㈱協栄エレクトロニクス kyoei-info@kyoei-ele.com
TEL:092-761-6657 http://www.kyoei-ele.com/

【中古販売リスト ②-２】

2019年12月19日
有効期限：2020年3月末日

メーカー

資産名称

型番

定価

販売価格

仕

様

保証期間

80,000

測定電路:1φ2W 電圧:15V～600V(7ﾚﾝｼﾞ) 電流:1mA～50A(15ﾚﾝｼﾞ) 電力:15mW～30kW 周
波数特性:1Hz～100kHz I/F:RS-232C,GP-IB

1ヶ月

271,800

95,000

発生部:DCV:0～±30V,DCA:0～±22mA 最小分解能:1μV,1μA 確度:DC100mVﾚﾝｼﾞ:±
(0.02%+10μV),DC20mAﾚﾝｼﾞ:±(0.025% +3μA) 測定部:DCV:0～±35V,DCA:0～±100mA
最小分解能:10μV,1μA 確度:DC500mVﾚﾝｼﾞ:±(0.02%+50μV),DC20mAﾚﾝｼﾞ:±(0.025% +4
μA) 備考:抵抗,温度(熱電対,測温抵抗体),ﾊﾟﾙｽ等の発生･測定機能付 op94010-M:ACｱﾀﾞ
ﾌﾟﾀ op94015:NiMHﾊﾞｯﾃﾘ opB9108WA:RJｾﾝｻ 電源:単3ｱﾙｶﾘ乾電池×6,NiMHﾊﾞｯﾃﾘ,ACｱﾀﾞ
ﾌﾟﾀ RS-232C(D-Sub9PIN)

1ヶ月

760203M/C1,C7,EX3,G5,V1(WT50
0)

1,137,000

470,000

WT500 測定電路:単相3線･三相3線(2電圧/2電流)･三相3線(3電圧/3電流)･三相4線,電圧ﾚ
ﾝｼﾞ:15V～1000V,電流ﾚﾝｼﾞ:500mA～40A(ｸﾚｽﾄﾌｧｸﾀ3),周波数:DC/0.5Hz～100kHz
opC1:GP-IBｲﾝﾀﾌｪｰｽ opC7:ｲｰｻﾈｯﾄｲﾝﾀﾌｪｰｽ opEX3:外部ｾﾝｻ入力760203用 opG5:高調波
測定 opV1:VGA出力 ※安全端子ｱﾀﾞﾌﾟﾀｾｯﾄ758931(Max.1000V)は添付しておりません｡

1ヶ月

ﾌﾟﾚｼｼﾞｮﾝﾊﾟﾜｰｱﾅﾗｲｻﾞ

WT1806-06-MHE/EX6,B5,G5,DA,MTR

2,397,000

1,570,000

WT1800(50A6入力ｴﾚﾒﾝﾄﾓﾃﾞﾙ) 測定電路:単相3線 三相3線 三相3線(3電圧,3電流) 三相4
線 電流(A):10m～50(直接入力) 電圧(V):0.75～1,000 電力(W):- 周波数(Hz):DC,0.1～1M 6ｴ
ﾚﾒﾝﾄ GP-IB ｲｰｻﾈｯﾄ(10/100,1000Base-T/TX) USB2.0(ﾀｲﾌﾟA)×2 USB2.0(ﾀｲﾌﾟB)×1
opEX6:電流外部ｾﾝｻ入力 opB5:内蔵ﾌﾟﾘﾝﾀ opG5:高周波測定 opDA:20chDA出力 opMTR:
ﾓｰﾀ評価機能

1ヶ月

㈱ＴＦＦ テクトロニクス社

AC/DC電流ﾌﾟﾛｰﾌﾞ

TCP0030

498,800

220,000

周波数帯域(DC～):120MHz 最大AC電流(p-p):84A 最大DC電流:30A(10A/V) 最大ﾋﾟｰｸ･ﾊﾟ
ﾙｽ電流:50A 最大導線径:3.8mm ｹｰﾌﾞﾙ長:2.0m ﾌﾟﾛｰﾌﾞ側IF:TekVPI ｵｼﾛｽｺｰﾌﾟ側IF:TekVPI
最大電圧:被覆線のみ測定可能

1ヶ月

6

㈱エヌエフ回路設計ブロック

周波数特性分析器

FRA5097

2,865,000

1,280,000

周波数範囲:0.1mHz～15MHz 2ch 設定分解能:0.1mHz(発振部) AC振幅:0～10Vpeak
I/F:GP-IB,USB 感熱ﾌﾟﾘﾝﾀ 消耗品:100005969 PC-007-0382(紙)

1ヶ月

7

キーサイト・テクノロジー㈱

ﾌﾟﾛｰﾌﾞｱﾝﾌﾟ

1168A

1,344,686

740,000

帯域幅:10GHz､ﾀﾞｲﾅﾐｯｸﾚﾝｼﾞ:3.3Vp-p､DCｵﾌｾｯﾄ･ﾚﾝｼﾞ:±16V､最大電圧:±30V

1ヶ月

8

㈱ＴＦＦ テクトロニクス社

高電圧ﾌﾟﾛｰﾌﾞ

P6015A/1R

277,200

190,000

減衰比:1000:1 周波数帯域(DC～):75MHz 最大入力電圧(DCまたはRMS):20kV 入力抵
抗:100MΩ ｹｰﾌﾞﾙ長:3.0m ﾌﾟﾛｰﾌﾞ側IF:TekProbe1 ｵｼﾛｽｺｰﾌﾟ側
IF:StdBNC,TekProbe1,TekProbe2,TekVPI,TekConnect(TCA-BNC) ﾘｰﾄﾞｱｳﾄ機能付※ﾘｰﾄﾞｱ
ｳﾄ機能付ですが､本体IFがStdBNCﾀｲﾌﾟの場合は機能しません

1ヶ月

1

日置電機㈱

ﾊﾟﾜｰﾊｲﾃｽﾀ

3332

220,000

2

横河計測㈱

ﾊﾝﾃﾞｨｷｬﾘﾌﾞﾚｰﾀ

CA150/94010M,94015,B9108WA

3

横河計測㈱

ﾊﾟﾜｰｱﾅﾗｲｻﾞ

4

横河計測㈱

5

＊在庫のお問合わせ時は【中古販売リスト●】の●番号をお伝えください。
＊レンタル製品を中古としてリセール販売致します。
＊掲載価格は税抜きです。（単位：円）
＊お支払いは前払いにて頂戴しておりまます。
＊校正、証明書類費用、送料、他別途費用が発生します。
＊国内のみの販売ならびに保証は国内のみ有効です。消耗品は保証対象外です。
＊海外企業への販売、輸出販売は行っておりません。

