【中古販売リスト ②】
＊お問合わせ時は【中古販売リスト①or②】の番号をお伝えください。

№

メーカー

型番

H30年4月27日掲載
有効期限：2018年6月末日

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

資産名称

定価

1

横河計測株式会社

765501-M
/C10(GS610)

ｿｰｽﾒｼﾞｬｰﾕﾆｯﾄ

612,000

2

日置電機株式会社

SS7012/9184,9380,9445-02

DCｼｸﾞﾅﾙｿｰｽ

135,700

販売価格

300,000

仕

様

保証期間

GS610 発生部:ﾚﾝｼﾞ200mV～110V(直流電圧発生),20μA～3A(直流電流発生) 測 1ヶ月
定部:ﾚﾝｼﾞ200mV～110V(直流電圧測定)，20μA～3A(直流電流測定) ｲﾝﾀﾌｪｰ
ｽ:GP-IB,RS-232,USB opC10:Ethernetｲﾝﾀﾌｪｰｽ

発生電流ﾚﾝｼﾞ:25mA 熱起電力:K(-1174～1372℃),E(-220 1ヶ月
60,000 発生電圧ﾚﾝｼﾞ:2.5,25V
～839℃),J(-208～1108℃),T(-169～400℃),R,S,B,N 電源:単3形電池,NiMH充電池
(ｵﾌﾟｼｮﾝ),ACｱﾀﾞﾌﾟﾀ(ｵﾌﾟｼｮﾝ) 備考:電圧,電流,温度測定(op9184)機能 op9184:RJｾﾝ
ｻ(-85～80℃) op9380:携帯用ｹｰｽ op9445-02:ACｱﾀﾞﾌﾟﾀ

3

株式会社ＴＦＦ ケースレー 2636A
インスツルメンツ社

2ﾁｬﾝﾈﾙｼｽﾃﾑｿｰｽﾒｰﾀ

1578500

印加電圧ﾚﾝｼﾞ:200mV～200V 印加電流ﾚﾝｼﾞ:1nA～10A 電圧測定 1ヶ月
620,000 I-V特性試験用
ﾚﾝｼﾞ:200mV～200V 電流測定ﾚﾝｼﾞ:100pA～10A ﾊﾟﾙｽ発生機能 I/F:GP-IB,RS232C,ｲｰｻﾈｯﾄ,USB1.0

4

株式会社アドバンテスト

TR6848

ﾃﾞｼﾞﾀﾙﾏﾙﾁﾒｰﾀ

144,250

1/2 DCV:(測定ﾚﾝｼﾞ)30mV～1,000V、(周波数範囲)-、(最大分解 1ヶ月
30,000 最大表示桁数:4
能)1μV、(代表確度)±(0.05% of rdg+5digit) ACV:(測定ﾚﾝｼﾞ)300mV～750V、(周波
数範囲)20～100kHz、(最大分解能)10μV、(代表確度)±(0.2% of rdg+15digit)
DCI:(測定ﾚﾝｼﾞ)3μA～300mA、(周波数範囲) -、(最大分解能)100pA、(代表確度)
±(0.2% of rdg+5digit)、ACI:(測定ﾚﾝｼﾞ)300μA～300mA、(周波数範囲)20～1kHz、
(最大分解能)10nA、(代表確度)±(0.6% of rdg+25digit)

5

横河計測株式会社

TY720

ﾃﾞｼﾞﾀﾙﾏﾙﾁﾒｰﾀ

67,000

電圧ﾚﾝｼﾞ:DC50mV～1000V,AC50mV～1000V 電流ﾚﾝｼﾞ:DC500μ 1ヶ月
30,000 表示桁数:4.5桁
A～10A,AC500μA～10A 抵抗ﾚﾝｼﾞ:500Ω～50MΩ 周波数ﾚﾝｼﾞ:2Hz～99.99kHz
ﾃﾞｭｰﾃｨｻｲｸﾙ･ﾚﾝｼﾞ:10～90% 電源:単3乾電池

