100Hz/120Hz/1kHz/10kHz/
　100kHz
●基本確度：0.2%
●L、C、R、直流R、D、Q、ESR、θ
●Auto LCRモード　●バーグラフ表示
●並列/直列測定　●USB：PCデータログ通信
用　●3電源方式：電池、USBバスパワー、AC
アダプタ（付属）　●付属：ショートキューブ、ワ
ニ口クリップ、ハンドル、電池、SMDピンセット、
ACアダプタ、USBケーブル、PCソフトウェア

6	1/2桁デジタルマルチメータ	 ［テクシオ］

DL-2060シリーズ	 ¥110,000（税別）より

最高2000回/秒の高速測定が可能
●フルスケール1199999カウント
●2Wireと4Wire の抵抗測定が選択可能
●熱電対、RTDによる温度測定が可能
●真の実効値（True RMS）測定
●USB標準装備　●LabVIEW対応
●VGタイプはGP-IB標準装備
●VRタイプはRS-232C標準装備
DL-2060：¥110,000
DL-2060VR：¥116,000
DL-2060VG：¥126,800

6	1/2桁デュアルディスプレイDMM	 ［テクシオ］6	1/2桁デジタルマルチメータ	 ［テクシオ］

GDM-8261A	 ¥99,800（税別）DL-1060シリーズ	 ¥90,000（税別）より

●6 1/2桁、1199999カウント、デュアル表示
●高精度：0.0035%（DCV）
●DC電流レンジ：100µA〜10A、
　最高分解能：100pA
●デュアル表示：ACV+Hz、DCV+dB、
　ACV+dBなど
●機能：MAX/MIN、ホールド、リラティブ/コン

ペアなど
●真の実効値：AC、AC+DC
●広い周波数応答レンジ（ACV）：3Hz〜300kHz
●I/O：USBデバイス/RS-232/デジタル I/O、

GPIB（オプション）、LAN（オプション）
●オプション：16CHスキャナカード（別売）を装着可能
●オプション
　GP-IBボード ¥12,000
　LANボード ¥32,000
　16チャンネルスキャナカード ¥36,000

●最高5000回/秒の高速測定が可能（4 1/2桁
時）

●フルスケール1199999カウント
●2種類の測定結果を同時に表示可能なデュア

ル表示機能
●2wireと4wireの抵抗測定が選択可能
●冷接点補償回路を内蔵し、熱電対用ミニチュア

プラグを前面に用意
●真の実効値（True RMS）測定
●USB標準装備
●LabVIEW対応

DL-1060： （USB標準搭載） ¥90,000
DL-1060VR： （USB/RS-232C標準搭載） ¥96,000
DL-1060VG： （USB/GP-IB標準搭載） ¥108,800

デュアル表示デジタルマルチメータ	 ［テクシオ］

GDM-906Xシリーズ	 ¥119,800（税別）より

●6 1/2桁（1,200,000カウント）測定
●4.3インチ大型LCD表示
●デュアル測定・デュアル表示
●大容量メモリによるヒストグラム・トレンド

チャート表示
●通信インタフェース：RS-232C、USB、
　LAN、GP-IB（オプション）
●GDM-9061：¥138,000
　DCV基本確度：0.0035%
●GDM-9060：¥119,800
　DCV基本確度：0.0075%

LCRメータ	 ［エヌエフ回路］

ZM2376	 ¥350,000（税別）

●測定周波数：1mHz〜5.5MHz、分解能：6桁
●基本確度：0.08%、表示分解能：最高6桁
●測定速度：最高2ms
●測定信号レベル10mV〜5V/1µA〜200mA 
●定電圧/定電流駆動、DCR測定
●コンパレータ機能、トリガ同期駆動
●マルチ測定
●USB、RS-232、GPIB、LAN（オプション）
●ハンドラインタフェース
●コンタクトチェック機能

LCRメータ	 ［エヌエフ回路］

ZM2371/ZM2372	 ¥200,000（税別）より

●測定周波数：1mHz〜100kHz、分解能：5桁
●基本確度：0.08%、表示分解能：最高6桁
●測定速度：最高2ms
●測定信号レベル：10mVrms〜5Vrms
●定電圧/定電流駆動、DCR測定
●コンパレータ機能、トリガ同期駆動
●USB/RS-232インタフェース
●ハンドラインタフェース/コンタクト
　チェック機能（ともにZM2372のみ）
ZM2371  ¥200,000（税別） 
ZM2372  ¥240,000（税別）

新新規在庫規在庫
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基本機能を押えたスタンダード	 ［日置電機］

デジタルマルチメータ	DT4252	 ¥20,000（税別）

幅広い用途で使用できる!
測定応答スピード約0.6秒の
スタンダードモデル
●最大表示 6000
●ローパスフィルタ機能
●USB通信（オプション）
●RMS（真の実効値整流）
●CAT Ⅲ 1000V/CAT IV 600V
●直接入力10A測定（ACクランプ入力なし）

基本機能を凝縮したスリムタイプ	 ［日置電機］

デジタルマルチメータ	DT4222/DT4224	¥15,000（税別）より

●最大表示6000、オートホールド機能
●電流機能なし
●ダイオードテスト、静電容量測定機能
●CATⅢ 600V/CATⅣ 300V
●漏電ブレーカ誤遮断機能搭載（DT4224）
●誤入力は警告機能でお知らせ（DT4224）
●DT4222：¥15,000（税別）
　DT4224：¥18,000（税別）

高確度・高速応答を両立!	 ［日置電機］通信機能で現場での測定作業を省力化!	 ［日置電機］

通信機能で現場での測定作業を省力化!	 ［日置電機］

デジタルマルチメータ	DT4282	 ¥56,000（税別）CM4371-50/CM4375-50	 ¥35,000（税別）より

デジタルマルチメータ	DT4261	 ¥28,000（税別）より

プロの仕事をスピーディーに!
高確度・高速応答を両立したモデル
●豊富な測定機能
●最大表示 60000
●DC+AC電圧測定可能
●+PEAK, -PEAK測定
●ローパスフィルタ機能
●USB通信（オプション）
●RMS（真の実効値整流）
●CAT Ⅲ 1000V/CAT IV 600V
●直接入力10A測定（ACクランプ入力なし）

●-25℃〜+65℃の使用範囲
●防塵防水性能（IP54）
●CM4371-50：20.00A/600.0Aレンジ
●CM4375-50：1000Aレンジ
●端子間最大電圧：DC1000V
　（オプションP2000使用時はDC2000V）
●オプションZ3210とGENNECT Crossで

Excel直接入力。測定作業を省力化
●CM4371-50：¥35,000（税別）
　CM4375-50：¥45,000（税別）

●オプションZ3210とGENNECT Crossで
Excel直接入力。測定作業を省力化

●テストリードの誤挿入を防止する端子シャッ
ター機能

●テストリードとキャップを一体化
●高い防じん防水性能（国際規格IP54対応）
●CATⅢ 1000V, CAT IV 600V
●オプションP2000でDC2000Vまで対応

空調・計装計測のベストパートナー	 ［日置電機］

デジタルマルチメータ	DT4253	 ¥24,000（税別）

空調・計装・ガス機器測定に!
4-20mA換算表示機能有り
●最大表示 6000
●ローパスフィルタ機能
●計装mAレンジあり
●ACクランプ電流測定
●温度測定機能あり（オプション：DT4910）
●USB通信（オプション）
●RMS（真の実効値整流）
●CAT Ⅲ 1000V/CAT IV 600V
●DC 60µA〜60mA測定

安全性重視、電圧測定メインの方に	 ［日置電機］

デジタルマルチメータ	DT4221/DT4223	¥15,000（税別）より

●最大表示6000、オートホールド機能
●電流機能なし
●交直流自動判別機能
●導通チェック・検電機能
●CATⅢ 600V/CATⅣ 300V
●漏電ブレーカ誤遮断機能搭載（DT4223）
●誤入力は警告機能でお知らせ（DT4223）
●DT4221：¥15,000（税別）
　DT4223：¥18,000（税別）

高速高安定・これからのスタンダード	 ［日置電機］
LCRメータ	IM3536	 ¥458,000（税別）

●測定周波数：DC, 4Hz〜8MHz
●測定時間：最速1ms
●基本確度：±0.05% rdg
●1mΩからの確度保証、低インピーダンス測定

も安心
●研究開発から生産ラインまで幅広い分野で

活躍

現場作業を安全に!	 ［日置電機］

デジタルマルチメータ	DT4255	 ¥20,000（税別）

●限流抵抗と速断型ヒューズで短絡事故防止
●直・交流電圧、周波数、抵抗、静電容量測定
●導通チェック、ダイオードテスト、検電機能

搭載
●オプションの電流センサでAC電流測定可能
●交直自動判別機能
●CATⅢ 1000V/CATⅣ 600V

最多機能搭載機!	 ［日置電機］

デジタルマルチメータ	DT4256	 ¥22,000（税別）

●4-20mA測定およびパーセント換算機能搭載
●直・交流の電圧、直・交流電流測定
●周波数、抵抗、静電容量測定
●導通チェック、ダイオードテスト、検電機能

搭載
●交直自動判別機能
●CATⅢ 1000V/CATⅣ 600V
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研究開発から生産現場まで対応	 ［日置電機］

LCRメータ	IM3533、IM3533-01	 ¥349,000（税別）より

●測定周波数：DC, 1mHz〜200kHz
●測定時間：最速2ms
●基本確度：±0.05% rdg
●（-01）仕様には周波数スイープ機能を搭載
●研究開発から各種生産ラインまで対応
●IM3533：¥349,000（税別）
　IM3533-01：¥414,000（税別）

高速・高確度・高分解能のDC4端子抵抗計	 ［日置電機］

抵抗計	RM3545	 ¥245,000（税別）

●測定電流：1A  Max.
●測定スピード：最速2ms〜
●最小分解能：0.01µΩ
●測定可能範囲0.00µΩ〜1200MΩ
●基本確度0.006%
●開放端子電圧20mV以下の
　ローパワー抵抗測定モードへ切替可能

CEマーク対応のカードサイズDMM	 ［日置電機］

カードハイテスタ3244-60	 ¥4,500（税別）

●重さわずか60g、厚さ9.5mmのカードサイズ
●フルオートレンジとオートパワーセーブ機能
●CAT II 600、CAT III 300V対応
●最大表示4199
●平均値整流

低抵抗測定に対応した抵抗計	 ［日置電機］

バッテリ駆動のポータブル抵抗計	 ［日置電機］

抵抗計	RM3544/RM3544-01	 ¥92,000（税別）より

抵抗計	RM3548	 ¥120,000（税別）

●測定電流：300mA  Max.
●測定スピード：最速18ms〜
●最小分解能：1µΩ
●測定可能範囲0.000mΩ〜3.5MΩ
●基本確度0.02%
●外部出力制御端子付の-01仕様
●RM3544：¥92,000（税別）
　RM3544-01：¥120,000（税別）

●測定電流：1A  Max.
●最小分解能：0.1µΩ
●測定可能範囲0.0µΩ〜3.5MΩ
●基本確度0.02%
●メモリ1,000個まで簡単記録
●現場で使える電池駆動
　単3形アルカリ乾電池（LR6）×8本
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50MHzファンクションジェネレータ	［菊水電子工業］
FGA5050	 ¥160,000（税別）より

任意波形機能を搭載したファンクションジェネ
レータ　●正弦波：1µHz〜50MHz／方形波：
1µHz〜25MHz　●正弦波、方形波、ランプ波、
三角波、パルス波、ノイズ波、DC、任意波形出力
● 各 種 変 調 機 能（AM、FM、PM、FSK、PWM、
周波数スイープ、バースト、外部変調）　●16
ビット／50MHzパターン出力　●14ビット／
256Kポイント、125Mサンプル/s。10MHz
クロック入出力、トリガ入出力（TTL互換）　
●GPIBインターフェース付FGA5050GCも
あり

波形発生器（20MHz/30MHz）	 ［キーサイト］
33500Bシリーズ	 ¥350,378（税別）より

●20MHz/30MHzの正弦波、方形波、パルス
●周波数、チャネル数、任意波形機能の有無から

選べる全8モデル
●<40psジッタ、<0.04%全高調波歪みと高

い信号品質
●LAN（LXI Class C準拠）、USB、GPIB（標準）
●オプションでベースバンドIQ信号の出力
（2ch、任意波形搭載モデルのみ）

●周波数、任意波形などをアップグレード可能

型名 チャネル数 周波数帯域 任意波形 希望小売価格
　

33509B 1ch 20MHz なし ¥350,378
33510B 2ch 20MHz なし ¥530,632
33511B 1ch 20MHz あり ¥411,998
33512B 2ch 20MHz あり ¥624,407
33519B 1ch 30MHz なし ¥391,734
33520B 2ch 30MHz なし ¥593,739
33521B 1ch 30MHz あり ¥452,937
33522B 2ch 30MHz あり ¥687,515

●80MHz/120MHzの正弦波、方形波、パルス
●周波数、チャネル数から選べる全4モデル
●<1psジッタ、<0.03%全高調波歪みと高い

信号品質
●LAN（LXI Class C 準拠）、USB（標準）、GPIB
（オプション）

●オプションでベースバンドIQ信号の出力
●周波数をアップグレード可能

型名 チャネル数 周波数帯域 希望小売価格
　

33611A 1ch 80MHz ¥793,750
33612A 2ch 80MHz ¥1,138,202
33621A 1ch 120MHz ¥931,007
33622A 2ch 120MHz ¥1,336,197

波形発生器（80MHz/120MHz）	 ［キーサイト］
33600Aシリーズ	 ¥793,750（税別）より

ファンクション・ジェネレータ	 ［キーサイト］

EDU33211A/12A	 ¥139,581（税別）より

●スマートベンチエッセンシャル・シリーズ
●20MHz周波数帯域幅
●シングル&デュアル・チャネル
●6種類の内蔵変調タイプと17種類の汎用的
　波形に対応
●16ビットの任意波形、チャネルあたり最大

8Mサンプルメモリに対応
●EDU33211A　¥139,581
　EDU33212A　¥170,422

●2ch 出力
●50種類の標準波形と任意波形出力
●14ビット垂直分解
●連続／スイープ／変調／バースト出力モード

に対応
●6桁の周波数カウンタ機能搭載
●5年保証

型名 CH 正弦波 方形波/パルス波 標準価格　
　

AFG1022 2 25MHz 12.5MHz ¥149,000
AFG1062 2 60MHz 30MHz ¥202,000

　