Sell only in Japan

1／8

㈱協栄エレクトロニクス kyoei-info@kyoei-ele.com
TEL:092-761-6657 http://www.kyoei-ele.com/

【中古販売リスト ②-２】
メーカー

資産名称

型番

定価

販売価格

2019年12月19日
仕

様

保証期間

952,000

450,000

電流ﾌﾟﾛｰﾌﾞ増幅器 opTCP404XL:電流ﾌﾟﾛｰﾌﾞ 周波数帯域:DC～2MHz 最大電流(1A/mVﾚﾝ
ｼﾞ):DC(連続) 500A,RMS(正弦波) 500A,ﾋﾟｰｸ 750A 立上り時間:175ns以下 電流感度:1A/mV
最大導体ｻｲｽﾞ:21mm×25mm 最大電圧:600V CATⅠ(裸線),300V CATⅢ(絶縁) ｹｰﾌﾞﾙ
長:8m ｲﾝﾀｰﾌｪｰｽ:TekProbe LEVEL2 or Std BNC(50Ω)

1ヶ月

710130-MHJ/B5,M2,P4,C11,F1,C8,F
4(DLM2054)

1,791,000

1,100,000

周波数帯域:DC～500MHz 電圧軸感度設定範囲:2mV～10V/div(1MΩ時) 最高ｻﾝﾌﾟﾙﾚｰ
ﾄ:1.25GS/s 垂直分解能ﾒﾓﾘ長:8bit CH:4 opB5:内蔵ﾌﾟﾘﾝﾀ opM2:ﾒﾓﾘ拡張(連続12.5Mﾎﾟｲﾝﾄ/
ｼﾝｸﾞﾙ62.5Mﾎﾟｲﾝﾄ) opP4:4chﾓﾃﾞﾙ用ﾌﾟﾛｰﾌﾞ電源 opC11:GP-IB+Ethernet Interface op C8:内
蔵ｽﾄﾚｰｼﾞ(1.8GB) opF1:UARTﾄﾘｶﾞ&解析 opF4:CAN+LINﾄﾘｶﾞ&解析 消耗品:9000129
B9988AE(紙)

1ヶ月

ﾃﾞｼﾞﾀﾙｵｼﾛｽｺｰﾌﾟ

MSO4104B

2,431,200

1,450,000

周波数帯域:DC～1GHz､感度:1mV～1V(50Ω)/div､最高ｻﾝﾌﾟﾙﾚｰﾄ(全ﾁｬﾝﾈﾙ):5GS/s､垂直
分解能:8bit､最大ﾚｺｰﾄﾞ長(全ﾁｬﾝﾈﾙ):20Mﾎﾟｲﾝﾄ､CH:4(ｱﾅﾛｸﾞ),16(ﾃﾞｼﾞﾀﾙ) ﾌﾟﾛｰﾌﾞ
TPP1000(受動電圧ﾌﾟﾛｰﾌﾞ)×4 I/F:LAN,USB2.0

1ヶ月

㈱ＴＦＦ テクトロニクス社

高電圧差動ﾌﾟﾛｰﾌﾞ

P5210A

421,000

260,000

ｹｰﾌﾞﾙ長1.8m､減衰比1000:1/100:1､差動入力電圧1000:1で5600V100:1で560V､ｺﾓﾝﾓｰﾄﾞ電
圧2300V CAT I1000V CAT III､周波数帯域50MHz､立上り時間(10～90%) 7.8ns以下､差動入
力ｲﾝﾋﾟｰﾀﾞﾝｽ40MΩ､2.5pF､各入力とｸﾞﾗﾝﾄﾞ間の入力ｲﾝﾋﾟｰﾀﾞﾝｽ20MΩ､5pF､CMRR(代表値)
DC:80dB以上 100kHz:60dB以上 3.2MHz:40dB以上50MHz:30dB以上

1ヶ月

13

Ｒｏｈｄｅ ＆ Ｓｃｈｗａｒｚ

ﾊﾝﾄﾞﾍﾙﾄﾞｽﾍﾟｸﾄﾗﾑｱﾅﾗｲｻﾞ

FSH2020/J100,K40,K44,K50,Z114
,HA-Z202,HA-Z203,HAZ206,HA-Z221,HA-Z22260,NRP-Z4-02,NRP-Z5102

4,378,000

1,750,000

周波数範囲:9kHz～20GHz(ﾓﾃﾞﾙ20) 分解能帯域幅:10Hz～3MHz 表示平均雑音ﾚﾍﾞﾙ:161(ﾌﾟﾘｱﾝﾌﾟ内蔵) 三次ｲﾝﾀｾﾌﾟﾄ･ﾎﾟｲﾝﾄ:+10dBm ｺﾈｸﾀ:N(ﾒｽ) I/F:LAN,USB 電源:ACｱﾀﾞﾌﾟﾀ,
ﾊﾞｯﾃﾘ opJ100:LTE-3G FDD BTS/eNB Txﾃｽﾄｿﾌﾄｳｪｱ(別途PC必要) opK40:LAN/USB経由
ﾘﾓｰﾄ･ｺﾝﾄﾛｰﾙ opK44:3GPP WCDMA BTS/Node B ﾊﾟｲﾛｯﾄ･ﾁｬﾝﾈﾙおよびEVM測定ｱﾌﾟﾘｹｰ
ｼｮﾝ opK50:LTE FDD ﾀﾞｳﾝﾘﾝｸ,ﾊﾟｲﾛｯﾄ･ﾁｬﾝﾈﾙおよびEVM測定ｱﾌﾟﾘｹｰｼｮﾝ opZ114:超高安
定ﾘﾌｧﾚﾝｽｵｼﾚｰﾀ opHA-Z202:12V自動車用ｼｶﾞﾚｯﾄｿｹｯﾄｱﾀﾞﾌﾟﾀ opHA-Z203:ﾊﾞｯﾃﾘｰﾁｬｰ
ｼﾞｬｰﾕﾆｯﾄ opHA-Z206:ﾘﾁｳﾑｲｵﾝﾊﾞｯﾃﾘﾊﾟｯｸ opHA-Z221:ﾊｰﾄﾞｹｰｽ opHA-Z222-60:ｷｬﾘﾝｸﾞﾎ
ﾙｽﾀ(FSH-Z114装着用) opNRP-Z4-02:USBｱﾀﾞﾌﾟﾀ(2m) opNRP-Z51-02:ｻｰﾏﾙﾊﾟﾜｰｾﾝｻｰ(0
～18GHz)