6

株式会社ＴＦＦ フルーク社 289

ﾃﾞｼﾞﾀﾙﾏﾙﾁﾒｰﾀ

80,500

AC電圧ﾚﾝｼﾞ:50mV～1000V(6ﾚﾝｼﾞ,dBVﾚﾝｼﾞ有) DC電圧ﾚﾝ
45,000 Fluke280ｼﾘｰｽﾞ
ｼﾞ:50mV～1000V(6ﾚﾝｼﾞ) AC電流ﾚﾝｼﾞ:500μA～10A(6ﾚﾝｼﾞ) DC電流ﾚﾝｼﾞ:500μA

3ヶ月

～10A(6ﾚﾝｼﾞ) 抵抗:50Ω～500MΩ(10ﾚﾝｼﾞ),ｺﾝﾀﾞｸﾀﾝｽ,ﾀﾞｲｵｰﾄﾞ試験 静電容
量:1nF～100mF(9ﾚﾝｼﾞ) 周波数ｶｳﾝﾀ:99.999Hz～999.99kHz(5ﾚﾝｼﾞ),ﾃﾞｭｰﾃｨｰ･ｻｲｸ
ﾙ,ﾊﾟﾙｽ幅 温度測定:熱電対(要ｾﾝｻ) 電源:単三ｱﾙｶﾘ乾電池

7

株式会社ＴＦＦ フルーク社 8060A

ﾃﾞｼﾞﾀﾙﾏﾙﾁﾒｰﾀ

75,000

1/2 測定範囲:DCV 200mV～1000V,ACV 200mV～750V,DCI 200μA
35,000 最大桁数:4
～2A,ACI 200μA～2A,OHM 200Ω～300MΩ 最小分解能:10μV,10μV,0.01μ

1ヶ月

A,0.01μA,0.01Ω ACV･ACI(True rms) 周波数測定可能 電源:積層乾電池×1
8

日置電機株式会社

3801-50/3853

ﾃﾞｨｼﾞﾀﾙﾊｲﾃｽﾀ

47,300

最大桁数:4 1/2 測定範囲:DCV 51mV～1000V,ACV 51mV～
23,000 ﾊﾝﾃﾞｨﾀｲﾌﾟ
1000V,DCI 510μA～10A,ACI 510μA～10A,OHM 510Ω～510MΩ 最小分解能:1

1ヶ月

μV,1μV,10nA,10nA,10mΩACV,ACI(True rms) 静電容量:9.999nF～99.99mF 周
波数:99.999Hz～999.99kHz 温度:熱電対ﾀｲﾌﾟ(K･J) DUTY比/ﾊﾟﾙｽ幅 op3853:携帯
ｹｰｽ 電源:積層乾電池×1

＊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。
＊校正証明書類費用、送料、他別途費用が発生します。在庫についてはお問合わせください。
＊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。
＊国内のみの販売です。また保証は国内のみ有効です。
＊海外企業ならびに海外への輸出販売は行っておりません。

1／44

【中古販売リスト ②】
＊お問合わせ時は【中古販売リスト①or②】の番号をお伝えください。

№

メーカー

型番

H30年4月27日掲載
有効期限：2018年6月末日

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

資産名称

9

横河計測株式会社

96001

ACｸﾗﾝﾌﾟﾌﾟﾛｰﾌﾞ

10

横河計測株式会社

CT200
/TD-C2,TD-R2,TD-1000

電流ｾﾝｻ

定価

33,000
203,750

販売価格

15,000

仕

様

測定ﾚﾝｼﾞ:AC400A 出力電圧:0～4V 出力端子:ﾊﾞﾅﾅﾌﾟﾗｸﾞ ｹｰﾌﾞﾙ長:約2.5m

定格電流:DC0～200A,AC200Apeak 出力電
140,000 AC/DC電流ｾﾝｻ(電流出力方式)
流:200.0mA/200A(変流比:1000:1) 1次側電流穴径:φ26mm 2次側ｺﾈｸﾀ:D-sub9ﾋﾟ