●9型静電容量型タッチ・ディスプレイ
●被測定物に印加された波形をリアルタイムに

モニタ
●波形シーケンス機能
●内蔵の波形生成ツールにより指先で波形作成
●USB、GPIB、LAN　インターフェース

型名 CH 正弦波 方形波/パルス波 標準価格　
　

AFG31021 1 25MHz 20MHz ¥376,000
AFG31022 2 25MHz 20MHz ¥591,000
AFG31051 1 50MHz 40MHz ¥422,000 
AFG31052 2 50MHz 40MHz ¥656,000
AFG31101 1 100MHz 80MHz ¥762,000
AFG31102 2 100MHz 80MHz ¥1,080,000
AFG31151 1 150MHz 120MHz ¥907,000
AFG31152 2 150MHz 120MHz ¥1,290,000
AFG31251 1 250MHz 160MHz ¥1,670,000
AFG31252 2 250MHz 160MHz ¥2,550,000

　

任意波形/ファンクション・ジェネレータ	 ［テクトロニクス］任意波形/ファンクション・ジェネレータ	 ［テクトロニクス］
AFG1022/AFG1062	 ¥149,000（税別）よりAFG31000シリーズ	 ¥376,000（税別）より
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ポータブル信号発生器	 ［キャンドックス］

CDX-TMS138A	 ¥200,000（税別）

乾電池（別売）で8時間動作。AC電源も可。
電源の無い場所の通信保守や建設に最適。
●周波数範囲：140MHz〜4,000MHz
●周波数確度：±1ppm以内
●周波数分解能：0.1MHz Step
●出力レベル：+3〜-12dBm（1dB Step）
●出力レベル精度：±1dBm以内
●外寸：W135×D180×H50mm
●重量：1kg以下（電池含まず）

5G向けポータブル信号発生器	［キャンドックス］

CDX-TMS138C	 ¥400,000（税別）

「5G」Sub6GHz帯におけるフィールドでの実
験や研究開発に最適
●持ち運びに便利な超小型、軽量タイプ（約
500g）　●充電式電池で連続動作6時間以上
●ACアダプタでの使用可能　●広い周波数範囲

（0.7〜6.0GHz）＊設定STEP：0.1MHz
●広い出力レベル範囲(+10dBm〜－59dBm）
＊設定STEP：1dB　●低スプリアスの信号発
生（-70dBc以下）＊高調波を除く
●バックライト付き液晶表示
●最大10個の設定メモリ機能を搭載

マルチファンクションジェネレータ	 ［エヌエフ回路］
WF1973/WF1974	 ¥198,000（税別）より

●0.01µHz〜30MHz
●正弦波、方形波、パルス波、ランプ波、ノイズ、

DC、パラメタ可変波形、任意波
●外部・内部変調、スイープ機能
●連続、バースト/トリガ/ゲート発振
●シーケンス機能
●グラフィカルなユーザ・インタフェース
●2チャネル連動動作（WF1974のみ）
WF1973（1チャネル） ¥198,000（税別）
WF1974（2チャネル） ¥298,000（税別）

ディジタルファンクションジェネレータ	 ［エヌエフ回路］

DF1906	 ¥98,000（税別）

●DDS（ディジタル直接合成）方式
●0.1mHz〜2MHzの広い周波数範囲
●正弦波、方形波、三角波、任意波、DC
●任意波形作成ソフトウエア付属
●連続/トリガ/ゲート/バースト発振が可能
●出力ON/OFF機能、設定メモリ（20通り）、
　LOAD機能、バックアップ機能などを装備
●USBインタフェース装備
●ワールドワイドの電源入力AC100V〜240V
●軽量コンパクト（約1.2kg、奥行93.5mm）

マルチファンクションジェネレータ	 ［エヌエフ回路］
WF1947/WF1948	 ¥198,000（税別）より

●0.01µHz〜30MHz
●振幅分解能 16ビット
●正弦波、方形波、パルス波、ランプ波、ノイズ、

DC、任意波
●外部・内部変調、スイープ機能
●連続、バースト/トリガ/ゲート発振
●低ノイズ、低ひずみ
●2 チャネル連動動作（WF1948のみ）
WF1947（1 チャネル） ¥198,000（税別）
WF1948（2 チャネル） ¥298,000（税別）

任意波形/ファンクション・ジェネレータ	 ［岩崎通信機］
SG-4222/SG-4262	 ¥74,800（税別）より

●2チャンネル出力
●周波数安定度：1ppm
●3.5インチカラーディスプレイ
●200MSa/sサンプリングレート
●標準 2Mポイントまたは8Mポイント、
　16Mポイント/CH（出荷時オプション）
●位相ノイズ：125dBc/Hz、ジッタ：200ps
●8次高調波ジェネレータ機能
●7桁/s 200MHz 帯域周波数カウンタ
●160種のビルトイン波形、　変調機能：AM、
　FM、PM、ASK、FSK、PSK、PWM
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RF周波数カウンタ（10桁/s）	 ［キーサイト］

53210A	 ¥473,051（税別）

●周波数レンジDC〜350MHz
●1チャネル標準装備
●6GHz、15GHz対応の第2 チャネルをオプ

ション装備
●周波数、周期、周波数比
●4.3インチ・カラー・ディスプレイ
●統計、ストリップ・チャート、ヒストグラム

表示
●LAN（LXI Class C準拠）、USB、GPIB

ユニバーサル周波数カウンタ/タイマ	 ［キーサイト］
53220A/53230A	 ¥545,186（税別）より

●周波数レンジDC〜350MHz　●2チャネル
標準装備　●6GHz、15GHz対応の第3チャネ
ルをオプション装備　●周波数、周波数比、タイ
ム・インターバル、パルス測定　●取りこぼしの
ない連続測定（53230A）　●パルス・マイクロ
波測定（53230Aのみオプション）　●4.3イ
ンチ・カラー・ディスプレイ　●統計、ストリッ
プ・チャート、ヒストグラム表示　●LAN（LXI 
Class C準拠）、USB、GPIB
53220A　¥545,186
53230A　¥844,637

最大12桁ユニバーサルカウンタ	 ［岩崎通信機］

SC-7217A/SC-7215A/SC-7205A	¥110,000（税別）より

●最大12桁表示（SC-7217A、SC-7215A）
●最高3GHz（SC-7217A）
●3GHz×1ch、230MHz×2ch（SC-7217A）
●コンパレート、統計演算機能によりライン検査

作業の効率化が容易
●USB（リモート）、LAN、デジタルI/O、各イン

タフェースを標準装備（SC-7217A）
●SC-7217A：¥298,000
　SC-7215A：¥210,000
　SC-7205A：¥110,000
●日本製

DMM付絶縁抵抗計	 ［フルーク］

Fluke	1587FC	 ¥109,800（税別）

絶縁テスターとマルチメーターの全機能を一体
に集約したハンドヘルドの測定器です。
●試験電圧：
　50V, 100V, 250V, 500V, 1000V
●レンジ：
　0.01MΩ〜2GΩ
●30V超の電圧検知機能により、通電状態の回

路で絶縁試験を行う危機を事前に回避
●AC/DC電 圧、DCmV、AC/DCmA、抵 抗、導

通試験、静電容量、ダイオードテスト、Min/
Max、周波数測定

ナノボルトメータ	 ［ケースレー］

2182A/J	 ¥881,000（税別）

●1nV電圧分解能、最大100Vまでの測定
●15nVp-pノイズ（反応時間1秒時）
●7.5桁分解能
●2チャンネル（切替）
●デルタモード
●アナログ出力
●熱電対用冷接点補償内蔵
●GPIB/RS232

エレクトロメータ	 ［ケースレー］

6514/J	 ¥1,230,000（税別）

●0.1fAの電流分解能と1fA未満のノイズ
●200TΩを超える入力抵抗（電圧測定時）
●20µCまでの電荷測定
●最大1200読取/秒
●アナログ出力
●GPIB/RS232

ピコアンメータ	 ［ケースレー］

6485/J	 ¥443,000（税別）

●10fAの電流分解能
●5.5桁分解能
●200nV未満の電圧降下
●最大1000読取/秒
●485型互換モード
●アナログ出力
●GPIB/RS232

JIS認証のメガー	 ［日置電機］

絶縁抵抗計	IR4051-10、IR4051-11	 ¥26,000（税別）より

●JIS認証の絶縁抵抗測定5レンジ搭載
●本体一体型のハードケースモデル
●コンパレータ機能搭載
●コンクリート上1mからの落下に耐える耐衝

撃設計
●IR4051-10（スイッチなしリード付属）
　¥26,000、
　IR4051-11（スイッチ付きリード付属）
　¥30,000

JIS認証の大画面高速デジタルメガー	 ［日置電機］ 測定値をスマホに転送するアダプタ	 ［日置電機］

絶縁抵抗計	IR4052-50、IR4052-51	 ¥39,000（税別）より ワイヤレスアダプタ	Z3210	 ¥12,000（税別）

●JIS認証の絶縁抵抗測定5レンジ搭載
●コンパレータ判定結果応答時間0.3秒
●200mAによる導通チェック機能
●オプションのZ3210による
　Bluetooth通信、スマホでデータ処理
●暗い現場でも使用できる高輝度白色LED照明 
●IR4052-50（スイッチなしリード付属）
　¥39,000 
●IR4052-51（スイッチ付きリード付属）
　¥43,000

●iOS 13以降, Android 8以降
　Bluetooth 4.0以降
●ワイヤレスで転記ミスを防止し、省人化をサ

ポート
●無償アプリで測定値・グラフ・写真を用いたレ

ポートを作成
●50か国以上の国・地域の電波規制に対応
●IR4052以外でも対応測定器を増やす
●Excelへの測定値直接転送機能も予定中
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デジタル超高抵抗/微少電流計	 ［エーディーシー］

5450/5451	 ¥540,000（税別）より

●±1000Vの電圧発生で絶縁材料や半導体評
価に最適

●微少電流測定：1fA〜19.9999mA
●高抵抗測定：3×1017Ω
●高速測定：最高1000サンプリング/秒
●用途に合わせて最適な測定条件が用意された

プリセット機能
●測定値の変化をグラフで表示
●ルーチン測定に便利なシーケンス・プログラム
●絶縁抵抗測定の豊富なアクセサリを用意
●GPIBを標準装備（BCD出力はオプション）

 5450 5451
　

表示桁数 5½桁 5½桁
電流測定範囲 1fA〜20mA 1fA〜20mA
抵抗測定範囲（電圧印加） 10Ω〜3×1017Ω 10Ω〜3×1017Ω
直流電源：発生範囲 ±1000V ±1000V
分解能 1mV 1mV
1000Vフローティング測定 ○ ×
サンプリング速度（回/秒） 1000 回 1000 回
GPIB ○ ○
BCD OUTPUT オプション オプション
価格（税別） ¥650,000 ¥540,000

4	1/2桁ライン用光パワーメーター	 ［エーディーシー］

8230E/8230E+11	 ¥85,000（税別）より

●光ディスクの開発や生産ラインに最適
●汎用センサ82311付き（8230E+11）
●用途に対応した4種のセンサを用意
　○200mW対応のハイ・パワー光センサ
　○低価格な汎用光センサ
●1nmステップの波長感度補正機能を装備
●4 1/2桁、0.01dB分解能を実現
●パワー校正波長：650nm/780nmに対応
●USBインターフェース標準装備
●価格　8230E　　　　¥85,000
　　　　8230E+11　¥118,000

5	1/2桁ライン用光パワーメーター	 ［エーディーシー］

8230	 ¥118,000（税別）

●次世代光ディスクの開発や生産、青紫・高出力
レーザーの評価に最適

●用途に対応した各種のセンサを用意
　○400nm帯対応の青紫用光センサ
　○200mW対応のハイ・パワー光センサ
　○低価格な汎用光センサ
●400nm帯で平坦な波長感度特性を実現
●5 1/2桁、0.001dB分解能を実現
●低入射角依存性により、高NAピックアップに

対応
●USBインターフェース標準装備

5	1/2桁ベンチ用光パワーメーター	 ［エーディーシー］
8250A	 ¥210,000（税別）

●光ディスクの開発や生産ラインに最適
●用途に対応した各種のセンサを用意
　○405/650/780nm帯の3波長対応光センサ
　○405nm帯対応の青紫用光センサ
　○200mW対応のハイ・パワー光センサ
　○低価格な汎用光センサ
　○旧タイプセンサ（TQ8210/15用）も可
●5 1/2桁、0.001dB分解能を実現
●パワー校正波長：405/650/780nmに対応
●GPIB、USB標準装備
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超解像対応	スマートサーモグラフィ	 ［テストー］
testo	872	 ¥498,000（税別）

●画素数：320×240ピクセル
●SuperResolution機能により、4倍の640×

480ピクセルに画質向上
●温度測定範囲：-30〜+650℃
●温度分解能：0.05℃以下*
●固定焦点（50cm〜）
●デジタルズーム機能
●可視カメラ付
●Wi-Fi/Bluetooth対応
* 2022年7月より温度分解能がアップしま

した。

超解像対応	スマートサーモグラフィ	 ［テストー］

プロフェッショナルサーモグラフィ	 ［テストー］ ハイエンドサーモグラフィ	 ［テストー］

testo	871	 ¥398,000（税別）

testo	883	 ¥680,000（税別）より testo	890	 ¥1,680,000（税別）より

●画素数：240×180ピクセル
●SuperResolution機能により、4倍の480×

360ピクセルに画質向上
●温度測定範囲：-30〜+650℃
●温度分解能：0.08℃以下*
●固定焦点（50cm〜）
●可視カメラ付
●Wi-Fi/Bluetooth対応
* 2022年7月より温度分解能がアップしま

した。

●画素数：320×240ピクセル
●SuperResolution機能により、4倍の640×

480ピクセルに画質向上
●測定温度範囲：-30〜+650℃
●温度分解能：0.04℃以下
●最小焦点距離（10cm/標準レンズ使用時）
●マニュアルフォーカス
●可視カメラ付
●タッチスクリーン
●場所認識機能
●Wi-Fi/Bluetooth対応

●画素数：640×480ピクセル
●SuperResolution機能により、4倍の
　1,280×960ピクセルに画質向上
●測定温度範囲：-30〜+650℃
●温度分解能：0.04℃以下
●最小焦点距離（10cm/標準レンズ使用時）
●マニュアル/オートフォーカス
●可視カメラ付
●場所認識機能
オプション　●動画記録機能　●高温測定機能