1ヶ月

14

アンリツ㈱

ｼｸﾞﾅﾙｱﾅﾗｲｻﾞ

MS2830A/040,062,102,106
,MX269017A

3,738,000

1,680,000

周波数範囲:9kHz～3.6GHz(op040) 分解能帯域幅:1Hz～3MHz(1-3ｼｰｹﾝｽ),50kHz,5,10MHz
測定ﾚﾍﾞﾙ:-153～+30dBm RF入力:N(ﾒｽ)50Ω I/F:Ethernet,GPIB,USB 2.0(A,B) op040:周波
数範囲(9kHz～3.6GHz) op062:低位相雑音 op102:高安定基準発振器(ｴｰｼﾞﾝｸﾞﾚｰﾄ±1×
10^-8/日,後付) op106:解析帯域幅(10MHz,後付) opMX269017A:ﾍﾞｸﾄﾙ変調解析ｿﾌﾄｳｪｱ

1ヶ月

15

アンリツ㈱

ｼｸﾞﾅﾙｱﾅﾗｲｻﾞ

MS2830A/002,006,041,066
,MX269017A

4,558,000

2,270,000

周波数範囲:9kHz～6GHz(op041) 分解能帯域幅:1Hz～3MHz(1-3ｼｰｹﾝｽ),50kHz,5,10MHz
測定ﾚﾍﾞﾙ:-153～+30dBm RF入力:N(ﾒｽ)50Ω I/F:Ethernet,GPIB,USB 2.0(A,B) op002:高安
定基準発振器(ｴｰｼﾞﾝｸﾞﾚｰﾄ±1×10^-8/日) op006:解析帯域幅(10MHz) op041:周波数範囲
(9kHz～6GHz) op066:低位相雑音 opMX269017A:ﾍﾞｸﾄﾙ変調解析ｿﾌﾄｳｪｱ

1ヶ月

9

㈱ＴＦＦ テクトロニクス社

電流ﾌﾟﾛｰﾌﾞ増幅器・AC/DC電流ﾌﾟﾛｰ TCPA400/TCP404XL
ﾌﾞ

10

横河計測㈱

ﾐｯｸｽﾄﾞｼｸﾞﾅﾙｵｼﾛｽｺｰﾌﾟ

11

㈱ＴＦＦ テクトロニクス社

12

＊在庫のお問合わせ時は【中古販売リスト●】の●番号をお伝えください。
＊レンタル製品を中古としてリセール販売致します。
＊掲載価格は税抜きです。（単位：円）
＊お支払いは前払いにて頂戴しておりまます。
＊校正、証明書類費用、送料、他別途費用が発生します。
＊国内のみの販売ならびに保証は国内のみ有効です。消耗品は保証対象外です。
＊海外企業への販売、輸出販売は行っておりません。

Sell only in Japan

2／8

㈱協栄エレクトロニクス kyoei-info@kyoei-ele.com
TEL:092-761-6657 http://www.kyoei-ele.com/

【中古販売リスト ②-２】
メーカー

資産名称

型番

定価

販売価格

2019年12月19日
仕

様

保証期間

16

Ｒｏｈｄｅ ＆ Ｓｃｈｗａｒｚ

ﾊﾝﾄﾞﾍﾙﾄﾞｽﾍﾟｸﾄﾗﾑｱﾅﾗｲｻﾞ

FPH/B3,B4,B22,K7,HAZ220(ﾓﾃﾞﾙ02)

1,010,000

600,000

周波数範囲:5kHz～4GHz(opB3,B4) 分解能帯域幅:1Hz～3MHz 入力ﾚﾍﾞﾙ:-158dBm～
+30dBm 入力ｺﾈｸﾀ:N型(ﾒｽ),50Ω I/F:LAN(10/100BASE-T),USB2.0(A,Mini-B) 電源:AC100
～240V,Li-ionﾊﾞｯﾃﾘ opB3:周波数拡張(～3GHz) opB4:周波数拡張(～4GHz) opB22:ﾌﾟﾘｱﾝﾌﾟ
opK7:AM/FMｱﾅﾛｸﾞ変調解析 opHA-Z220:ｿﾌﾄｹｰｽ

1ヶ月

17

キーサイト・テクノロジー㈱

ｼｸﾞﾅﾙｱﾅﾗｲｻﾞ

N9020A/513,B25,EP2,P13,
W7X,N6155A2FP,N9080A-1FP

7,689,828

3,600,000

周波数範囲:10Hz～13.6GHz(op513) 分解能帯域幅:1Hz～3MHz,4,5,6,8MHz 測定ﾚﾍﾞﾙ:-163
～+30dBm(opP13) ｴｰｼﾞﾝｸﾞﾚｰﾄ:±1×10^-6/年 RF入力:N(ﾒｽ)50Ω(op513) I/F:GPIB,USB2.0,LAN 電源:AC100～120V(50/60/400Hz),AC220～240V(50/60Hz) op513:周波数
範囲(10Hz～13.6GHz) opB25:25MHzの解析帯域幅 opEP2:位相雑音性能の向上 opP13:ﾌﾟ
ﾘｱﾝﾌﾟ(100kHz～13.6GHz) opW7X:OS(Windows Embedded Standard 7) opN6155A2FP:ISDB-Tmm測定ｱﾌﾟﾘｹｰｼｮﾝ opN9080A-1FP:LTE FDD測定ｱﾌﾟﾘｹｰｼｮﾝ

1ヶ月

18

㈱ＴＦＦ テクトロニクス社

AC/DC電流ﾌﾟﾛｰﾌﾞ･電流ﾌﾟﾛｰﾌﾞ増幅
器

TCP312A/TCPA300,0110049-02,012-0117-00

719,580

460,000

周波数帯域:DC～100MHz 最大電流(10A/Vﾚﾝｼﾞ):DC(連続) 30A,RMS(正弦波) 21.2A,ﾋﾟｰｸ
50A 立上り時間:3.5ns以下 電流感度:10A/V,1A/V(増幅器で選択可能) 最大導体ｻｲｽﾞ:5mm
最大電圧:150V CATⅡ(裸線),300V CATⅡ(絶縁) 測定可 ｹｰﾌﾞﾙ長:1.5m ｲﾝﾀｰﾌｪｰ
ｽ:TekProbe LEVEL2 or Std BNC(50Ω) opTCPA300:電流ﾌﾟﾛｰﾌﾞ増幅器 op011-0049-02:ﾀｰ
ﾐﾈｰﾀ(50Ω) op012-0117-00:BNCｹｰﾌﾞﾙ

1ヶ月

19

㈱エヌエフ回路設計ブロック

ﾏﾙﾁﾌｧﾝｸｼｮﾝｼﾞｪﾈﾚｰﾀ

WF1974

298,000

210,000

周波数範囲:0.01μ～30MHz､出力波形:正弦,方形,ﾊﾟﾙｽ,ﾗﾝﾌﾟ,ﾊﾟﾗﾒﾀ可変波形,ﾉｲｽﾞ,DC,任
意､出力ﾚﾍﾞﾙ:0Vp-p～20Vp-p(開放),0Vp-p～10Vp-p(50Ω) 出力ｲﾝﾋﾟｰﾀﾞﾝｽ:50Ω､変
調:AM,FM(FSK),PM(PSK),PWM,DCｵﾌｾｯﾄ変調 波形保存数:128 I/F:GP-IB,USB､2ch,ｽｲｰﾌﾟ
機能,外部加算入力