保証期間

1ヶ月

3ヶ月

ﾝ 電源電圧:±15V opTD-C2:ｾﾝｻ接続ｹｰﾌﾞﾙ(2m) opTD-R2:信号ｹｰﾌﾞﾙ(2m)
opTD-1000:電流ｾﾝｻ用専用電源(1ch)

11

横河計測株式会社

751552/758917,
758921

ｸﾗﾝﾌﾟｵﾝﾌﾟﾛｰﾌﾞ

63,300

測定範囲:AC 0.001～1200Arms(1400Apeak) 出力電
38,000 周波数帯域:30Hz～5kHz
流:1000mA(1次側電流1000A通電時) 変流比:1000:1 測定可能導体径:最大φ

3ヶ月

52mm 出力電流ｺﾈｸﾀ:ﾌﾟﾗｸﾞｲﾝ端子(安全端子) op7589-17:測定ﾘｰﾄﾞ op7589-21:
ﾌｫｰｸ端子ｱﾀﾞﾌﾟﾀｾｯﾄ

12

日置電機株式会社

3169-01

ｸﾗﾝﾌﾟｵﾝﾊﾟﾜｰﾊｲﾃｽﾀ

206,500

測定項目:電圧,電流,有効電力,無効
120,000 測定ﾗｲﾝ:単相2線,単相3線,三相3線,三相4線
電力,皮相電力,力率,有効電力量,無効電力量,周波数,高調波 op01:D/A出力付

1ヶ月

13

日置電機株式会社

3169-01
/9661×4,9720

ｸﾗﾝﾌﾟｵﾝﾊﾟﾜｰﾊｲﾃｽﾀ

344,500

150,000 測定電路:単相2線,単相3線,三相3線,三相4線,電流(A):AC5～500(9661)(使用する
ｾﾝｻにより異なる),電圧(V):AC150～600,電力(W):75～9M(測定ﾓｰﾄﾞ及び電圧･電

1ヶ月

流ﾚﾝｼﾞの組合せによる) 周波数(Hz):40～70 備考:01(D/A出力付) op9661:500Aｸﾗ
ﾝﾌﾟｵﾝｾﾝｻ op9720:携帯用ｹｰｽ

14

15

日置電機株式会社

日置電機株式会社

3193
/9602×6,9603,
9604,9605

ﾊﾟﾜｰﾊｲﾃｽﾀ

3193-10
/9600×6,9604,
9605

ﾊﾟﾜｰﾊｲﾃｽﾀ

1,697,000

電流(A):電流ｾﾝｻによる(op9602) 電圧(V):6～
400,000 測定電路:単相～3相4線
600(op9602) 電力(W):V･Aの組合せによる 周波数(Hz):- op9602:AC/DCｸﾗﾝﾌﾟ入

1ヶ月

力ﾕﾆｯﾄ op9603:外部信号入力ﾕﾆｯﾄ op9604:ﾌﾟﾘﾝﾀ･ﾕﾆｯﾄ op9605:高調波解析/ﾌ
ﾘｯｶ測定ﾕﾆｯﾄ FDD,GP-IB,RS-232C付 消耗品:9000030 9232(紙) ※使用ｸﾗﾝﾌﾟ入
力ﾕﾆｯﾄ(9602)と同数の電流ｾﾝｻが別途必要

＊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。
＊校正証明書類費用、送料、他別途費用が発生します。在庫についてはお問合わせください。
＊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。
＊国内のみの販売です。また保証は国内のみ有効です。
＊海外企業ならびに海外への輸出販売は行っておりません。

1,977,550

測定電路:単相～三
850,000 ※AC/DC直接入力ﾕﾆｯﾄが実装済みのためｸﾗﾝﾌﾟ使用不可
相4線 電流(A):200m～50(op9600) 電圧(V):6～1k(op9600) 電力(W):V･Aの組合せ