（〜+1,200℃）　●体表温度検知機能

超解像対応	サーモグラフィ	 ［テストー］

testo	865	 ¥178,000（税別）

●画素数：160×120ピクセル
●SuperResolution機能により、4倍の320×

240ピクセルに画質向上
●測定温度範囲：-20〜+280℃
●温度分解能：0.10℃以下*
●固定焦点（50cm〜）
●510gの軽量小型設計
※可視カメラなし、スマホ非対応
* 2022年7月より温度分解能がアップしま

した。

超解像対応	スマートサーモグラフィ	 ［テストー］
testo	868	 ¥268,000（税別）

●画素数：160×120ピクセル
●SuperResolution機能により、4倍の320×

240ピクセルに画質向上
●温度測定範囲：-30〜+650℃
●温度分解能：0.08℃以下*
●固定焦点（50cm〜）
●可視カメラ付
●スケールや放射率設定のアシスト機能
●Wi-Fi対応
* 2022年7月より温度分解能がアップしま

した。

赤外線サーモグラフィ	 ［岩崎通信機］

FLIR	Ex/Ex-XTシリーズ	 ¥198,000（税別）より

赤外線、可視光、およびスーパーファインコント
ラスト（MSX）イメージング機能を搭載した、本
格的な赤外線サーモグラフィ
●Wi-Fi対応
●測定範囲：-20℃〜550℃（E8-XT）
●画素数：80×60（E4）、160×120（E5）、
　240×180（E6）、320×240（E8）
●スーパーファインコントラスト（MSX）
●フォーカス調整：フリー（50cm〜）
●30日以内の製品登録で製品は2年間、赤外線

検出素子は10年間保証

コンパクト・サーモグラフィ	 ［岩崎通信機］

FLIR	Exxシリーズ	 ¥600,000（税別）より

赤外線、可視光、およびスーパーファインコント
ラスト（MSX）イメージング機能を搭載した、本
格的な赤外線サーモグラフィ。Wifi対応。
●測定範囲：-20℃〜1500℃（E96）
●画素数：240×180（E52）、
　320×240（E54）、320×240（E76）、
　464×348（E86）、640×480（E96）
●スーパーファインコントラスト（MSX）
●レーザーによる自動フォーカス
●30日以内の製品登録で製品は2年間、赤外線

検出素子は10年間保証

スマホがサーモグラフィに変身	 ［岩崎通信機］

FLIR	ONE	PRO	 ¥62,000（税別）

FLIR ONE PROはお手持ちのスマートフォンや
タブレットを赤外線サーモグラフィーに変える
画期的なアイテムです。
●測定範囲：5ºC〜120ºC（精度規定あり）
　　　　　  -20ºC〜400ºC（精度規定無し）
●熱画像解像度（可視）：
　160x120（155万画素）
●稼動時間/充電時間：40分/1時間
●接続コネクタ（型式による）：Lightning（iOS）、

USB-C（Android）

コンパクト・サーモグラフィ	 ［岩崎通信機］

FLIR	C3-X/C5	 ¥116,000（税別）より

ポケットサイズのC3-X/C5はサーモ画像とデ
ジカメ画像を同時に撮影可能
●超小型のポケットサイズ
●タッチパネルで簡単直感操作
●温度測定範囲：-20℃〜300℃（C3-X）、
　〜400℃（C5）
●画素数：128×96（C3-X）、
　160×120（C5）ピクセル
●スーパーファインコントラスト（MSX）
●フォーカスフリー
　（熱画像：10cm〜、MSX：30cm〜）



44 ...

高性能サーモグラフィー	 ［フルーク］

Ti480	PRO	 ¥1,074,000（税別）

●レーザー距離計を用いた自動焦点調整
●検出分解能
　640×480ピクセル
●温度分解能
　0.05℃@30℃
●カメラの視野角どこからでも焦点の合った画

像を生成
●温度データを含むビデオ録画
●オプションレンズ　2x望遠、4x望遠、2x広角、

25µマクロ

赤外線放射温度計	 ［フルーク］

Fluke	561J、566J、568J	 ¥27,100（税別）より

●温度測定レンジ：-40℃〜550℃（561J）、
　-40℃〜650℃（566J）、
　40℃〜800℃（568J）
●D：S比：12：1（561J）、30：1（566J）、
　50：1（568J）
●放射率補正機能
●1点レーザー
●K型熱電対プローブ標準付属

赤外線放射温度計	 ［フルーク］

Fluke	62MAX、62MAX+	 ¥13,700（税別）より

●測定用レーザー：1点（62MAX）、
　2点（62MAX+）
●測定範囲：-30〜500℃（62MAX）、
　-30℃〜650℃（62MAX+）
●D：S比：10：1（62MAX）、12：1（62MAX+）  
●放射率：0.01〜1.00
●確度：±1.5%（62MAX）、1%（62MAX+）
●応答時間：500msec（62MAX）、
　3000msec（62MAX+）
●電源：単3アルカリ電池1個

高性能サーモグラフィー	 ［フルーク］

TiX580	 ¥1,372,000（税別）

●レーザー距離計を用いた自動焦点調整
●検出分解能
　640×480ピクセル
●温度分解能
　0.05℃@30℃
●カメラの視野角どこからでも焦点の合った画

像を生成
●温度データを含むビデオ録画
●オプションレンズ　2x望遠、4x望遠、2x広角、

25µマクロ

ビジュアル放射温度計	 ［フルーク］

Fluke	59	MAX、59	MAX+	 ¥7,900（税別）より

●温度測定レンジ：-30℃〜350℃（59 MAX）
　-30℃〜500℃（59 MAX+）
●距離対スポット比：8：1（59 MAX）
　10：1（59 MAX+）
●温度の最小/最大/平均値、または2つの測定

値の差を表示
●高温/低温アラームにより、測定値が高温/低

温限界値を超えていることを迅速に表示
●単3電池 1本

IR-Fusion搭載	ポケット・サーモグラフィー	 ［フルーク］
PTi120	 ¥89,300（税別）

●最軽量233グラムの産業検査用ポケット・
サーモグラフィー

●汚れや水に強く、1mの高さから落としても耐
えられる堅牢な作り

●熱画素：120×90、範囲：-20℃〜400℃
●可視画像と熱画像を合成表示 IR-Fusion
●3.5インチタッチスクリーン

産業用超音波カメラシリーズ	 ［フルーク］

ビジュアル放射温度計	 ［フルーク］

高性能サーモグラフィー	 ［フルーク］

Fluke	ii900/ii910	 ¥2,130,000（税別）より

Fluke	VT06/08	 ¥64,800（税別）より

TiS55+/75+	 ¥363,650（税別）より

●MEMSマイク64個搭載
●可視画像に重ねて音の発生場所を特定
●2-52kHzの音波を検知
●エアー漏れを発見し省エネ対策
●部分放電を発見し安全性向上
●感度 10mから689.7kPa時に0.005cfmの

漏れを検知
●周波数レンジ：2kHz-100kHz（ii910）

●温度測定レンジ：-20℃-400℃
●温度分解能：120×90　旧型製品の約12倍
●高速充電2時間、8時間のバッテリ駆動
●自動高温/低温キャプチャ

●画素数：256×192-384×288
●温度分解能：≥0.04℃@ターゲット温度30℃
●温度測定レンジ：-20℃-550℃
●視野角：28°H×20°V-42°H×30°V
●アセット・タギング

温熱環境測定	マルチ環境計測器	 ［テストー］

testo	400	PMVセット	 ¥600,000（税別）

●オフィス・商業施設・住居の快適性を評価する
ための環境測定器セット

●温熱指標の国際基準ISO 7730に準拠
●環境要素と人体側要素より空間の快適性評価
●測定データよりPMV/PPDをグラフ表示
●PDFレポートやCSVデータとして出力可能
●セット内容：本体、無線IAQプローブ、輻射熱

プローブ、熱線式無指向性プローブ（有線）、 
測定用スタンド、差圧測定用ホース、ケース、
ソフト（WebよりDL）
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サーモグラフィビデオスコープ	［新栄電子計測器］

VS290-32	 ¥820,000（税別）

●アクセスできないエリアを安全に検査
●スーパーファインコントラスト（MSX）搭載
●測定温度範囲：-10℃〜+400℃
●赤外画像解像度：160×120ピクセル
●赤外線カメラ視野角（FOV）：57°×44°
●可視画像解像度：2MP
●デジタルカメラ視野角（FOV）：83°
●保護等級：IP54、耐落下衝撃性能：2m

赤外線サーモグラフィカメラ	 ［新栄電子計測器］

コンパクトサーモグラフィカメラ	［新栄電子計測器］

FLIR	E4[Wi-Fi]	 ¥198,000（税別）

FLIR	C3-X	 ¥116,000（税別）

●最もお手頃なプロフェッショナルモデル
●Wi-Fi機能搭載
●スーパーファインコントラスト（MSX）搭載
●測定温度範囲：-20℃〜+250℃
●赤外画像解像度：80×60
●可視画像解像度：640×480
●バッテリー充電時間：150分
●バッテリー稼働時間：120分
●保護等級：IP54、耐落下衝撃性能：2m
●製品保証：2年（条件付き）

●小型軽量低価格ながら本格的なカメラ
●スーパーファインコントラスト（MSX）搭載
●クラウドサービス FLIR Igniteに対応
●測定温度範囲：-20℃〜+150℃/
　　　　　　　　 0℃〜+300℃
●赤外画像解像度：128×96
●可視画像解像度：5MP
●バッテリー稼働時間：240分
●保護等級：IP54、耐落下衝撃性能：2m
●製品保証：2年（条件付き）

コンパクトサーモグラフィカメラ	［新栄電子計測器］

赤外線サーモグラフィカメラ	 ［新栄電子計測器］ 赤外線サーモグラフィカメラ	 ［新栄電子計測器］

FLIR	C5	 ¥165,000（税別）

FLIR	E54(24)	 ¥850,000（税別） FLIR	Ex6シリーズ	 ¥1,180,000（税別）より

●小型軽量ながら本格的なカメラ
●スーパーファインコントラスト（MSX）搭載
●クラウドサービス FLIR Igniteに対応
●測定温度範囲：-20℃〜+150℃/
　　　　　　　　 0℃〜+400℃
●赤外画像解像度：160×120
●可視画像解像度：5MP
●デジタルズーム：15倍
●バッテリー稼働時間：240分
●保護等級：IP54、耐落下衝撃性能：2m
●製品保証：2年（条件付き）

●高機能なエントリーモデル
●スーパーファインコントラスト（MSX）搭載
●Wi-Fi機能搭載
●GPSコンパス搭載、レーザーポインタ搭載
●測定温度範囲：-20℃〜+650℃
●赤外画像解像度：320×240
●可視画像解像度：2560×2048
●バッテリー稼働時間：150分
●製品保証：2年（条件付き）

●高機能なプロフェッショナルモデル
●スーパーファインコントラスト（MSX）搭載
●Wi-Fi機能搭載、レーザーポインタ搭載
●GPSコンパス搭載、タイムラプス搭載（E96）
●測定温度範囲：-20℃〜+1500℃（E96）
●赤外画像解像度：320×240（E76）
　384×288（E86）、464×348（E96）
●可視画像解像度：2560×2048
●保護等級：IP54、耐落下衝撃性能：2m
●製品保証：2年（条件付き）

赤外線サーモグラフィカメラ	 ［新栄電子計測器］

FLIR	Ex-XTシリーズ	 ¥270,000（税別）より

●最もお手頃なプロフェッショナルモデル
●Wi-Fi機能搭載
●スーパーファインコントラスト（MSX）搭載
●測定温度範囲：-20℃〜+550℃（E8）
●赤外画像解像度：160×120（E5）、
　240×180（E6）、320×240（E8）
●可視画像解像度：640×480
●保護等級：IP54、耐落下衝撃性能：2m
●製品保証：2年（条件付き）

基板専用サーモグラフィカメラ	 ［新栄電子計測器］

FLIR	ETS320	 ¥584,000（税別）

●ハンズフリーの実験室試験用に専用設計
●解析ソフト（FLIR Tools+）標準添付
●測定温度範囲：-20℃〜+250℃
●赤外画像解像度：320×240
●温度分解能：0.06℃以下
●温度表示分解能：170µm
●視野角：45°
●保護等級：IP54、耐落下衝撃性能：2m
●製品保証：2年（条件付き）

携帯端末用サーモグラフィカメラ	 ［新栄電子計測器］
FLIR	ONE	Pro	 ¥62,000（税別）

●小型軽量：約36.5g
●スマートフォンやタブレットに差すだけ
●スーパーファインコントラスト（MSX）搭載
●接続：Lightning、Type-C、micro USB
●測定温度範囲：-20℃〜+400℃
●赤外画像解像度：160×120
●可視画像解像度：1440×1080
●バッテリー充電時間：40分
●バッテリー稼働時間：60分
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50GHz測定ケーブル	 ［キャンドックス］

5B-120シリーズ	 ¥44,800（税別）より

低ロス、高位相安定、柔軟の同軸ケーブル。
●周波数範囲：DC〜50GHz
●標準減衰量：0.46dB/m@（1GHz）
●ケーブル外径：3.20mm
●コネクタ：2.4mm、2.92m、SMA他
◇ 5B-120-131-131-500  2.4mm（P-P） 

50GHz 0.5m
◇5B-120-131-131-1000  2.4mm（P-P） 

50GHz 1m

3重シールド測定ケーブル	 ［キャンドックス］

5B-048シリーズ	 ¥36,000（税別）より

位相安定・低ロス・3重シールドの同軸ケーブル。
●周波数範囲：DC〜40GHz
●標準減衰量：0.40dB/m@（1GHz）
●ケーブル外径：4.06mm
●コネクタ：2.92mm、3.5mm、SMA他
◇ 5B-048-98-98-1000  2.92mm（P-P） 