1ヶ月

20

菊水電子工業㈱

擬似信号発生器

KSG3600

644,000

260,000

ﾉｲｽﾞ信号発生部:ｻﾝﾌﾟﾘﾝｸﾞ周波数500kHz 出力ﾚﾍﾞﾙ可変範囲-70dBm～1.0dBm,分解能
0.1dB,確度±2dB以内,出力ｲﾝﾋﾟｰﾀﾞﾝｽ600Ω平衡(BNC) 正弦波発生部:ｻﾝﾌﾟﾘﾝｸﾞ周波数
500kHz 出力ﾚﾍﾞﾙ可変範囲-70dBm～1.0dBm,分解能:0.1dB,確度:±2dBm以内,出力ｲﾝﾋﾟｰﾀﾞ
ﾝｽ:600Ω平衡(BNC)

1ヶ月

21

キーサイト・テクノロジー㈱

ﾌｧﾝｸｼｮﾝ/任意波形発生器

33521B

319,625

150,000

周波数範囲:1μ～30MHz ﾁｬﾈﾙ数:1 出力ﾚﾍﾞﾙ(Vpp):1m～10(50Ω終端)出力ｲﾝﾋﾟｰﾀﾞﾝｽ
(Ω):50 出力波形(標準):正弦波,方形波,ﾗﾝﾌﾟ波,ﾊﾟﾙｽ波,三角波,ｶﾞｳｼｱﾝ雑音,PRBS(擬似ﾗﾝ
ﾀﾞﾑ･ﾊﾞｲﾅﾘ･ｼｰｹﾝｽ),DC 出力波形(内蔵任意波形):心電図波,指数立上がり,指数立下り,ｶﾞｳ
ｼｱﾝ･ﾊﾟﾙｽ,ﾊｰﾊﾞｰｻｲﾝ波,ﾛｰﾚﾝﾂ波,Dﾛｰﾚﾝﾂ波,負のﾗﾝﾌﾟ波,sinc波
I/F:LAN,USB2.0(A,B),GPIB 電源:AC100V～240V

1ヶ月

＊在庫のお問合わせ時は【中古販売リスト●】の●番号をお伝えください。
＊レンタル製品を中古としてリセール販売致します。
＊掲載価格は税抜きです。（単位：円）
＊お支払いは前払いにて頂戴しておりまます。
＊校正、証明書類費用、送料、他別途費用が発生します。
＊国内のみの販売ならびに保証は国内のみ有効です。消耗品は保証対象外です。
＊海外企業への販売、輸出販売は行っておりません。

Sell only in Japan
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㈱協栄エレクトロニクス kyoei-info@kyoei-ele.com
TEL:092-761-6657 http://www.kyoei-ele.com/
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資産名称

型番

定価

販売価格

2019年12月19日
仕

様

保証期間

8,118,000

4,500,000

周波数範囲(1stRF):100kHz～4GHz(op034) 周波数範囲(2ndRF):100kHz～4GHz(op064) 周
波数分解能:0.01Hz 出力ﾚﾍﾞﾙ(1stRF):-144～+25dBm(op041,042,043) 出力ﾚﾍﾞﾙ(2ndRF):144～+25dBm(op071,072,073) ｺﾈｸﾀ:N(ﾒｽ)50Ω I/F:Ethernet,GPIB,USB2.0(A,B) 電
源:AC100～120/200～240V op017:汎用入出力 op018:ｱﾅﾛｸﾞIQ入出力
op034:1stRF(100kHz～4GHz) op041:1stRF,ﾊｲﾊﾟﾜｰ拡張 op042:1stRF,ﾛｰﾊﾟﾜｰ拡張
op043:1stRF,逆入力電力保護 op046:1stRF,ARBﾒﾓﾘ拡張(1024Mｻﾝﾌﾟﾙ) op048:1stRF,ﾍﾞｰｽ
ﾊﾞﾝﾄﾞ信号加算 op049:1stRF,AWGN op064:2ndRF(100kHz～4GHz) op071:2ndRF,ﾊｲﾊﾟﾜｰ拡
張 op072:2ndRF,ﾛｰﾊﾟﾜｰ拡張 op073:2ndRF,逆入力電力保護 op076:2ndRF,ARBﾒﾓﾘ拡張
(1024Mｻﾝﾌﾟﾙ) op078:2ndRF,ﾍﾞｰｽﾊﾞﾝﾄﾞ信号加算 opMX370104A:Multi-carrier IQproducer
opMX370108A:LTE IQproducer opMX370110A:LTE TDD IQproducer

1ヶ月

150,600

50,000

周波数範囲:50MHz～500MHz､測定電力:7W/30W/70W､入出力ｲﾝﾋﾟｰﾀﾞﾝｽ:50Ω､入出力ｺﾈ
ｸﾀ:N(ﾒｽ)

1ヶ月

W8486A

1,268,824

820,000

周波数範囲:75GHz～110GHz 最大ﾊﾟﾜｰ:200mW(平均),40W(ﾋﾟｰｸ) 導波管ﾌﾗﾝｼﾞ:UG-387/U

1ヶ月

無線機ﾃｽﾀ

FU2052A-01

1,266,000

530,000

信号発生器(周波数範囲:50～470MHz,出力ﾚﾍﾞﾙ範囲:-20～+80dBμ) AF発振器(周波数範
囲:1kHz±3Hz,出力ﾚﾍﾞﾙ:-60～+10dBm) 電力計:(通過形,周波数範囲:50～470MHz,測定電
力:30W以下) FM直線検波器(周波数範囲:50～470MHz) AFﾚﾍﾞﾙ計(周波数範囲:50Hz～
10kHz,測定範囲:+10dBm以下) SINAD計(周波数範囲:1kHz±10Hz,入力ﾚﾍﾞﾙ:-35～
+10dBm) 周波数ｶｳﾝﾀ:(周波数範囲:10～470MHz,表示:8桁)

1ヶ月

日本電産コパル電子㈱

ﾒｼﾞｬﾘﾝｸﾞﾚｼｰﾊﾞ

FL-2051B-01

1,092,000

570,000

周波数範囲:25～500MHz 分解能:1,10,12.5kHz 電圧測定:5～100dBμV 検波ﾓｰﾄﾞ:平均値 ｺ
ﾈｸﾀ:N型(ﾒｽ)50Ω 電源:単2型乾電池,DC11～16V,AC100V