40G 1m
◇ 5B-048-98-98-1500  2.92mm（P-P） 

40G 1.5m
◇ 5B-048-98-98-2000  2.92mm（P-P） 

40G 2m

2.92mm-2.92mm変換アダプタ	 ［キャンドックス］

3.5mm-3.5mm変換アダプタ	 ［キャンドックス］

7A-XXXシリーズ（2.92mm）	 ¥12,000（税別）より

7A-XXXシリーズ（3.5mm）	 ¥13,600（税別）より

●周波数範囲：DC〜40GHz
●VSWR：1.20（Typ） 1.30（Max）
●RoHS2対応

◇7A-SMM43：2.92mm（P）-（P）
◇7A-SMF42：2.92mm（P）-（J）
◇7A-SFF40：2.92mm（J）-（J）
◇7A-SFF49：2.92mm（J）-（J）  4穴フランジ

●周波数範囲：DC〜30GHz
●VSWR：1.20（Typ） 1.30（Max）
●RoHS2対応

◇7A-SMM25：3.5mm（P）-（P）
◇7A-SFF26：3.5mm（J）-（J）
◇7A-SMF27：3.5mm（P）-（J）
◇7A-SFF59：3.5mm（J）-（J）  4穴フランジ

5G向けホーンアンテナ	 ［キャンドックス］小型ブロードビームアンテナ	 ［キャンドックス］

44Sa280D	 ¥210,000（税別）44sb10	 ¥198,000（税別）

5GのFR2（28GHz帯）に対応したアンテナ対向
実験や研究開発等に最適なホーンアンテナです。
●周波数：28GHz
　（周波数帯は別途ご相談も可能）
●ゲイン：<15dBi （20dBi typ）
●VSWR：<2.5 （1.5 typ）
＊台座付きで使用時の固定が容易に行えます。

AXAの特許技術を活用し開発
高利得・円偏波の送受信アンテナ
●高い通信安定性
　（輻射半球内ヌル点無し＋高利得7.6dBi）
●広範囲のエリアがカバーできる
　（ビーム幅70度）
●搭載・内蔵しやすい形状（小型・軽量・薄型）

新・3重シールド測定ケーブル	 ［キャンドックス］

5B-205シリーズ	 ¥20,800（税別）より

コストパフォーマンスの良い測定用フレキケー
ブルの新製品
●低ロス（0.28dB@1.0GHz）
●最大周波数28GHz（オプション）
●3重シールド
●N、SMA、3.5mmコネクタに対応
◇5B-205-94-94-1000
◇5B-205-94-94-1500
◇5B-205-94-94-2000

2重シールド同軸ケーブル	 ［キャンドックス］

7B-008Xシリーズ	 ¥5,000（税別）より

配線用で柔らかい為、取り扱いが容易です。
●周波数範囲：DC〜6GHz/15GHz（オプショ
ン）　●標準減衰量：0.85dB/m@（1GHz）
●ケーブル外径：3.00mm　●コネクタ：SMA、
BNC、MMCX 他　●RoHS2対応
◇7B-008X-23-23-1000  SMA（P-P） 6G 

1m
◇7B-008X-23-23-1500  SMA（P-P） 6G 

1.5m
◇7B-008X-23-23-2000  SMA（P-P） 6G 

2m

SMA-SMA	Flanged変換アダプタ	 ［キャンドックス］

SMA-SMA変換アダプタ	 ［キャンドックス］

7A-XXXシリーズ（SMA）	 ¥2,300（税別）より

7A-XXXシリーズ（SMA）	 ¥1,900（税別）より

●周波数範囲：DC〜24GHz
●VSWR：1.15（Typ） 1.30（Max）
●RoHS2対応

◇7A-SFF1：SMA（J）-（J）
◇7A-SFF1-4TT：SMA（J）-（J）
◇7A-SMF6-4TT：SMA（P）-（J）
◇7A-SFF11-4TT SMA（J）-（J）  長いタイプ

●周波数範囲：DC〜24GHz
●VSWR：1.15（Typ） 1.30（Max）
●RoHS2対応

◇7A-SMM2GA：SMA（P）-（P）
◇7A-SMF5G：SMA（P）-（J）
◇7A-SFF3：SMA（J）-（J）
◇7A-LMF57：Right Angle（P）-（J）

新新規在庫規在庫
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ミリ波アンテナプローブ	 ［キャンドックス］

44Ap20	 ¥400,000（税別）

5G（n259）の43.5GHzに対応した広帯域アン
テナプローブ
①チャンバーレス測定を実現
②ミリ波5G無線装置等の近傍界における総合

試験に対応
③空中線測定で同軸ケーブル並みのフラットネ

ス性能を実現
＊周波数：20~43.5GHz、ゲイン：3.0dBi以上

新新規在庫規在庫

5Gシステム向けオムニアンテナ	［キャンドックス］

5G向け広帯域アンテナ	 ［キャンドックス］

44Sa52/44Sa52J	 ¥100,000（税別）

44Sa53	 ¥198,000（税別）

5Gシステムの電界強度調査や研究に。
●周波数：28GHz
●アンテナ利得（TYP）
　27.58GHz  +1.7dBi（-0.4dBd）
　27.88GHz  +1.8dBi（-0.3dBd） 
　28.18GHz  +1.9dBi（-0.2dBd）
●コネクタ：2.92mm（P）/2.92mm（J）
●外形寸法：W16×H16×L35mm

FR1(Sub6GHz)タイプとFR2（28GHz帯）タ
イプの2種類をご用意。
双方とも広帯域にて使用することができるため、
製品共通化にもお役立ちできます。
●小型、薄型、軽量タイプ（約54g/28GHz用）
●周波数帯域/ゲイン
　44Sa53M：3.5〜12.0GHz/10〜16dBi
　44Sa53H：10.0〜40.0GHz/5〜8dBi
●全帯域内はVSWR2.5以下（マッチングネット

ワーク不要）

小型シールドボックス	 ［キャンドックス］

計測用	λ/2ダイポールアンテナ	［キャンドックス］

44St102F	 ¥130,000（税別）

44Sa21シリーズ	 ¥200,000（税別）より

コストパフォーマンスを追及した安価なシール
ドボックス。
●シールド特性：50dB（800MHz〜2.5GHz）
●インタフェース
　Dsub15ピン　1個
　SMA（J-J）　2個
●内寸：W290×D190×H61mm
●外寸：W322×D218×H85mm

800MHz〜12GHzの 任 意 の 指 定 周 波 数 で、 
λ/2のダイポールアンテナの制作。
AF値をスペアナ等の読値に加える事で、電界強
度値を求める事が可能。
◇44Sa21（800MHz〜12GHz）
◇44Sa21（200MHz〜800MHz）短縮

アイソレーティングケーブル	 ［キャンドックス］

5B-002-FBシリーズ	 ¥22,000（税別）より

接続ケーブルからの放射等を除去するアンテナ
測定ケーブル。
●周波数範囲：DC〜12GHz
◇5B-002-18-18-107FBW  SMA（P）-（P）
◇5B-002-18-07-113FBW  SMA（P）-（J）
◇5B-002-07-07-119FBW  SMA（J）-（J）
●周波数範囲：0.5GHz〜30GHz
◇5B-002-129-129-85FB  2.92（P）-（P）
◇5B-002-129-140-85FB  2.92（P）-（J）
◇5B-002-140-140-85FB  2.92（J）-（J）

SMA手回しアタッチメント	 ［キャンドックス］

KNOB	2-10	 ¥1,500（税別）

ケーブル接続を頻繁に行う際に有効な治具とし
て活用できます。
手回しツマミ部分は滑り止めの切込みもあり、回
しやすい大きさで
トルクレンチ不使用、手回しのみで十分なトルク
をかけられます。
寸法：長さ30mm、Φ18mm
素材：POMシロ（樹脂）

（トルク管理はできませんのでご注意ください）

5G向けシールドボックス	 ［キャンドックス］

44St104RX-5G	 ¥380,000（税別）

30GHzまで対応。シールドボックス内壁の独自
設計により、被測定物を置いても壁面よりRF回
路が変化する等の影響が出ないよう製作してお
ります。
●シールド特性：60dB/30GHz
●インタフェース：
　USB2.0（内J-外P）×1pcs、
　2.92mm（J-J）×2pcs、Dsub15×1pcs
●内寸：W282×D232×H109mm
●外寸：W322×D268×H134mm

アンテナ内蔵型シールドボックス	［キャンドックス］

44St104HA	 ¥540,000（税別）

アンテナカプラ内蔵で、指定位置に端末を合わせ
る事で、所定の結合係数が確保されます。
●シールド特性：60dB（800MHz〜2.5GHz）
●インタフェース
　USB2.0（内A-外B） 1個
　Dsub9ピン（内J－外P）　1個
　SMA（J-J）　2個＋カプラ用　1個
●内寸：W276×D276×H100mm
●外寸：W322×D318×H204mm

アイソレーティングケーブル	 ［キャンドックス］

5B-006-FBシリーズ	 ¥24,000（税別）より

接続ケーブルからの放射等を除去するアンテナ
測定ケーブル。
フレキシブルタイプ。
●周波数範囲：DC〜6GHz
●外皮減衰量：40dB/0.8〜6GHz
◇5B-006-23-23-300FBS  SMA（P）-（P）
◇5B-006-23-53-300FBS  SMA（P）-（J）
◇5B-006-53-53-300FBS  SMA（J）-（J）
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スペクトラム・アナライザ	 ［ローデシュワルツ］

LCRメータ	 ［ローデシュワルツ］

R&S®FPC1000シリーズ	 ¥236,000（税別）より

R&S®LCXシリーズ	 ¥489,000（税別）より

●周波数レンジ：5kHz〜1/2/3GHz
●ドイツで設計されたRF性能
●10.1" WXGA（1366×768ピクセル）ディ

スプレイ：クラス最大、最高の分解能
●ソフトウェアキーコードで周波数レンジの拡

張可能

型名 周波数レンジ 標準価格
　

FPC1000 5kHz〜1GHz ¥236,000
FPC1000+FPC-B2 5kHz〜2GHz ¥366,000
FPC1000+FPC-B2/B3 5kHz〜3GHz ¥496,000

　

オプション
FPC-B200 WiFi 機能追加 ¥45,000
FPC-B22 プリアンプ（5kHz〜3GHz） ¥54,000
FPC-K43 レシーバ・モード ¥76,000
FPC-K55 アドバンスド測定機能 ¥76,000
FPC-K7 変調解析（AM, FM, ASK, FSK） ¥107,000

●高速、高角度、そして充実した機能
●周波数レンジを最高10MHzまで拡張可能
　 （LCX200モデル）
●インピーダンス測定の基本確度：±0.05%
●位相測定の基本確度：±0.03°
●最大40VまでのDCバイアス
●高精細タッチスクリーン
●豊富なテストフィクスチャ

型名 周波数レンジ 標準価格
　

LCX100 4Hz〜300kHz ¥489,000
LCX200 4Hz〜500kHz ¥812,000

　

オプション
LCX-K106 アドバンスド解析機能 ¥158,000
LCX-K107 デジタルI/Oポート ¥66,000
LCX-K108 拡張バイアス機能 ¥158,000
LCX-K201 周波数拡張 1MHz, R&S LCX200用 ¥332,000
LCX-K210 周波数拡張 10MHz, R&S LCX200用 ¥1,327,000
LCX-Z1 リード部品用テストフィクスチャ ¥86,000
LCX-Z11 BNC延長ケーブル（1m） ¥91,000
LCX-Z2 ケルビンクリップ・リード ¥121,000
LCX-Z3 SMD用テストフィクスチャ ¥199,000
LCX-Z4 SMD用ピンセット型テストフィクスチャ ¥125,000
LCX-Z5 トランス測定用テストケーブル ¥130,000
NG-B105 IEEE-488（GPIB）インタフェース ¥62,000

スペクトラム・アナライザ	 ［ローデシュワルツ］

R&S®FPC1500シリーズ	 ¥375,000（税別）より

●周波数レンジ：5kHz〜1/2/3GHz
●ドイツで設計されたRF性能
●10.1" WXGA（1366×768ピクセル）ディ

スプレイ：クラス最大、最高の分解能
●トラッキングジェネレーターおよび独立CW

信号発生器
●内蔵VSWRブリッジ
●1ポート・ベクトル・ネットワーク・アナライ

ザ：スミスチャート表示が可能
●ソフトウェアキーコードで周波数レンジの拡

張可能

型名 周波数レンジ 標準価格
　

FPC1500 5kHz〜1GHz ¥375,000
FPC1500+FPC-B2 5kHz〜2GHz ¥505,000
FPC1500+FPC-B2/B3 5kHz〜3GHz ¥635,000

　

オプション
FPC-B200 WiFi 機能追加 ¥45,000
FPC-B22 プリアンプ （5kHz〜3GHz） ¥54,000
FPC-K42 ベクトル・ネットワーク解析 ¥116,000
FPC-K43 レシーバ・モード ¥76,000
FPC-K55 アドバンスド測定機能 ¥76,000
FPC-K7 変調解析（AM, FM, ASK, FSK） ¥107,000

新新規在庫規在庫
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USBリアルタイム・スペクトラム・アナライザ	［テクトロニクス］

RSA306B/500/600シリーズ	 ¥855,000（税別）より

●PC上の制御ソフトウェアとUSB接続された
RFフロントエンド構成

●DPXライブ・スペクトラム表示
●リアルタイム取込幅：40MHz
●100µ秒の瞬間的な信号やノイズも100%補

足可能
●内蔵トラッキングジェネレータ（オプション：

RSA500/600シリーズ）
●バッテリ駆動（RSA500Aシリーズ）
●750gの超軽量本体（RSA306型）
●公開されたAPIにより、自動測定システムを容

易に構築可能
●3年保証

型名 周波数測定レンジ 標準価格
　

RSA306B 9kHz〜6.2GHz ¥855,000
RSA503A 9kHz〜3.0GHz ¥1,390,000
RSA507A 9kHz〜7.5GHz ¥2,280,000
RSA603A 9kHz〜3.0GHz ¥1,460,000
RSA607A 9kHz〜7.5GHz ¥2,450,000

　

プレシジョンLCRメータ	 ［キーサイト］

E4980A/E4980AL	 ¥987,876（税別）より

●周波数範囲
　20Hz〜2MHz（E4980A）
　20Hz〜300kHz/500kHz/2MHz
　（E4980AL、オプションによる）
●高確度測定
　（4端子対オードバランス・ブリッジ）
　広いインピーダンス測定範囲
　基本確度0.05%
　治具の誤差機能を搭載
●E4980A　¥3,618,582より
　E4980AL　¥987,876より

USBベクトル・ネットワーク・アナライザ	［キーサイト］
P937xAシリーズ	 ¥1,760,426（税別）より

●Streamlineシリーズ 
●ベンチトップ型ネッワーク・アナライザの性能

をUSB測定器で実現
●広い周波数レンジ：
　300KHz〜4.5/6.5/9/14/20/26.5GHz
（モデルによる）

●小型ながら高性能：広いダイナミック・レンジ
>115dB@6.5GHz

●ミキサー/コンバータ試験、冶具補正機能、
　4ポート・ネットワーク解析（オプション）

スペクトラムアナライザ	 ［テクシオ］

GSP-818	 ¥198,000（税別）

●周波数範囲：9kHz〜1.8GHz、分解能：1Hz
●RBW：10Hz〜3MHz（10Hz〜500kHz、
　1〜10ステップ）
●感度：-148dBm/Hz（Typ.@プリアンプON）
●ACPR/OBW/CHPW、NdB帯域幅の自動測定
●周波数カウンタ、ノイズマーカ
●リミットラインによるパス/フェイル判定機能
●20dBプリアンプ搭載
●標準インタフェース：LAN、USB
●オプション：トラッキングジェネレータ、EMI

フィルタ/QP検波

スペクトラムアナライザ	 ［テクシオ］

GSP-9330	 ¥658,000（税別）より

小型・軽量で2電源（AC/バッテリー）方式
●周波数レンジ：9kHz〜3.25GHz、
　周波数分解能：1Hz
●EMCプリテスト用の設定を内蔵。プローブ

セットGKT-008（別売）と組み合わせれば設
定・測定などの時間とコストを節約可能

●USBデバイス、LAN（LXI対応）、RS-232C
GSP-9330：¥658,000（標準モデル）
GSP-9330VT：¥856,000

（トラッキングジェネレータ機能付き）
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選べる外付けセンサで温度測定	 ［日置電機］

温度ロガー	LR5011	 ¥17,000（税別）

●設置スペースを気にしない小型軽量ポケット
サイズ　●一目で分かりやすい2項目表示
●記録を停止しないでPCにデータ転送可能
●記録しながら電池交換（電池を外しても約30
秒間は記録を継続）　●最大で従来比3倍の記録
容量（1chあたり60000データ）　●変化を逃
さず記録する、統計値記録モードを新搭載　
●電池がなくなっても測定データは消えません
●センサは別売りです　●データをPCへ転送す
るにはLR5091またはLR5092が必要です

簡単にずっと測れる小型ロガー	 ［日置電機］

温湿度ロガー	LR5001	 ¥28,000（税別）

外付けセンサで温度と湿度を同時に記録
●設置スペースを気にしない小型軽量
●一目でわかりやすい2項目表示
●温度-40℃〜85℃、湿度0%〜100%rh
●記録を停止しないでPCにデータ保存可能
●最大で従来比7倍の記録容量
●サンプリング1秒〜60分
●瞬時値記録 60000データ
●オプションの通信アダプタでPCに転送
　通信アダプタLR5091 ¥4,400

熱電対センサで温度測定	 ［日置電機］

温度ロガー	LR5021	 ¥32,000（税別）

●K熱電対専用の2チャネル温度計測　●設置
スペースを気にしない小型軽量ポケットサイズ
●一目で分かりやすい2チャネル表示
●記録を停止しないでPCにデータ転送可能
●記録しながら電池交換（電池を外しても約
30秒間は記録を継続）　●大容量の内部メモ
リ（1chあたり60000データ）　●電池がな
くなっても測定データは消えません　●熱電対
は別売りです　●データをPCへ転送するには
LR5091またはLR5092が必要です

計装信号の測定・記録に	 ［日置電機］

計装ロガー	LR5031	 ¥17,000（税別）

●4-20mA信号専用
●一目で分かりやすい2項目表示
●記録間隔は1〜30秒、1〜60分の15設定
●瞬時値記録、統計値記録の2モード
●記録容量は瞬時値記録60000データ、統計値

記録15000データ
●記録を停止しないでPCにデータ転送可能
●記録しながら電池交換可能
●接続ケーブルLR9801（先端2芯）は標準付属
●データをPCに転送するにはLR5091または

LR5092が必要です

簡単に負荷電流/漏れ電流記録	 ［日置電機］

クランプロガー	LR5051	 ¥29,000（税別）

●設置スペースを気にしない小型軽量ポケット
サイズ　●一目で分かりやすい2項目表示
●記録を停止しないでPCにデータ転送可能
●記録しながら電池交換（電池を外しても約30
秒間は記録を継続）　●最大で従来比3倍の記録
容量（1chあたり60000データ）　●変化を逃
さず記録する、統計値記録モードを新搭載
●クランプオンセンサは別売りです　●データ
PCへ転送するにはLR5091またはLR5092
が必要です

ワイヤレスロギングステーション	 ［日置電機］

LR8410	 ¥240,000（税別）

●多点データを無線で楽々収集
●Bluetoothにより多チャンネルのワイヤレス

ロガー
●配線が困難な場所での測定を解決!
●全チャンネルMax.100msの高速サンプリ

ング
●オプションの入力ユニット類が別途必要です

流量計などのパルスを記録	 ［日置電機］

パルスロガー	LR5061	 ¥28,000（税別）

●ノイズフィルタでカウントミスを防止　●記
録間隔は1〜30秒、1〜60分、1日の16設定
●瞬時値記録：記録間隔ごとのパルス積算値を
記録　●記録を停止せずにPCにデータ転送可能
●記録しながら電池交換可能　●最大で従来比
3倍の記録容量（1chあたり60000データ）
●接続ケーブルLR9802（先端4芯）は標準付属
●データをPCに転送するにはLR5091または
LR5092が必要です

アナログ電圧計測に	 ［日置電機］

LR5041/LR5042/LR5043	 ¥17,000（税別）

●設置スペースを気にしない小型軽量ポケット
サイズ　●一目で分かりやすい2項目表示
●記録を停止しないでPCにデータ転送可能
●記録しながら電池交換（電池を外しても約30
秒間は記録を継続）　●最大で従来比3倍の記録
容量（1chあたり60000データ）　●変化を逃
さず記録する、統計値記録モードを新搭載
● デ ー タ をPCへ 転 送 す る に はLR5091ま
た はLR5092が 必 要 で す　 ●LR5041（DC
± 50mV）¥17,000　LR5042（DC ± 5V）
¥17,000　LR5043（DC±50V）¥17,000

手のひらサイズの10ch絶縁ロガー	 ［日置電機］

メモリハイロガー	LR8431/LR8432	 ¥120,000（税別）より

●10chアナログ絶縁入力（電圧/温度）と4ch
パルス入力

●高速スキャニング方式による10ms/S
●USB/LANにより最大5台まで同時計測
●オプションの高速ユニットで1ms/S
●信頼性が高いCFカードとUSBメモリ
●インバータなどノイズの影響を低減
●熱流測定もできるLR8432　¥142,000
　（税別、センサ別売）

直結ユニット増設で最大120ch	 ［日置電機］
メモリハイロガー	LR8450	 ¥153,000（税別）

●無線なしモデル
●直結入力ユニット×4まで装着可能
●オプションのユニットU8552で最大120ch
●オプションの高速ユニットで1ms/S
●ひずみ、圧力など1ms高速ロギング可能
●インバータなどノイズの影響を大幅に低減
●測定にはオプションの入力ユニットが必要
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データロガー・システム	 ［キーサイト］

DAQ970A/DAQ973A	 ¥369,374（税別）より

より多くの信号を、より速く、正確に
●34970A/72A後継機種
　DAQ973A　GPIB/LAN/USB搭載
　DAQ970A　LAN/USB搭載
　34970A/72Aと互換性のあるSCPIプログ

ラミング言語
●最新の6 1/2桁DMMを採用し、測定確度の

向上、高速化も実現
●3スロット・メインフレーム
●プラグイン・モジュールにはサーマルオフセッ

ト補正機能を搭載
●最大120チャネルまで構成可能
●最大450チャネル/秒のスキャン速度

DAQ970A　¥369,374
DAQ973A　¥464,033

型　番 製品名 標準価格（税別）
　

DAQM900A 20チャネル・ソリッドステート・マルチプレクサ ¥146,883
DAQM901A 20チャネル・マルチプレクサ+2電流チャネル ¥99,939
DAQM902A 16チャネル・リード・マルチプレクサ ¥109,934
DAQM903A 20チャネル・アクチュエータ/汎用スイッチ ¥109,934
DAQM904A 4×8 2線式マトリックス・スイッチ ¥109,934
DAQM905A デュアル4チャンネルRFマルチプレクサ、50Ω ¥146,883
DAQM907A マルチファンクション・モジュール ¥109,934
DAQM908A 40チャンネル・シングル・エンド・マルチプレクサ ¥109,934
DAQM909A 24ビット・4チャネル同時サンプリング・デジタイザ ¥301,654

マルチファンクション/スイッチ計測ユニット	［キーサイト］
34980A	 ¥619,427（税別）

●6 1/2桁 デジタル・マルチメータ内蔵
　8スロット・メインフレーム
●34920シリーズ・マルチプレクサ、34930

シリーズ・マトリックス、34940シリーズRF
スイッチなど21種類のプラグイン・モジュー
ルを用意（別売）

●1台のメインフレームあたり最大560チャネ
ルの2線式マルチプレクサが可能

直結入力ユニット	 ［日置電機］

ワイヤレス無線入力ユニット	 ［日置電機］

U8550/U8551/U8552	 ¥65,000（税別）より

LR8530/LR8531/LR8532	 ¥131,000（税別）より

●LR8450とLR8450-01用 直 結 入 力 ユ
ニット

●電圧・温度ユニットU8550：¥65,000
　電圧、熱電対（湿度）、15ch、10ms/S
●ユニバーサルユニットU8551：¥87,000
　電圧、熱電対や測温抵抗体（湿度）、
　抵抗、15ch、10ms/S
●電圧・温度ユニットU8552：¥87,000
　電圧、熱電対（湿度）、30ch、20ms/S
●1ms/Sの高速ユニットは別途、ご用命くだ

さい。

●LR8450-01用無線入力ユニット
●電圧・温度ユニットLR8530：¥131,000
　電圧、熱電対（湿度）、15ch、10ms/S
●ユニバーサルユニットLR8531：¥164,000
　電圧、熱電対や測温抵抗体（湿度）、
　抵抗、15ch、10ms/S
●電圧・温度ユニットLR8532：¥196,000
　電圧、熱電対（湿度）、30ch、20ms/S
●1ms/Sの高速ユニットは別途、ご用命くだ

さい。

直結&無線ユニット増設で最大330ch	 ［日置電機］

メモリハイロガー	LR8450-01	 ¥185,000（税別）

●無線LAN搭載モデル
●直結と無線入力ユニット計7台まで装着
●オプションU8552とLR8532で
　最大330ch 
●オプションの高速ユニットで1ms/S
●ひずみ、圧力など1ms高速ロギング可能
●インバータなどノイズの影響を大幅に低減
●無線で離れた場所のデータをPCで観測可能
●測定にはオプションの入力ユニットが必要

多chデータ収集用スキャナ	 ［エーディーシー］

3100/3101	 ¥109,000（税別）より

●スキャナ本体に最大5台までのエクステンダ
を接続して17スロットまで増設が可能

●最高330ch/秒の高速切換え
●10Aの大電流の切換えに対応
●1µVオーダの低熱起電力での低レベル測定に
●デジタル信号の入出力で用途を拡大
●リーク電流10fA以下の微少電流用と1000V

まで切り替え可能な高電圧用カードを新発売
●各種のスイッチ・カードを用意
●ローカル操作とGPIB/USBコントロール機能
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2CH	CAN/LINデータロガー	 ［CSS］ 2CH	CAN/LINデータロガー	 ［CSS］

CANedge2	 ¥107,760（税別）より CANedge1	 ¥71,760（税別）より

CANedge2は、革新的な設計で最先端のコン
ポーネントです。また低コストな高性能CANロ
ガーです。
●デュアル高速CAN/LIN（CAN FDを含む）チャ

ネル
●抽出可能な8-32GB産業用SDカード（＝数ヶ

月のデータ）
●バイナリMDF4ログファイル形式（広範なソ

フトウェアサポート）
●高度なメッセージフィルタリングおよび送信

機能
●CAN IDとデータバイトに基づくロギングト

リガーの開始/停止
●サイレントモード、ビットレートの自動検出、循環ロギング
●データの圧縮と暗号化（GDPR、CCPAなど）
●高速起動。使用中に安全に切断可能
●50µsのリアルタイムクロック
●WiFi経由でデータを自社サーバーへプッシュアップ
●8GB ¥107,760（税別）、32GB ¥122,160（税別）

CANedge1は、革新的な設計で最先端のコン
ポーネントです。また低コストな高性能CANロ
ガーです。
●デュアル高速CAN/LIN（CAN FDを含む）チャ

ンネル
●抽出可能8-32GB産業用 SDカード
●バイナリMDF4ログファイル形式（広範なソ

フトウェアサポート）
●高度なメッセージフィルタリングと送信機能
●CAN IDとデータバイトに基づいたロギング

トリガーの開始/停止
●サイレントモード、ビットレート自動検出、循

環ロギング
●データの圧縮と暗号化（GDPR、CCPAなど）
●高速起動。使用中に安全に切断可能
●50µsのリアルタイムクロック
●8GB ¥71,760（税別）、32GB ¥86,160（税別）

CANロガー&インタフェース	 ［CSS］ アダプター	 ［CSS］

アダプター	 ［CSS］

CL2000	 ¥54,960（税別）より OBD2	Adaptor	 ¥16,800（税別）

Generic	adaptor	 ¥16,800（税別）

●PC不要のスタンドアローン
●抽出可能8-32GB産業用SDカード
●リアルタイムUSBストリーミング用のCAN

バスインターフェースとして動作
●車両のフリート管理
●プロトタイプのフィールドテスト、診断
●リバースエンジニアリングに最適
●フリーソフトを介してログ化、ストリーミング

化されたデータをDBC変換
●8GB ¥54,960（税別）、
　32GB ￥69,360（税別）

●ケーブル長さ 1.5ｍ
●車両からOBD2またはCANバスデータをロ

グに記録
● 車 の ハ ン ド ル 付 近 の コ ネ ク タ ー に 適 合、

CANedgeデータロガーを簡単に接続して
OBD2/CANデータの記録を開始可能

●非標準コネクタを備えたCANバスアプリケー
ションからのデータをログに記録可能

●独自のカスタムアダプターケーブルの作成が
容易

●短時間でログ記録が可能
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5G対応デバイス	 ［京セラ］