1ヶ月

ＬｉｔｅＰｏｉｎｔ

ﾜｲﾔﾚｽｺﾈｸﾃｨﾋﾞﾃｨﾃｽﾄｼｽﾃﾑ

IQXELM8(0100-IXLM001)/0150-IXLM003,0300-IXLM-002,0300IXLM-003,0300-IXLM-004

7,974,030

2,550,000

大量生産向ﾜｲﾔﾚｽｺﾈｸﾃｨﾋﾞﾃｨﾃｽﾄｼｽﾃﾑ(最大8台のﾃﾞﾊﾞｲｽ並列ﾃｽﾄ) 周波数帯:860～
1000/1770～2600/3300～3800/4900～6000MHz(RF1～RF8) 出力範囲(全ﾎﾟｰﾄがｱｸﾃｨﾌﾞな
場合):+5～-95dBm(<=2700MHz),-5～-95dBm(>2700MHz) ｺﾈｸﾀ:N型(ﾒｽ) 対応ﾜｲﾔﾚｽ規
格:WiFi(802.11a/802.11ac/802.11ah/802.11b/802.11g/802.11j//802.11n/802.11p),Bluetooth(1.x/
2.x/3.0),Bluetooth Low Energy(4.0/4.1/4.2) I/F:USB2.0(A),LAN(1000Base-T) 電源:AC100
～240V(50/60Hz) op0150-IXLM-003:WLAN MIMO Kit op0300-IXLM-002:Bluetooth Suite
Software License op0300-IXLM-003:SBT SW License op0300-IXLM-004:Tx/Rx
interleaving SW License

1ヶ月

22

アンリツ㈱

ﾍﾞｸﾄﾙ信号発生器

MG3710A/017,018,034,041
,042,043,046,048,049,064,0
71,072,073,076,078,MX370
104A,MX370108A,MX3701
10A

23

日本電産コパル電子㈱

広帯域通過形電力計

TLP-801A-08

24

キーサイト・テクノロジー㈱

導波管ﾊﾟﾜｰｾﾝｻ

25

日本電産コパル電子㈱

26

27

＊在庫のお問合わせ時は【中古販売リスト●】の●番号をお伝えください。
＊レンタル製品を中古としてリセール販売致します。
＊掲載価格は税抜きです。（単位：円）
＊お支払いは前払いにて頂戴しておりまます。
＊校正、証明書類費用、送料、他別途費用が発生します。
＊国内のみの販売ならびに保証は国内のみ有効です。消耗品は保証対象外です。
＊海外企業への販売、輸出販売は行っておりません。
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28

ＰＣＴＥＬ，ｉｎｃ．

RFｽｷｬﾆﾝｸﾞﾚｼｰﾊﾞ

08900/9211,FLXCBL,IBFLX-BD-01･08･26･
28,OP241,OP416,OP524FDLTE,OP621,OP636(IBflex)

5,666,000

2,700,000

op9211:SeeHawkTouch opFLX-CBL:ｹｰﾌﾞﾙ&ｱﾝﾃﾅﾊﾟｯｹｰｼﾞ(電源ｹｰﾌﾞﾙ(ｶｰﾗｲﾀｰ),USBｹｰﾌﾞ
ﾙ,GPSｱﾝﾃﾅ,698～3800MHzﾏﾙﾁﾊﾞﾝﾄﾞﾏｸﾞﾏｳﾝﾄｱﾝﾃﾅ(12ｲﾝﾁ)) opBFLX-BD-01:周波数ﾊﾞﾝﾄﾞ
2100･op08:900･op26:Upper Extened850･op28:700APAC(CALA) opOP241:ｲﾝﾄﾞｱｱﾝﾃﾅ(698
～2700MHz) opOP416:ﾃﾞｭｱﾙﾊﾞｯﾃﾘｰﾊﾟﾜﾊﾟｯｸ&ﾁｬｰｼﾞｬｷｯﾄ opOP524-FDLTE:LTE(FDD)TechnologyOption opOP621:IBflex Layer 3Option-All Technologies
opOP636:IBflexBluetoothｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝｽﾞ

1ヶ月

29

キーサイト・テクノロジー㈱

FieldFoxﾏｲｸﾛｳｪｰﾌﾞｱﾅﾗｲｻﾞ

N9918A/112,210,211,233,3
02

6,113,621

3,000,000

1ﾎﾟｰﾄｹｰﾌﾞﾙ･ｱﾝﾃﾅ･ｱﾅﾗｲｻﾞ+ｽﾍﾟｸﾄﾗﾑ･ｱﾅﾗｲｻﾞ(op233)+VNA(op210,211) 周波数ﾚﾝ
ｼﾞ:30KHz～26.5GHz(ｹｰﾌﾞﾙ･ｱﾝﾃﾅ･ｱﾅﾗｲｻﾞ,VNA),100KHz～26.5GHz(ｽﾍﾟｸﾄﾗﾑ･ｱﾅﾗｲｻﾞ) 測
定:ﾘﾀｰﾝﾛｽ,VSWR,ｹｰﾌﾞﾙﾛｽ,DTF,ｽﾍﾟｸﾄﾗﾑ解析,VNA ｺﾈｸﾀ:3.5mm(ｵｽ)
I/F:LAN,USB2.0(A,mini-B),SDｶｰﾄﾞ 電源:Li-ION充電池,ACｱﾀﾞﾌﾟﾀ op112:QuickCal
op210:VNA伝送･反射機能 op211:VNAﾌﾙ2ﾎﾟｰﾄSﾊﾟﾗﾒｰﾀ op233:ｽﾍﾟｸﾄﾗﾑ･ｱﾅﾗｲｻﾞ op302:外
部USBﾊﾟﾜｰｾﾝｻ･ｻﾎﾟｰﾄ

1ヶ月

30

Ｒｏｈｄｅ ＆ Ｓｃｈｗａｒｚ

ｹｰﾌﾞﾙ･ｱﾝﾃﾅ･ｱﾅﾗｲｻﾞ

ZVH4/K40,K4202,S200,FSH-Z2903,FSH-Z320,HAZ221,HA-Z222

1,501,000

970,000

周波数範囲:100kHz～3.6GHz 周波数分解能:1Hz 反射測定:(方向性:100kHz～
3GHz>43dB(代表値) 表示ﾓｰﾄﾞ:ﾘﾀｰﾝ･ﾛｽ(dB),VSWR,1ﾎﾟｰﾄ･ｹｰﾌﾞﾙ･ﾛｽ) 伝送特性:(ﾀﾞｲﾅﾐｯｸ
ﾚﾝｼﾞ:300kHz～2.5GHz>80dB(>100dB代表値)) opK40:LAN/USB経由ﾘﾓｰﾄｺﾝﾄﾛｰﾙ opK4202:ﾍﾞｸﾄﾙ伝送･反射測定 opS200:ﾌｧｲﾙｺﾝﾊﾞｰﾄ･ﾂｰﾙ opFSH-Z29-03:ｷｬﾘﾌﾞﾚｰｼｮﾝｷｯﾄ DC～
3.6GHz opFSH-Z320:ｽﾍﾟｱRFｹｰﾌﾞﾙ,1m,Nｺﾈｸﾀ,DC～8GHz opHA-Z221:ﾊｰﾄﾞｹｰｽ opHAZ222:ｷｬﾘﾝｸﾞ･ﾎﾙｽﾀ