K5G-C-100A	 ¥199,000（税別）

公衆5G・ローカル5G（ミリ波、Sub6）/4GLTE
に 対 応。4K/8Kカ メ ラ や 監 視 カ メ ラ、AGV、
スマートグラスといったエッジデバイスに、

「K5G-C-100A」を 有 線（USBType-C、HDMI、
Ethernet）無線（Wi-Fi 6、Bluetooth 5.1）で接
続することで、5Gの通信機能を持たせることが
可能です。

バッテリーアナライザ	 ［新栄電子計測器］

BTA-3000Plus	 ¥390,000（税別）

●大型液晶とタッチパネルで簡単に操作
●リチウムイオン、リチウムポリマ、
　ニッカド、ニッケル水素の試験が可能
●測定範囲：1.2V〜14.4V、3A
●充電放電のサイクル試験可能
●最大999機種の電池規格を記憶
●充電放電の特性をグラフ表示
●プリンタ標準装備

ポテンション/ガルバノスタット	 ［アメテック］

ポテンション/ガルバノスタット	 ［アメテック］

ポテンション/ガルバノスタット	 ［アメテック］

VersaSTAT3-100	 ¥1,961,600（税別）より

VersaSTAT4-100	 ¥2,653,900（税別）より

VersaSTAT3F-100	 ¥2,815,400（税別）

多くの基本的な電気化学試験に十分な電圧及び
電流範囲を提供します。
電池、物理的電気化学、腐食実験など幅広い測定
にご使用になれます。
●標準±2Aの電流範囲
● 標準6pAの分可能で最小±200nAの電流

範囲
●S/N比向上のための2種類の異なるEおよびI

フィルターを搭載

ハードウエアとソフトウエアと多くの組合せが
可能で広い電流範囲に対応しています。
●標準±2Aの電流範囲
●標準122fAの分解能で最小±4nAの電流範囲
●S/N比向上のための5種類のEおよびIフィル

ターを搭載

フローティンググランドを選択可能なポテン
ションスタットです。
オートクレープのような接地された電極や、接地
された電極セルの測定を可能にします。

デジタルフォースゲージ	 ［アイコー］

RZEシリーズ	 ¥79,800（税別）

●ご購入後1年以内の最初の1回のオーバー
ロードは無償修理対応

　（日本国内ご使用の場合のみ）
●見やすい液晶表示
●USBデータ出力対応（ケーブル付属）*
●アナログ出力（±2VF.S.）
●マルチ電源対応（AC100V〜240V）
　ヨーロッパ仕様プラグ付属
●使用可能時間：満充電後約30時間
●ニッケル水素電池使用
　環境にやさしく短時間充電（約4.5時間）
●高速サンプリング（新たなCPU回路）
　1ms, 5ms,16ms, 50ms,125ms, 250ms 切替
●質量（約375g）　弊社比較  約75g軽量化

*RZEシリーズ専用ソフトウェア（オプション）をご用意
 推奨環境：Windows7、8、10（日本語OSもしくは英語OS）、メモリ2Gバイト以上

●機種一覧
型　　式 RZE-1 RZE-2 RZE-5 RZE-10

　
定格容量（R.C.） 10N（1kgf） 20N（2kgf） 50N（5kgf） 100N（10kgf）
表示可能範囲 0.001〜　　 0.01〜　　 0.01〜　　 0.01〜　　
 　10.000N 　20.00N 　50.00N 　100.00N
 （0.0001〜 　 （0.001〜 　 （0.001〜 　 （0.001〜 　
 　1.0000kgf） 　2.000kgf） 　5.000kgf） 　10.000kgf）
最小分解能 0.001N 0.01N 0.01N 0.01N
 （0.0001kgf） （0.001kgf） （0.001kgf） （0.001kgf）
先端軸 M6 M6 M6 M6

　

型　　式 RZE-20 RZE-50 RZE-100
　

定格容量（R.C.） 200N（20kgf） 500N（50kgf） 1kN（100kgf）
表示可能範囲 0.1〜　　 0.1〜　　 0.1〜　　
 　200.0N 　500.0N 　1000.0N
 （0.01〜 　 （0.01〜 　 （0.01〜 
 　20.00kgf） 　50.00kgf） 　100.00kgf）
最小分解能 0.1N 0.1N 0.1N
 （0.01kgf） （0.01kgf） （0.01kgf）
先端軸 M6 M6 M6

　

大電流対応IVカーブトレーサ	 ［新栄電子計測器］

IVH-2020Z	 ¥598,000（税別）

●0Aまでの大電流システムに対応
●クラスC全天日射計を標準搭載
●タッチパネル搭載
●太陽電池の評価に必要な測定項目を網羅
●測定可能電圧：最大1030V
●測定可能電流：最大30A
●測定可能電力：最大24kW
●内部メモリー：1000件
●日射計、温度計標準装備

新新規在庫規在庫
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USB2.0	マルチファンクションDAQユニット	 ［コンテック］

USB2.0	絶縁型デジタル入出力ユニット	［コンテック］

AIO-160802AY-USB	 ¥76,300（税別）

DIO-3232LX-USB	 ¥68,700（税別）

●手軽に持ち運びできるコンパクト軽量設計
●配線が簡単。スクリュー圧接型のターミナルブ

ロック
●USB2.0/1.1対応、バスパワー動作
●100KSPS 8チャネル 16bitアナログ入力
●2チャネル 16bitアナログ出力
●組み込み用固定金具あり（別売）
●Windows用データロガーソフト付属
●Windowsドライバ、プログラム用API付属
●LabVIEW対応

●応答速度200µsecのフォトカプラ絶縁入力
32点、フォトカプラ絶縁オープンコレクタ出
力32点搭載

●入力信号32点を割込み要求信号として使用
可能

●出力回路にサージ電圧保護ツェナーダイオー
ド、過電流保護のポリスイッチを内蔵

●PIO-32/32L（PCI）H、DIO-32/32L-PEと
コネクタ形状、信号配置互換

USB2.0	マルチファンクションDAQユニット	 ［コンテック］
AIO-163202FX-USB	 ¥160,100（税別）

●多彩なサンプリング制御を実現するイベント
コントローラ機能を搭載

●USB2.0/1.1対応
●USBハブ機能搭載
●500KSPS 32チャネル 16bitアナログ入力
●2チャネル 16bitアナログ出力、2チャネル

カウンタ
●組み込み用固定金具あり（別売）
●Windows用データロガーソフト付属
●Windowsドライバ、プログラム用API付属
●LabVIEW対応

USB2.0	デジタル入出力ユニット（絶縁）	 ［コンテック］

CompactDAQシャーシ	 ［日本NI］

CompactDAQシャーシ	 ［日本NI］ CompactDAQシャーシ	 ［日本NI］

DIO-0808LY-USB	 ¥31,900（税別）

cDAQ-9171（781425-01）	 ¥64,000（税別）

cDAQ-9174（781157-01）	 ¥190,000（税別） cDAQ-9181（781496-01）	 ¥83,000（税別）

●手軽に持ち運びできるコンパクト軽量設計
●配線が簡単。スクリュー圧接型のターミナルブ

ロック
●USB2.0/1.1対応、バスパワー動作
●8点 フォトカプラ絶縁入力
●8点 絶縁オープンコレクタ出力
●出力回路に保護回路（サージ電圧/過電流）を

内蔵
●組み込み用固定金具あり（別売）
●Windowsドライバ、プログラム用API付属
●LabVIEW対応

NI Cシリーズモジュールに対応するUSBバス
パワー対応シャーシです。
●USB 2.0、1スロットシャーシ
●動作温度：-20℃〜55℃
●外形寸法（mm）：131.4×88.6×33.3

NI Cシリーズモジュールに対応するUSB接続
シャーシです。
●USB 2.0、4スロットシャーシ
●動作温度：-20℃〜55℃
●外形寸法（mm）：159×88.1×58.9
●重量：約575g

＊別途電源コードが必要です
　（763634-01）

NI Cシリーズモジュールに対応するEthernet
接続シャーシです。
●1スロットシャーシ
●動作温度：0℃〜55℃
●外形寸法（mm）：194.0×88.7×33.6
●重量：約470g

＊別途電源コードが必要です
　（763634-01）

RS-232C	1chマイクロコンバータ	 ［コンテック］
COM-1（USB）H	 ¥10,300（税別）

外部装置とRS-232C準拠のシリアル通信を行
う、USB 2.0対 応 のRS-232Cマ イ ク ロ コ ン
バータ。
1台で1チャネルのRS-232C準拠のシリアル
ポートを備えています。
添付の標準COMドライバソフトウェア[COM 
Setup Disk]を使用することで、Windows標準
のCOMポートとしてアクセス可能。
このマイクロコンバータを使用する際は、当社
製ドライバソフトウェアを使用する必要があり
ます。

新新規在庫規在庫

USB2.0	デジタル入出力ユニット（TTL）	 ［コンテック］

DIO-0808TY-USB	 ¥25,200（税別）

●手軽に持ち運びできるコンパクト軽量設計
●配線が簡単。スクリュー圧接型のターミナルブ

ロック
●USB2.0/1.1対応、バスパワー動作
●8点 非絶縁TTL入力
●8点 非絶縁オープンコレクタ出力
●入出力回路に保護回路（サージ保護）を内蔵
●組み込み用固定金具あり（別売）
●Windowsドライバ、プログラム用API付属
●LabVIEW対応

USB2.0対応	GPIB通信マイクロコンバータ	 ［コンテック］
GPIB-FL2-USB	 ¥47,600（税別）

本製品は、パソコンのUSBインターフェイスに
接続することで手軽にGPIB通信ができるマイ
クロコンバータです。
通信制御する各種機器との接続は、IEEE-488.1
およびIEEE-488.2に準拠したインターフェイ
スで接続できます。
Windows版、LabVIEW版ドライバ添付。

新新規在庫規在庫 新新規在庫規在庫
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USB	デジタルI/Oデバイス	 ［日本NI］CompactDAQシャーシ	 ［日本NI］

USB	デジタルI/Oデバイス	 ［日本NI］

USB	マルチファンクションI/Oデバイス	 ［日本NI］

USB	マルチファンクションI/Oデバイス	 ［日本NI］ USB	マルチファンクションI/Oデバイス	 ［日本NI］

USB	マルチファンクションI/Oデバイス	 ［日本NI］

USB-6501（779205-01）	 ¥16,000（税別）cDAQ-9185（785064-01）	 ¥230,000（税別）

USB-6509（779975-01）	 ¥85,000（税別）

USB-6002（782606-01）	 ¥73,000（税別）

USB-6212（780107-01）	 ¥220,000（税別） USB-6363（781443-01）	 ¥460,000（税別）

USB-6003（782608-01	 ¥94,000（税別）

●USB2.0 低価格デジタルI/Oデバイス
●24ch デジタル入出力
●入力LOW：-0.3〜0.8V
●入力HIGH：2.0〜5.8V
●出力：アクティブ駆動、オープンコレクタ
●出力LOW：最大0.8V
●出力HIGH：2.0〜5.0V
●NI-DAQmx ドライバ

NI Cシリーズモジュールに対応するEthernet
接続シャーシです。
●4スロットシャーシ
●動作温度：-40℃〜70℃
●外形寸法（mm）：178.1×88.1×64.1
●重量：約660g

＊別途電源コードが必要です
　（763634-01）

●USB2.0 デジタルI/Oデバイス
●96ch デジタル入出力
●入力LOW：0〜0.8V
●入力HIGH：2.0〜5.0V
●出力：アクティブ駆動
●出力LOW：最大1.4V
●出力HIGH：2.8〜5.0V
＊SCB-100（ 端 子 台 ）お よ びSH100-100-F
（ケーブル）と合わせてご利用ください。

●低価格なマルチファンクションDAQ
●USB 2.0 バスパワー給電かつ軽量設計
●ネジ留め式端子
●8chアナログ入力（16Bit, 50kS/s）
●2chアナログ出力（5kS/s/ch）
●13chデジタル入出力
●32-bitカウンタ
●簡易的なデータロギングにおすすめ
●NI-DAQmxドライバ

●マルチファンクションDAQ
●USB 2.0 バスパワー給電かつ軽量設計
●ネジ留め式端子
●16chアナログ入力（16Bit, 400kS/s）
●2chアナログ出力（16Bit, 250kS/s/ch）
●32chデジタル入出力
●2ch 32-bit カウンタ
●簡易的なデータロギングにおすすめ
●NI-DAQmxドライバ

●高機能マルチファンクションDAQ
●USB 2.0 接続
●ネジ留め式端子付き
●32chアナログ入力（16Bit, 2MS/s）
●4chアナログ出力（最大2.86MS/s）
●48chデジタル入出力
●4ch 32-bit カウンタ
●NI-DAQmxドライバ
＊別途電源コードが必要です
　（763634-01）

●低価格なマルチファンクションDAQ
●USB 2.0 バスパワー給電かつ軽量設計
●ネジ留め式端子
●8chアナログ入力（16Bit, 100kS/s）
●2chアナログ出力（5kS/s/ch）
●13chジタル入出力
●32-bitカウンタ
●簡易的なデータロギングにおすすめ
●NI-DAQmxドライバ

新新規在庫規在庫

新新規在庫規在庫

新新規在庫規在庫

新新規在庫規在庫 新新規在庫規在庫

新新規在庫規在庫

USB	マルチファンクションI/Oデバイス	 ［日本NI］

USB-6001（782604-01）	 ¥36,300（税別）

●低価格なマルチファンクションDAQ
●USB 2.0 バスパワー給電かつ軽量設計
●8chアナログ入力（14 Bit、20kS/s）
●2chアナログ出力（5kS/s/ch）
●13chデジタル入出力
●32-bitカウンタ
●簡易的なデータロギングにおすすめ
●NI-DAQmxドライバ

100ピン	マルチファンクションケーブル	 ［日本NI］

SH100-100F	2m（185095-02）	 ¥38,400（税別）

●100ピンシールドケーブル 2m
●バックエンド：100ピン、オス SCSI
●フロントエンド：100ピン、オス SCSI
ケーブル の 選択 は、 接続 する ハードウェアの  コネ 
クタ タイプ と 要件、 および ケーブル の使用 環境 に
よって 異 なり ます。