1ヶ月

31

キーサイト・テクノロジー㈱

ﾈｯﾄﾜｰｸｱﾅﾗｲｻﾞ

E5080A/010,019,1E5,245,8
10,820

5,562,641

3,600,000

ENAｼﾘｰｽﾞ(2ﾎﾟｰﾄﾃｽﾄｾｯﾄ) 周波数範囲:9k～4.5GHz(op245) 分解能:1Hz 出力:-90～
+15dBm(50MHz～6GHz) ｺﾈｸﾀ:N型(ﾒｽ)50Ω I/F:GP-IB,LAN,USB(A,B) 電源:AC90～264V
op010:ﾀｲﾑﾄﾞﾒｲﾝ解析 op019:ｽﾀﾝﾀﾞｰﾄﾞSSD op1E5:高安定周波数基準(±0.45ppm)
op245:9kHz～4.5GHz,2ﾎﾟｰﾄﾃｽﾄｾｯﾄ,ﾊﾞｲｱｽﾃｨｰ付 op810:ｷｰﾎﾞｰﾄﾞ op820:ﾏｳｽ

1ヶ月

32

㈱ラインアイ

ﾏﾙﾁﾌﾟﾛﾄｺﾙｱﾅﾗｲｻﾞ

LE-8200/CF-16GX

574,000

310,000

速度設定範囲:50bps～4000Mbps 最高速度:2150Mbps(全二重時),4000Mbps(半二重時) ｷｬ
ﾌﾟﾁｬｰﾒﾓﾘ容量:100MB 測定ｲﾝﾀﾌｪｰｽ:RS-232C,RS-422/485 opCF-16GX:16GBCFｶｰﾄﾞ

1ヶ月

33

㈱エヌエフ回路設計ブロック

ﾊﾞｲﾎﾟｰﾗ電源

BP4620

1,200,000

780,000

出力電圧範囲:-115V～+115Vの範囲内で任意の120Vp-p 最大出力(typ.値)=CVﾓｰﾄﾞ(DC～
70kHz:±60V/70kHz～150kHz:±50V), CCﾓｰﾄﾞ(DC～0.5kHz:±20A/0.5～30kHz:±30A/30
～70kHz:±16.6A) 信号源:内部信号源,外部信号入力,内部信号源+外部信号入力より選択
ﾓﾆﾀ出力 計測機能 USB1.1 電源:180～250V(47Hz～63Hz)

1ヶ月

34

キーサイト・テクノロジー㈱

ﾏｲｸﾛ波ｼｽﾃﾑ増幅器

83017A/87422A

1,360,821

500,000

周波数:0.5GHz～26.5GHz､利得:25dB､op87422A:DC電源 70W

1ヶ月

＊在庫のお問合わせ時は【中古販売リスト●】の●番号をお伝えください。
＊レンタル製品を中古としてリセール販売致します。
＊掲載価格は税抜きです。（単位：円）
＊お支払いは前払いにて頂戴しておりまます。
＊校正、証明書類費用、送料、他別途費用が発生します。
＊国内のみの販売ならびに保証は国内のみ有効です。消耗品は保証対象外です。
＊海外企業への販売、輸出販売は行っておりません。
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メーカー
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型番
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販売価格

2019年12月19日
仕

様

保証期間

測定波長(μm):0.6～1.75 適合光ﾌｧｲﾊﾞ:SM 備考:GP-IB付 op001:GP-IBｲﾝﾀｰﾌｪｰｽ op002:
波長校正用光源 op037:FCｺﾈｸﾀ(光ｺﾈｸﾀ)

1ヶ月

520,000

波長:1310/1550nm 被測定ﾌｧｲﾊﾞ:10/125μm ｼﾝｸﾞﾙﾓｰﾄﾞ 光ｺﾈｸﾀ:SC 距離ﾚﾝ
ｼﾞ:0.5/1/2.5/5/10/25/50/100/200km 光ﾊﾟﾜｰ測定範囲:-50～-5dBm(ﾋﾟｰｸﾊﾟﾜｰ) 光ﾊﾟﾜ ｰ
ﾒｰﾀ+光源標準搭載 ﾃﾞｯﾄﾞｿﾞｰﾝ(ﾌﾚﾈﾙ反射)≦1.0m(0.8m Typical) op010:ﾌﾟﾛﾃｸﾀ(ﾌﾛﾝﾄｶﾊﾞｰ､
肩掛けﾍﾞﾙﾄ含む) op040:SCｺﾈｸﾀ op053:SMF 1.31/1.55μmOTDR B0583A:ﾊｰﾄﾞｷｬﾘﾝｸﾞｹｰｽ
(ｱﾀｯｼｭｹｰｽﾀｲﾌﾟ)

1ヶ月

506,000

300,000

動作電圧(V):1.5～150 入力電流(A):200 電力(W):1000 I/F:GPIB,RS232C,USB2.0

1ヶ月

PLZ164W

206,000

97,000

動作電圧(V):1.5～150 入力電流(A):33 電力(W):165 I/F:GPIB,RS232C,USB2.0

1ヶ月

電子負荷装置

PLZ334W

326,000

197,000

動作電圧(V):1.5～150 入力電流(A):66 電力(W):330 I/F:GPIB,RS232C,USB2.0

1ヶ月

菊水電子工業㈱

AC/DC耐電圧･絶縁抵抗試験器

TOS9201

546,000

330,000

AC耐電圧試験:5kV/100mA､DC耐電圧試験:6kV/Max50W､絶縁抵抗試験:0.01MΩ～9.99G
Ω/-25V～-1,000V､TL01-TOS(ﾃｽﾄﾘｰﾄﾞ)､GP-IB､RS-232C付

1ヶ月

41

菊水電子工業㈱

交流電子負荷装置

PCZ1000A

684,000

280,000

動作電圧:14～280Vrms/20～400Vpeak 最大電流:10Arms/40Apeak 最大電力:1000W 周波
数:45～65Hz 最小動作開始電圧:3Vpeak