100ピン	シールド端子台	 ［日本NI］

SCB-100（776990-01）	 ¥65,000（税別）

●100ピンシールド端子台
●バックエンド：100ピン、メス SCSI
●100ピン、メス ネジ留め式端子
端子台の使用により、さまざまなテストデバイス
と計測デバイスに接続が可能です。
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32/32点	デジタル入出力ボード	 ［インタフェース］
PCI-2726CM	 ¥36,900（税別）

●フォトカプラにより入出力部を絶縁
●長距離受信が可能（入力）
●駆動電流+100mA（MAX）の高出力
●リセット信号出力/電源状態出力
　（RSTOUT/P.OUT）
●16点単位に分離独立
●外部リセット入力（RSTIN）
●タイマカウンタ搭載
●入出力ハンドシェーク機能搭載
●PCI 5V/3.3V信号環境対応

64点CMOS	デジタル入出力ボード	 ［インタフェース］
PCI-2768C	 ¥37,000（税別）

●64点CMOS型高耐圧接点入力　●入力電圧：
DC+5V〜DC+48V（ 最 大 定 格DC+50V）　
●入力応答時間： 0.5µs　●64点高電流オー
プンコレクタ出力　●出力電圧： DC+5V〜
DC+48V（最大定格DC+50V）　●出力応答時
間： 1.0µs　●非絶縁高速入力　●入出力ハン
ドシェーク機能搭載　●外部割り込み入力可能
●入出力共通端子　●外部リセット入力、出力機
能付　●インターバルタイマ搭載

64点CMOS	デジタル入出力ボード	 ［インタフェース］
PCI-2798C	 ¥61,000（税別）

●64点CMOS型高耐圧接点入力　●入力電圧：
DC+5V〜DC+48V（ 最 大 定 格DC+50V）　
●入力応答時間： 20µs　●64点高電流オー
プンコレクタ出力　●出力電圧： DC+5V〜
DC+48V（最大定格DC+50V）　●出力応答時
間： 11µs　●バス絶縁　●入出力ハンドシェー
ク機能搭載　●外部割り込み入力可能　●入出
力共通端子　●外部リセット入力、出力機能付　
●インターバルタイマ搭載

64点TTL	デジタル入出力ボード	［インタフェース］
PCI-2702C	 ¥33,900（税別）

●64点TTLシュミットトリガ入力
●入力電圧： DC+5V　●入力応答時間： 0.1µs
●64点TTLオープンコレクタ出力
●出力電圧： DC+5V　●出力応答時間： 0.5µs
●非絶縁高速入出力
●入出力ハンドシェーク機能搭載
●外部割り込み入力可能
●入出力共通端子
●外部リセット入力、出力機能付
●インターバルタイマ搭載

48点TTL		PPIボード	 ［インタフェース］

PCI-2746C	 ¥29,000（税別）

●48点TTLシュミット入力
●入力電圧： DC+5V　●入力応答時間： 0.4µs
●48点TTLレベル出力
●出力電圧： DC+5V　●出力応答時間： 0.5µs
●非絶縁高速入出力
●コントローラに8255×2を使用
●8255の全モードが使用可能
●外部割り込み入力可能
●入出力共通端子
●外部リセット入力、出力機能付
●インターバルタイマ搭載

GPIBインタフェースボード	 ［インタフェース］

PCI-4301	 ¥29,800（税別）

●1チャンネル
●バスマスタ方式によるDMA転送
●IEEE488準拠
●弊社オリジナルコントローラ搭載
●最大転送速度： 1.1Mバイト/s
●低消費電力
●GPIBアクセス状態表示LED付

FIFO搭載GPIBインタフェースボード	 ［インタフェース］

PCI-4304	 ¥37,500（税別）

●1チャンネル
●IEEE488準拠
●弊社オリジナルコントローラ搭載
●双方向FIFOメモリ搭載
●最大転送速度： 1Mバイト/s
●GPIBアクセス状態表示LED付

垂直96ピンネジ変換端子台	 ［インタフェース］

TNS-9601	 ¥19,800（税別）

96ピンハーフピッチコネクタ（オス）を搭載した
インタフェースモジュールと、外部接続機器間の
信号を接続するための中継端子台です。
端子部には、裸電線や棒端子が適合します。電線
の被覆を剥くだけで、ドライバさえあれば容易に
接続できます。
●使用コネクタ：
　PCR-E96MD+本多通信工業製
●外形寸法：
　240（W）×91（D）×38.8（H）[mm]

96ピンハーフピッチケーブル	 ［インタフェース］

ECO-6620	 ¥11,000（税別）

96ピンハーフピッチ（メス）コネクタ←→96
ピンハーフピッチ（メス）コネクタ接続ケーブル

（2.0m）です。
ハーフピッチコネクタ・EMI対策品を採用し、
ケーブルはUL規格取得・RoHS指令対応品を使
用しています。
ツイストペアケーブル・編組シールド付きのた
め、耐ノイズ性に優れています。
弊社端子台に接続可能です。
1.0mタイプ（¥9,000（税別））もあります。

96ピンハーフピッチ融着ケーブル	［インタフェース］

ECO-6420Y	 ¥9,000（税別）

96ピンハーフピッチ（メス）コネクタ融着ケーブ
ル（2.0m）です。
ハーフピッチコネクタ・EMI対策品を採用し、
ケーブルはUL規格取得・RoHS指令対応品を使
用しています。
ツイストペアケーブル・編組シールド付きのた
め、耐ノイズ性に優れています。
また、片側融着ケーブルのため、使用環境に合わ
せて圧着・圧接・はんだ付け等様々な加工を行う
ことができます。
1.0mタイプ（¥7,500（税別））もあります。
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RS-232C	2ch通信ボード	 ［コンテック］

COM-2（PCI）H	 ¥24,200（税別）

パソコンに2チャネルのRS-232Cシリアル通
信ポートを増設。PCIバス準拠。
各チャネルに送信128byte/受信128byteの
FIFOバッファを搭載。
添付の標準COMドライバによるセットアップで
Windows、Linux標準のCOMポートとして使
用可能。
Win32 APIコ ミ ュ ニ ケ ー シ ョ ン 関 数 や
MSCommでプログラムも可能。

RS-232C	8ch通信ボード	 ［コンテック］

COM-8（PCI）H	 ¥53,400（税別）

パソコンに8チャネルのRS-232Cシリアル通
信ポートを増設。PCIバス準拠。
各チャネルに送信128byte/受信128byteの
FIFOバッファを搭載。
添付の標準COMドライバによるセットアップで
Windows、Linux標準のCOMポートとして使
用可能。
Win32 APIコ ミ ュ ニ ケ ー シ ョ ン 関 数 や
MSCommでプログラムも可能。
分配ケーブル別売。

LowProfilePCI		RS-232C通信ボード	 ［コンテック］
COM-4（LPCI）H	 ¥33,100（税別）

パソコンに4チャネルのRS-232Cシリアル通
信ポートを増設。PCIバス準拠。
ブラケット変更でPCIスロットにも実装可能。
各チャネル、送受信別に128byte FIFOバッファ
を搭載。
添付の標準COMドライバによるセットアップで
Windows、Linux標準のCOMポートとして使
用可能。
Win32 APIコ ミ ュ ニ ケ ー シ ョ ン 関 数 や
MSCommでプログラムも可能。
分配ケーブル別売。

LowProfilePCI	低価格GPIB通信ボード	 ［コンテック］
GP-IB（LPCI）FL	 ¥37,000（税別）

IEEE-488.1およびIEEE-488.2準拠。
バスマスタ転送機能を搭載。
ブラケット変更でPCIスロットにも実装可能。
GPIBインターフェイスを持つ各種機器の通信制
御が可能。
Windows版、LabVIEW版ドライバ添付。
別売の計測システム開発用ActiveXコンポーネ
ント集ACX-PAC（W32）を使用することによ
り、高機能なアプリケーションを短期間、簡単に
開発可能。

低価格高速型GPIB通信ボード	 ［コンテック］

GP-IB（PCI）FL	 ¥34,500（税別）

IEEE-488.1およびIEEE-488.2に準拠。
バスマスタ転送機能を搭載。
PCIバス準拠。
GPIBインターフェイスを持つ各種機器の通信制
御が可能。
Windows版、LabVIEW版ドライバ添付。
別売の計測システム開発用ActiveXコンポーネ
ント集ACX-PAC（W32）を使用することによ
り、高機能なアプリケーションを短期間、簡単に
開発可能。

16/16点絶縁型デジタル入出力ボード	 ［コンテック］

DIO-1616L-PE	 ¥33,100（税別）

●フォトカプラ絶縁入力16点
●フォトカプラ絶縁オープンコレクタ出力16点
●入力信号の全てを割込信号として使用可能
●入力信号の誤認識を防止するデジタルフィル

タ機能搭載
●出力回路にサージ電圧保護のツェナーダイ

オード、過電流保護のポリスイッチを内蔵
●Windowsドライバ、プログラム用API付属
●LabVIEW対応

32/32点絶縁型デジタル入出力ボード	 ［コンテック］

PIO-32/32L（PCI）H	 ¥44,700（税別）

●フォトカプラ絶縁入力32点
●フォトカプラ絶縁オープンコレクタ出力32点
●応答時間200µsec以内
●入力32点を割り込み要求信号として使用可能
●出力トランジスタの保護回路内蔵
●Windowsドライバ、プログラム用API付属
●LabVIEW対応

96点圧着用中継端子台	 ［コンテック］

EPD-96	 ¥17,700（税別）

96ピンハーフピッチコネクタ「F（雌）タイプ」
を持つ当社製インターフェイスボードの入出力
配線を中継するネジ止め式の圧着用中継端子台
です。
コネクタと端子台は1対1で対応しており、端子
台を介してボードと外部機器との接続を簡単に
行えます。
35mm DINレールへの取り付けができます。

37点圧着用中継端子台	 ［コンテック］

EPD-37	 ¥11,800（税別）

37ピン D-SUBコネクタ[F（雌）タイプ]を持つ
当社製インターフェイスボードの入出力配線を
中継するネジ止め式の圧着用中継端子台です。
コネクタと端子台は1対1で対応しており、端子
台を介してボードと外部機器との接続を簡単に
行えます。
35mm DINレールへの取り付けができます。

37ピンD-SUBコネクタ付シールドケーブル	 ［コンテック］
PCB37PS-1.5P	 ¥7,100（税別）

37ピンD-SUBコネクタから37ピンD-SUB
コネクタに接続するためのシールドケーブル

（1.5m）です。
弊社端子台（EPD-37）に接続可能です。
0.5mタイプ￥6,900（税別）、
3mタイプ￥7,900（税別）、
5mタイプ￥8,800（税別）もあります。
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96ピンコネクタ付シールドケーブル	 ［コンテック］ 96ピン→37ピン分配用ケーブル	 ［コンテック］

PCB96PS-1.5P	 ¥14,200（税別） PCB96WS-1.5P	 ¥14,200（税別）

96ピンハーフピッチコネクタから96ピンハー
フピッチコネクタに接続するためのシールド
ケーブル（1.5m）です。
弊社端子台（EPD-96）に接続可能です。
0.5mタイプ￥13,000（税別）、
3mタイプ￥16,500（税別）、
5mタイプ￥18,900（税別）もあります。

96ピ ン ハ ー フ ピ ッ チ コ ネ ク タ を37ピ ン
D-SUBコ ネ ク タ[M（ 雄 ）]タ イ プ に 変 換 す る 
ケーブルです。
弊社端子台（EPD-37）に接続可能です。
3mタイプ¥16,500（税別）、
5mタイプ¥18,900（税別）もあります。

RS-232C	4CH	分配ケーブル	 ［コンテック］

PCE44/9P4S	 ¥9,000（税別）

こ の ケ ー ブ ル は、Low Profile PCIバ ス 対 応
COMボードのCN1（44ピンD-SUBコネクタ）
と接続し、9ピンD-SUBコネクタ[M（雄）タイプ] 
に分配する商品です。
COM-4（LPCI）Hと合せてお使いください。

RS-232C	8CH	分配ケーブル	 ［コンテック］

PCE78/9PS	 ¥12,800（税別）

こ の ケ ー ブ ル は、RS-232C 8chの ボ ー ド の
CN1（78ピ ンD-SUBコ ネ ク タ ）と 接 続 し、8
チャネル分の9ピンD-SUBコネクタ[M（雄）タ
イプ] に分配する商品です。
COM-8（PCI）Hと合せてお使いください。

PCI高性能GPIBインタフェース・カード	 ［キーサイト］

82350C	 ¥101,789（税別）

●PCI-GPIBインタフェース・カード（ロープロ
ファイル対応用ブラケット標準付属）

●PCにカードを挿入しGPIBインタフェースに
対応

●Windows®10/8/7をサポート

LAN/GPIB/USBゲートウェイ	 ［キーサイト］

E5810B	 ¥344,294（税別）

●複数のユーザがGPIB測定器を共有し、連携作
業が簡単に

●容易なセットアップおよび使い方：デジタル・
ディスプレイ、Webブラウザ、設定支援用ソフ
トウェアを内蔵

● 標準装備：10/100/1000 LAN、測定器側
RS-232Cインタフェース

●Windows®10/8/7をサポート

GPIBケーブル	&	GPIBアダプタ	 ［キーサイト］

10833A-G	&	10834A	 ¥7,456（税別）より

●10833D 0.5m ¥15,038
●10833A 1m ¥15,659
●10833B 2m ¥17,619
●10833C 4m  ¥19,574
●10833F 6m ¥23,490
●10833G 8m ¥25,447
●10834A アダプタ ¥7,456

USB/GPIBインタフェース	 ［キーサイト］

82357B	 ¥105,702（税別）

●GPIB付測定器を簡単にPCに接続
●プラグ＆プレイ
●High Speed USB2.0対応
●最大14台のGPIB機器（IEEE488）を接続可能
●8個までのデバイスにパラレル・ポーリング
　可能（GPIB経由）
●Windows®10/8/7をサポート

新新規在庫規在庫



... 59

GPIB計測器制御デバイス	 ［日本NI］

GPIB計測器制御デバイス	USB	 ［日本NI］

PCIe-GPIB	LP版（780575-01）	 ¥143,000（税別）

GPIB-USB-HS＋（783368-01）	 ¥138,000（税別）

●IEEE488.2 GPIB 計測器制御デバイス
●ロープロファイル用
●PCI Expressバス
●3線式：最大1670KB/秒
●HS488：最大 7980KB/秒
●NI-488.2 ドライバ