1ヶ月

42

菊水電子工業㈱

ﾌﾞｰｽﾀ

PLZ2004WB

496,000

250,000

PLZ1004W用 動作電源:1.5V～150V 電流:400A 電力:2000W 入力電源電圧範囲:100V～
240V AC(90V～250V AC)単相連続 ﾏｽﾀ機として最大4台まで並列接続可(最大9kW,1800A)
別途並列ｹｰﾌﾞﾙ(PC02-PLZ-4W(本体とﾌﾞｰｽﾀ間),PC01-PLZ-4W(本体間orﾌﾞｰｽﾀ間))必要

1ヶ月

43

日置電機㈱

自動絶縁耐圧試験器

3153

486,500

240,000

AC耐圧試験:0.20～5.00kV,100mA DC耐圧試験:0.20～5.00kV,10mA 絶縁試験:50～
1200V(DC),0.10～9999MΩ ﾀｲﾏ:0.3～999s I/F:GP-IB,RS-232C

1ヶ月

35

アンリツ㈱

光ｽﾍﾟｸﾄﾗﾑｱﾅﾗｲｻﾞ

MS9740A/001,002,037

36

アンリツ㈱

ｱｸｾｽﾏｽﾀ

37

菊水電子工業㈱

38

2,608,000

1,570,000

MT9082B/010,040,053,B05
83A

868,000

電子負荷装置

PLZ1004W

菊水電子工業㈱

電子負荷装置

39

菊水電子工業㈱

40

＊在庫のお問合わせ時は【中古販売リスト●】の●番号をお伝えください。
＊レンタル製品を中古としてリセール販売致します。
＊掲載価格は税抜きです。（単位：円）
＊お支払いは前払いにて頂戴しておりまます。
＊校正、証明書類費用、送料、他別途費用が発生します。
＊国内のみの販売ならびに保証は国内のみ有効です。消耗品は保証対象外です。
＊海外企業への販売、輸出販売は行っておりません。
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44

菊水電子工業㈱

高効率大容量ｽｲｯﾁﾝｸﾞ電源

PAT350-22.8T/AC84P4M-M6C

901,000

450,000

出力電圧(V):350.0 出力電流(A):22.8 出力電力:8kW 入力電圧(ACV):200～240(3相) 表示:ﾃﾞ
ｼﾞﾀﾙ 備考:RS232C付,質量/約22kg 並列運転:同一機種最大5台(専用ｹｰﾌﾞﾙ:PC01-PAT必
要) opAC8-4P4M-M6C:電源ｹｰﾌﾞﾙ(三相4芯,4m)

1ヶ月

45

菊水電子工業㈱

耐電圧･絶縁抵抗試験器

TOS5302

282,000

160,000

AC耐電圧試験:5kV/100mA､絶縁抵抗試験:30KΩ～5GΩ/0V～-1,200V､TL31-TOS(ﾃｽﾄ
ﾘｰﾄﾞ)､USB2.0､RS-232C付

1ヶ月

46

㈱ノイズ研究所

静電気試験器

ESS-S3011/GT-30R

1,302,000

740,000

IEC61000-4-2に準拠 出力電圧:0.20kV～30.0kV 印加回数:1～60,000回/1回ｽﾃｯﾌﾟ/連続
試験ﾓｰﾄﾞ:IEC規格/ﾏﾆｭｱﾙ/ｼｰｹﾝｽ opGT-30R:放電ｶﾞﾝ

1ヶ月

47

㈱高砂製作所

ｽﾞｰﾑ直流電源

ZX-400L

119,500

80,000

出力電圧:80V 出力電流:40A 出力電力:400W 入力電圧:AC85～250V(単相) I/F:RS232C,RS-485(31台までﾏﾙﾁ接続制御可能)

1ヶ月

48

㈱高砂製作所

ﾎﾟｰﾀﾌﾞﾙ電源

PP-2502A

259,500

55,000

大容量ﾘﾁｳﾑ電池内蔵ﾎﾟｰﾀﾌﾞﾙ電源(停電時自動切替機能と充電中ﾗｲﾝ給電機能付) 交流
定格負荷電力:250W(2.5A) 交流出力電圧:単相AC100V(50Hz又は60Hz) 交流出力端子:3極
ｺﾝｾﾝﾄ×1 直流出力電圧:DC5V(最大500mA/ﾎﾟｰﾄ) 直流出力端子:USB(TYPE-A)×2 入力
電圧:AC90～110V(50/60Hz) 並列接続:最大6台(同一のﾎﾟｰﾀﾌﾞﾙ電源) 出力可能時間(目安
時間):約90分(1台,100W時)

1ヶ月

49

治部電機㈱

三相交流ﾘｱｸﾄﾙ

NH-LO.136mH-1000V380A-250Hz/413SA-R75
×2,420SA-R75×2

980,000

820,000

冷却方式:自然冷却 相数:3φ 回路電圧:1000V 周波数:250Hz ｷｬﾘｱ周波数:10~12kHz(5%含
有) ｲﾝﾀﾞｸﾀﾝｽ:0.136mH 定格電流:380A 耐熱ｸﾗｽ:H 定格:連続1H絶縁種類:H種 op413SAR75:自在ｽﾄｯﾊﾟｰ付ｷｬｽﾀ op420SA-R75:自在ｷｬｽﾀ

1ヶ月

50

㈱エー・アンド・デイ

ｵﾑﾆｴｰｽⅢ

RA2300/AP11-101×
8,0311-5175×16

1,376,000

600,000

ch数:16ch(AP11-101×8) ﾒﾓﾘ容量:2MW/ch(16ch使用時),32MW/ch(1ch使用時) 最高ｻﾝﾌﾟﾘ
ﾝｸﾞ速度:10μs(AP11-101使用時) 紙送り速度:100mm/s～1mm/min 記憶装
置:HDD(40GB),USBﾒﾓﾘ I/F:Ethernet,USB opAP11-101×8:2ch高分解能DCｱﾝﾌﾟ op03115175×16:信号入力ｹｰﾌﾞﾙ(2m,絶縁BNC-ﾐﾉ虫) 消耗品:100005900 0511-3167(YPS106)30m
ﾛｰﾙ紙, 9000122 0511-3166(YPS108)30mﾛｰﾙ紙(ﾐｼﾝ目), 9000012 0511-3182(YPS112)折
畳紙(折紙ﾕﾆｯﾄRA12-103別途必要)

1ヶ月

51

日置電機㈱

ﾒﾓﾘﾊｲｺｰﾀﾞ

MR8880/9830,C1003,L919
7×4,MR9000,Z1000

445,500

300,000

入力ﾁｬﾈﾙ:ｱﾅﾛｸﾞ入力4ch+ﾛｼﾞｯｸ入力8ch標準(ﾛｼﾞｯｸﾌﾟﾛｰﾌﾞはOp.) 最高ｻﾝﾌﾟﾘﾝｸﾞ速
度:1MS/秒 ﾒﾓﾘ容量:14bit×1Mﾜｰﾄﾞ/ch 外部記憶:CFｶｰﾄﾞ,USBﾒﾓﾘ 通信I/F:USB2.0(MiniB) 電源:ACｱﾀﾞﾌﾟﾀ(AC100～240V,50/60Hz),ﾊﾞｯﾃﾘﾊﾟｯｸ(opZ1000),単3ｱﾙｶﾘ乾電池,DC10～
28V op9830:PCｶｰﾄﾞ2GB opC1003:携帯用ｹｰｽ opL9197:接続ｺｰﾄﾞ(最大600V,大型ﾜﾆ口ｸﾘｯ
ﾌﾟ,1.8m) opMR9000:ﾌﾟﾘﾝﾀﾕﾆｯﾄ opZ1000:ﾊﾞｯﾃﾘﾊﾟｯｸ 消耗品:9000248 9234(紙)

1ヶ月

＊在庫のお問合わせ時は【中古販売リスト●】の●番号をお伝えください。
＊レンタル製品を中古としてリセール販売致します。
＊掲載価格は税抜きです。（単位：円）
＊お支払いは前払いにて頂戴しておりまます。
＊校正、証明書類費用、送料、他別途費用が発生します。
＊国内のみの販売ならびに保証は国内のみ有効です。消耗品は保証対象外です。
＊海外企業への販売、輸出販売は行っておりません。
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52

日置電機㈱

ﾒﾓﾘﾊｲﾛｶﾞｰ

8423/9683,9642,9728

198,500

110,000

ﾒﾓﾘ容量:16Mﾜｰﾄﾞ,記録間隔:10ms～1hr,最大接続可能ﾕﾆｯﾄ数:8(最大120ch).電源:ACｱﾀﾞﾌﾟ
ﾀ(9418-15)付属,DC12V,LAN:100BASE-TX,USB:Ver2.0 mini-B端子,op9683:接続ｹｰﾌﾞﾙ(同
期用,1.5m) op9642:LANｹｰﾌﾞﾙ(ｽﾄﾚｰﾄ,5mｸﾛｽ変換ｹｰﾌﾞﾙ付) op9728:PCｶｰﾄﾞ(512MB)

1ヶ月

53

日置電機㈱

ﾒﾓﾘﾊｲﾛｶﾞｰ

LR8400/9830,C1000,Z100
0

292,500

127,000

電圧･温度ﾕﾆｯﾄ×2装着ﾓﾃﾞﾙ,ｱﾅﾛｸﾞ入力:標準30ch,M3ﾈｼﾞ端子台×30ch 測定対象:電圧,熱
電対,湿度(湿度ｾﾝｻZ2000使用) I/F:LAN,USB2.0 op9830:PCｶｰﾄﾞ2G opC1000:携帯用ｹｰｽ
opZ1000:ﾊﾞｯﾃﾘﾊﾟｯｸ

1ヶ月

54

㈱東京測器研究所

ｽｲｯﾁﾎﾞｯｸｽ

ISW-50G

1,180,000

300,000

TDS-530,TDS-540用ｽｲｯﾁﾎﾞｯｸｽ 測定点:50 測定対象:ひずみｹﾞｰｼﾞ,ひずみｹﾞｰｼﾞ式変換器,
直流電圧,熱電対,白金測温抵抗体

1ヶ月

55

㈱東京測器研究所

ﾃﾞｰﾀﾛｶﾞ

TDS-530-30

1,473,000

680,000

測定対象:ひずみ,定電流ひずみ,高分解能ひずみ,高分解能定電流ひずみ,直流電圧,熱電対
温度,白金測温抵抗体温度 測定ch数:外部ｽｲｯﾁﾎﾞｯｸｽにより最大1000ch 内蔵ｽｲｯﾁﾎﾞｯｸ
ｽ:30ch I/F:USB,RS-232C,LAN 消耗品:100010195 P-80(紙)

1ヶ月

56

㈱東京測器研究所

小型動ひずみﾚｺｰﾀﾞ

DC-204Ra/CR-1866,CR4010×4,CR-3620,2GBCF

579,000

320,000

測定点数:4 測定範囲:±80000×10^-6ひずみ,±20V(opCR-4010) 応答周波数範囲:DC～
10kHz(-3dB±1dB) 最高ｻﾝﾌﾟﾙ速度:5μs(1ch),10μs(2ch),20μs(4ch) ｱﾅﾛｸﾞ出力:5V CFｶｰ
ﾄﾞ(512MB),出力ｹｰﾌﾞﾙ(CR-3610)付 opCR-1866:ACｱﾀﾞﾌﾟﾀｾｯﾄ opCR-4010:1/1000電圧入力
ｱｯﾃﾈｰﾀｹｰﾌﾞﾙ opCR-3620:出力ｹｰﾌﾞﾙ(8ﾋﾟﾝｵｽ-BNCｵｽ)×4 op2GBCF:ｺﾝﾊﾟｸﾄﾌﾗｯｼｭｶｰﾄﾞ
(2GB)

1ヶ月

57

㈱シバソク

ｵｰﾃﾞｨｵｱﾅﾗｲｻﾞ

AM50C

1,200,000

300,000

2ch 発振器/出力端子19mm間隔ﾊﾞﾅﾅ･ｼﾞｬｯｸ 周波数範囲:10Hz～109.9kHz 入力端
子:19mm間隔ﾊﾞﾅﾅ･ｼﾞｬｯｸ 入力ｲﾝﾋﾟｰﾀﾞﾝｽ600Ω/200kΩ(ﾊﾞﾗﾝｽ),600Ω/100kΩ(ｱﾝﾊﾞﾗﾝｽ)
ﾚﾍﾞﾙ･電圧測定/周波数範囲:10Hz～330kHz 測定単位:VOLT,dB(dBV),dBm 相対ﾚﾍﾞﾙ測定
ひずみ率測定(基本波) ﾚﾍﾞﾙ差測定 位相差測定 測定ﾌｨﾙﾀ
400HzHPF/30kHzLPF/80kHzLPF/Aﾌｨﾙﾀ ﾓﾆﾀ出力 ﾒﾓﾘ GP-IBﾘﾓｰﾄｺﾝﾄﾛｰﾙ 電源電
圧:AC100/120/220/240V±10%切換 50/60Hz

1ヶ月

＊在庫のお問合わせ時は【中古販売リスト●】の●番号をお伝えください。
＊レンタル製品を中古としてリセール販売致します。
＊掲載価格は税抜きです。（単位：円）
＊お支払いは前払いにて頂戴しておりまます。
＊校正、証明書類費用、送料、他別途費用が発生します。
＊国内のみの販売ならびに保証は国内のみ有効です。消耗品は保証対象外です。
＊海外企業への販売、輸出販売は行っておりません。
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