●IEEE488.2 GPIB 計測器制御デバイス
●GPIB-USB変換ケーブル
●3線式：最大1830KB/秒
●HS488：最大7920KB/秒
●High Speed USB2.0、最大480Mb/秒
●NI-488.2 ドライバ
●所要電力：バス電源
●外形寸法（mm）：80×61×20

GPIB計測器制御デバイス	 ［日本NI］

PCIe-GPIB（778930-01）	 ¥143,000（税別）

●IEEE488.2 GPIB 計測器制御デバイス
●PCI Expressバス用
●3線式：最大1670KB/秒
●HS488：最大 7980KB/秒
●NI-488.2 ドライバ

GPIB計測器制御デバイス	 ［日本NI］

PCI-GPIB（778032-01）	 ¥173,000（税別）

●IEEE488.2 GPIB 計測器制御デバイス
●PCIバス用
●3線式：最大1536KB/秒
●HS488：最大 7885KB/秒
●NI-488.2 ドライバ

GPIBバスエクステンダ	 ［日本NI］

GPIB-140A（777997-07）	 ¥306,000（税別）

●GPIBケーブル長を延長　最長1㎞
●ソフトウェアの変更不要で延長可
●最大1.1MB/秒（IEEE 488.1）
●最大2.8MB/秒（HS488）
●GPIBに接続するデバイス
　最大26まで拡張可能

マルチファンクションI/Oボード	 ［日本NI］

PCIe-6351（781048-01）	 ¥220,000（税別）

●PCIe接続マルチファンクションDAQ
●16chアナログ入力（16Bit、1.25MS/s）
●2chアナログ出力
●24chデジタル入出力
●4chカウンタ
●推奨ケーブルオプション
　SHC68-68-EPM　2m（192061-02）
●推奨端子台オプション
　SCB-68A（782536-01）
●NI-DAQmx ドライバ

68ピン	マルチファンクションケーブル	 ［日本NI］

SHC68-68-EPM	2m（192061-02）	 ¥27,000（税別）

●68ピンシールドケーブル 2m
●バックエンド：68ピン、オスVHDCI
●フロントエンド：68ピン、メスSCSI
ケーブル の 選択 は、 接続 する ハードウェアのコネ 
クタ タイプ と 要件、 および ケーブル の使用 環境 に
よって 異 なり ます。

68ピン	シールド端子台	 ［日本NI］

SCB-68A（782536-01）	 ¥63,000（税別）

●68ピンシールド端子台
●バックエンド：68ピン、オス SCSI
●68ピン、メス ネジ留め式端子
●取付オプション
　パネル、DINレール、壁
端子台の使用により、さまざまなテストデバイス
と計測デバイスに接続が可能です。
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	 ソリューション推進部
 TEL.03-5807-1881　FAX.03-5807-1880
  E-mail：tech@n-denkei.co.jp
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	 ソリューション推進部	 TEL.03-5807-1881　FAX.03-5807-1880
 クロスエンジニアリング部 TEL.03-5807-1881　FAX.03-5807-1880
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	 ソリューション推進部	 東京：03-5807-1881　大阪：06-6190-1381
 計測器ワールド TEL.03-5807-2941　FAX.03-3835-4350
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	 国内営業本部	 TEL.03-5816-3561　担当：木村
 ソリューション推進部 TEL.03-5807-1881
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	 ソリューション推進部
 TEL.03-5807-1881
  E-mail：tech@n-denkei.co.jp
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	 NI事業開発部
 TEL.03-5816-8831
  E-mail：embs-info@n-denkei.co.jp
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Fluke ii900　2,130,000円
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本社
〒110-0005 東京都台東区上野 5-14-12 ND ビル
 Tel.（03）5816-3551（代表）  Fax.（03）5816-3550
仙台営業所
〒989-3122 宮城県仙台市青葉区栗生 5-8-10 ロワール TN
 Tel.（022）391-9751  Fax.（022）391-9750
秋田サテライト
〒015-0862 秋田県由利本荘市小人町 197-1
 Tel.（0184）74-6911  Fax.（0184）74-6910
郡山営業所
〒963-8025 福島県郡山市桑野 2-2-18
 Tel.（024）927-5301  Fax.（024）927-5360
宇都宮営業所
〒321-0904 栃木県宇都宮市陽東 7-7-39
 Tel.（028）689-5871  Fax.（028）689-5878
ひたちなか営業所
〒312-0062 茨城県ひたちなか市高場 4-19-17
 Tel.（029）308-8561  Fax.（029）308-8560
茨城営業所
〒300-2635 茨城県つくば市東光台 4-4-2
 Tel.（029）848-3081  Fax.（029）848-3080
群馬営業所
〒373-0808 群馬県太田市石原町 291-3 ニッケイプラザ 1 階
 Tel.（0276）45-8748  Fax.（0276）45-9063
埼玉営業所
〒330-0851 埼玉県さいたま市大宮区櫛引町 1-774
 Tel.（048）665-3005  Fax.（048）666-8351
長岡営業所
〒940-0033 新潟県長岡市今朝白 1-8-18 長岡 DN ビル 10 階
 Tel.（0258）31-3200  Fax.（0258）31-3211
長野営業所
〒381-2206 長野県長野市青木島町綱島 498-10
 Tel.（026）284-6435  Fax.（026）284-6436
松本営業所
〒390-0851 長野県松本市大字島内字広田 4081-8
 Tel.（0263）48-5995  Fax.（0263）48-0131
山梨営業所
〒400-0046 山梨県甲府市下石田 2-20-22
 Tel.（055）226-9091  Fax.（055）226-9095
金沢営業所
〒920-0370 石川県金沢市上安原 2-187
 Tel.（076）240-8071  Fax.（076）240-1210
千葉営業所
〒262-0033 千葉県千葉市花見川区幕張本郷 2-11-27 富士見山久 1 階
 Tel.（043）213-9821  Fax.（043）213-9820
東京営業所
〒110-0005 東京都台東区上野 5-14-12 ND ビル 3 階
 Tel.（03）3834-6321  Fax.（03）3836-3237
東京南営業所
〒141-0032 東京都品川区大崎 1-19-12 磯田ビル
 Tel.（03）5434-1261  Fax.（03）5434-1260
東京西営業所
〒182-0026 東京都調布市小島町 1-32-2 京王調布小島町ビル 1 階
 Tel.（042）429-3301  Fax.（042）429-3300
多摩営業所
〒192-0046 東京都八王子市明神町 3-20-6 八王子ファーストスクエア 11 階
 Tel.（042）656-8191  Fax.（042）656-8190
川崎営業所
〒230-0037 神奈川県横浜市鶴見区向井町 1-3-3 鶴見 ND ビル 2 階
 Tel.（045）508-4051  Fax.（045）508-4050
横浜営業所
〒222-0033 神奈川県横浜市港北区新横浜 3-23-3 新横浜 AK ビル 2 階
 Tel.（045）285-0531  Fax.（045）285-0530
厚木営業所
〒243-0021 神奈川県厚木市岡田 1-13-14 厚木 ND ビル 2 階
 Tel.（046）228-1115  Fax.（046）228-8527
湘南営業所
〒254-0032 神奈川県平塚市八千代町 6-5 杉山ビル 1 階
 Tel.（0463）25-5311  Fax.（0463）25-5300
三島営業所
〒411-0907 静岡県駿東郡清水町伏見 18-11
 Tel.（055）983-1001  Fax.（055）973-9080
浜松営業所
〒435-0054 静岡県浜松市中区早出町 1244-9
 Tel.（053）464-1301  Fax.（053）465-4047
名古屋営業所
〒480-1153 愛知県長久手市作田 2-210
 Tel.（0561）63-9121  Fax.（0561）63-9120
刈谷営業所 
〒472-0052 愛知県知立市弘法 1-5-16
 Tel.（0566）84-4311  Fax.（0566）84-4310
三重営業所
〒510-0035 三重県四日市市陶栄町 3-18
 Tel.（059）334-7020  Fax.（059）334-7023

滋賀営業所
〒520-3031 滋賀県栗東市綣 3-4-5
 Tel.（077）554-9100  Fax.（077）554-9101
京都営業所
〒612-8415 京都府京都市伏見区竹田中島町 274
 Tel.（075）646-3955  Fax.（075）646-3970
大阪営業所
〒564-0052 大阪府吹田市広芝町 15-30 シェリール江坂 101 号
 Tel.（06）6190-1381  Fax.（06）6190-0890
兵庫営業所
〒673-0898 兵庫県明石市樽屋町 8-32 甲南アセット明石第一ビル 2 階
 Tel.（078）915-2851  Fax.（078）915-2320
岡山営業所
〒710-0043 岡山県倉敷市羽島 721 Neo ジョリカ 101
 Tel.（086）484-8661  Fax.（086）484-8660
広島営業所
〒731-0113 広島県広島市安佐南区西原 1-4-7 第 2 宮本ビル 3 階
 Tel.（082）832-2011  Fax.（082）832-2020
福岡営業所
〒812-0013 福岡県福岡市博多区博多駅東 2-10-35 博多プライムイースト 7 階
 Tel.（092）434-7711  Fax.（092）434-7770
大分サテライト
〒870-1132 大分県大分市大字光吉 902 第 5 大分ユースコーポ 102 号
 Tel.（097）547-9691  Fax.（097）547-9690
熊本営業所
〒869-1108 熊本県菊池郡菊陽町光の森 4-12-9
 Tel.（096）233-2821  Fax.（096）233-2820
鹿児島営業所
〒899-5106 鹿児島県霧島市隼人町内山田 1-2-31 ストライブ暁 1 階
 Tel.（0995）64-2321  Fax.（0995）43-7510
国際センター
〒110-0005 東京都台東区上野 5-14-12 ND ビル 5 階
 Tel.（03）5816-0611  Fax.（03）5816-0610〈中国・台湾・韓国・香港〉
 Tel.（03）5816-2201  Fax.（03）5816-0620〈アセアン・インド・アメリカ〉
ソリューション推進部／クロス エンジニアリング部／施工管理部
〒110-0005 東京都台東区上野 5-14-12 ND ビル 4 階
 Tel.（03）5807-1881  Fax.（03）5807-1880
NI 事業開発部
〒110-0005 東京都台東区上野 5-14-12 ND ビル 4 階
 Tel.（03）5816-8831  Fax.（03）5807-1880
モビリティ市場推進部
〒110-0005 東京都台東区上野 5-14-12 ND ビル 4 階
 Tel.（03）5816-0291  Fax.（03）5807-1880
マーケティング部
〒110-0005 東京都台東区上野 5-14-12 ND ビル 9 階
 Tel.（03）5816-8291  Fax.（03）5816-8290
商品センター
〒230-0037 神奈川県横浜市鶴見区向井町 1-3-3 鶴見 ND ビル 1 階
 Tel.（045）508-6381  Fax.（045）508-6380
神奈川試験室
〒243-0021 神奈川県厚木市岡田 1-13-14 厚木 ND ビル B1 階
 Tel.（046）228-9645  Fax.（046）228-1119
海外事業推進部
〒110-0005 東京都台東区上野 5-14-12 ND ビル 9 階
 Tel.（03）5816-0951  Fax.（03）5816-0620
アイコーエンジニアリング株式会社
本社・大阪営業所／〒578-0984 大阪府東大阪市菱江 2-15-7
 Tel.（072）966-9011  Fax.（072）966-9017
東京営業所／〒136-0071 東京都江東区亀戸 1-28-6 タニビル 4 階
 Tel.（03）5858-8816  Fax.（03）5858-8836
名古屋営業所／〒480-1153 愛知県長久手市作田 2-210
 Tel.（0561）64-2331  Fax.（0561）64-2332
サービス東日本／〒243-0021 神奈川県厚木市岡田 1-13-14 厚木 ND ビル 3 階
 Tel.（046）227-0199  Fax.（046）227-0198
ユウアイ電子株式会社 （計測機器の販売・校正・修理、ISO 取得支援）
本社・校正室／〒350-1179 埼玉県川越市かし野台 2-22-20
 Tel.（049）243-8611  Fax.（049）242-1926
西日本校正室／〒564-0052 大阪府吹田市広芝町 15-30 シェリール江坂 101 号
 Tel.（06）6310-9130  Fax.（06）6310-9140
刈谷校正室／〒472-0052 愛知県知立市弘法 1-5-16
 Tel.（0566）91-7390  Fax.（0566）91-7391
熊本校正室／〒869-1108 熊本県菊池郡菊陽町光の森 4-12-9
 Tel.（096）233-2651  Fax.（096）233-2652
未来 B 計画株式会社
〒110-0005 東京都台東区上野 5-14-12 ND ビル 9 階
 Tel.（03）5816-2001  Fax.（03）5816-8940
株式会社エイリイ・エンジニアリング
〒357-0021 埼玉県飯能市大字双柳 1054
 Tel.（042）983-1701  Fax.（042）983-1709
新栄電子計測器株式会社
〒252-0816 神奈川県藤沢市遠藤 2636
 Tel.（0466）88-3030  Fax.（0466）87-0627

 https://www.n-denkei.co.jp
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海外拠点（名称のみ）
事業所
シンガポール支店
現地法人
米国現地法人（シカゴ）、マレーシア現地法人（クアラルンプール、ペナン）、タイ現地法人（バンコク、レムチャバン）、
ベトナム現地法人（ハノイ、ホーチミン）、韓国現地法人（水原）、日本電計香港、電計科技研発（上海）股份有限公司（R&D センター）、
電計科技研発（蘇州）有限公司、インド現地法人（グルガオン、バンガロール、チェンナイ）、
インドネシア現地法人（ジャカルタ、チカラン）、台湾現地法人（台北）、フィリピン現地法人（ラグナ）
電計貿易（上海）有限公司
本社、大連分公司、北京分公司、天津分公司、青島分公司、浦東事務所、浦西事務所、杭州分公司、無錫分公司、蘇州分公司、
常熟分公司、南京分公司、深圳分公司、広州分公司、厦門分公司、東莞分公司、珠海分公司、成都分公司、武漢分公司、重慶分公司、
鄭州連絡所、寧徳連絡所、南昌連絡所、合肥連絡所
電計科技発展（上海）有限公司
本社、長春分公司、天津分公司、蘇州分公司、広州分公司、深圳分公司

ご用命は下記へ……