3ヶ月

による 周波数測定(Hz):0.5～2MHz 電源:AC100,120,200,230V op9600:AC/DC直
接入力ﾕﾆｯﾄ op9604:ﾌﾟﾘﾝﾀ･ﾕﾆｯﾄ op9605:高調波解析/ﾌﾘｯｶ測定ﾕﾆｯﾄ GPIB,RS-232C付

2／44

【中古販売リスト ②】
＊お問合わせ時は【中古販売リスト①or②】の番号をお伝えください。

№

メーカー

型番

H30年4月27日掲載
有効期限：2018年6月末日

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

資産名称

定価

販売価格

仕

様

16

日置電機株式会社

3194/9600×6,
9603-01,9604,
9605-01

ﾓｰﾀ･ﾊｰﾓﾆｯｸﾊｲﾃｽﾀ

2,287,000

950,000

17

日置電機株式会社

3194/9602×6,
9603-01,9604,
9605-01

ﾓｰﾀ･ﾊｰﾓﾆｯｸﾊｲﾃｽﾀ

1,987,000

電流(A):電流ｾﾝｻによる(op9602) 電圧(V):6～
280,000 測定電路:単相～3相4線
600(op9602) 電力(W):V･Aの組合せによる 周波数(Hz):- op9602:AC/DCｸﾗﾝﾌﾟ入

3272

ｸﾗﾝﾌﾟｵﾝﾌﾟﾛｰﾌﾞ用電源

18

日置電機株式会社

保証期間

※AC/DC直接入力ﾕﾆｯﾄが実装済みのためｸﾗﾝﾌﾟ使用不可 測定電路:単相～3相 1ヶ月
4線 電流(A):200m～50(op9600) 電圧(V):6～1k(op9600) 電力(W):V･Aの組合せに
よる 周波数(Hz):- op9600:AC/DC直接入力ﾕﾆｯﾄ op9603-01:外部信号入力ﾕﾆｯﾄ
op9604:ﾌﾟﾘﾝﾀ･ﾕﾆｯﾄ op9605-01:高調波解析測定ﾕﾆｯﾄ FDD,GP-IB,RS-232C付 消
耗品:9000030 9232(紙)

1ヶ月

力ﾕﾆｯﾄ op9603-01:外部信号入力ﾕﾆｯﾄ op9604:ﾌﾟﾘﾝﾀ･ﾕﾆｯﾄ op9605-01:高調波
解析測定ﾕﾆｯﾄ(標準装備) FDD,GP-IB,RS-232C付 消耗品:9000030 9232(紙) ※
使用ｸﾗﾝﾌﾟ入力ﾕﾆｯﾄ(9602)と同数の電流ｾﾝｻが別途必要

56,500

電源ﾁｬﾝﾈﾙ数：2(出力電流による制限有) 定
40,000 適合ｾﾝｻ：3273-50,3274,3275,3276
格出力電流:600mA(各ﾁｬﾝﾈﾙの総和)、(被測定電流値により2本同時に使用出来

1ヶ月

ない場合有)
19

日置電機株式会社

3285/9094,
9445-02

ｸﾗﾝﾌﾟｵﾝAC/DCﾊｲﾃｽﾀ

63,300

電圧:30/300/600V 電流:200/2000A 周波数特性:DC/10Hz～
1ヶ月
37,000 測定電路:DC,AC
1kHz DC1Vfsｱﾅﾛｸﾞ出力 op9094:出力ｺｰﾄﾞ op9445-02:ACｱﾀﾞﾌﾟﾀ 積層乾電池使用
可

20

21

日置電機株式会社

日置電機株式会社

3290/9094,9199,
9400,9445-02,
9693

ｸﾗﾝﾌﾟｵﾝAC/DCﾊｲﾃｽﾀ

3290/9691,9692,
9693,9445-02,
9094,9199,9400

ｸﾗﾝﾌﾟｵﾝAC/DCﾊｲﾃｽﾀ

122,100

電流:20/200/2000A 周波数特性:DC/1Hz～1kHz 電流測
58,000 測定方式切替:DC,AC
定･電流周波数測定 電源:単3乾電池×4(電池寿命約22時間) ACｱﾀﾞﾌﾟﾀ op9094:

1ヶ月

出力ｺｰﾄﾞ(ﾐﾆﾌﾟﾗｸﾞ-ﾊﾞﾅﾅ1.5m) op9199:変換ｱﾀﾞﾌﾟﾀ(入力ﾊﾞﾅﾅ/出力BNC) op9400:
携帯用ｹｰｽop9445-02:ACｱﾀﾞﾌﾟﾀ op9693:ｸﾗﾝﾌﾟｵﾝAC/DCｾﾝｻ(2000A)

＊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。
＊校正証明書類費用、送料、他別途費用が発生します。在庫についてはお問合わせください。
＊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。
＊国内のみの販売です。また保証は国内のみ有効です。
＊海外企業ならびに海外への輸出販売は行っておりません。

186,100

電流:20/200/2000A 周波数特性:DC/1Hz～1kHz 電流測定･電
110,000 測定電路:DC,AC
流周波数測定 電源:単3乾電池×4(電池寿命約22時間),ACｱﾀﾞﾌﾟﾀ ｸﾗﾝﾌﾟｵﾝ

1ヶ月

AC/DCｾﾝｻ:op9691(100A) op9692(200A) op9693(2000A) op9445-02:ACｱﾀﾞﾌﾟﾀ
op9400:携帯用ｹｰｽ op9094:出力ｺｰﾄﾞ(ﾐﾆﾌﾟﾗｸﾞ-ﾊﾞﾅﾅ1.5m) op9199:変換ｱﾀﾞﾌﾟﾀ(入
力ﾊﾞﾅﾅ/出力BNC)

3／44

【中古販売リスト ②】
＊お問合わせ時は【中古販売リスト①or②】の番号をお伝えください。

№

メーカー

型番

H30年4月27日掲載
有効期限：2018年6月末日

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

資産名称

定価

販売価格

仕

様

保証期間

22

日置電機株式会社

3351/9448,9459,
9612,9720-01

電源ﾗｲﾝﾓﾆﾀ

254,500

23

日置電機株式会社

9272

ｸﾗﾝﾌﾟｵﾝｾﾝｻ

46,000

28,000 (AC20/200A)、5Hz～10kHz､φ40mm (汎用測定には9555が必要)

1ヶ月

24

日置電機株式会社

9272-10

ｸﾗﾝﾌﾟｵﾝｾﾝｻ

46,500

周波数特性:1Hz～100kHz 出力電圧:2V/200A又は
30,000 定格電流:AC20/200A
2V/200A 導体経:46mm以下

1ヶ月

25

日置電機株式会社

9276

ｸﾗﾝﾌﾟｵﾝAC/DCｾﾝｻ

128,000

周波数帯域:DC～1MHz 出力電圧:1.5V/150A 別途3270
60,000 定格電流:150A(AC+DC)
ｶﾚﾝﾄﾓﾆﾀ必要

1ヶ月

26

日置電機株式会社

9278

ﾕﾆﾊﾞｰｻﾙｸﾗﾝﾌﾟｵﾝCT

160,000

48,000 AC/DC200A DC～100kHz Φ20mm (汎用測定には9555が必要)

1ヶ月

27

日置電機株式会社

9555-10

ｸﾗﾝﾌﾟｵﾝｾﾝｻﾕﾆｯﾄ

50,000

25,000 適合ｾﾝｻ:9270～9272,9272-10,9277～9279,9709を単体でﾓﾆﾀｱｳﾄできるようにす
る電源ﾕﾆｯﾄ ACｱﾀﾞﾌﾟﾀ9418-15(AC100～240V)付属

1ヶ月

28

日置電機株式会社

9625

電力計測支援ｿﾌﾄ

30,000

15,000 3166/68/69用

1ヶ月

29

日置電機株式会社

9657-10

ｸﾗﾝﾌﾟｵﾝﾘｰｸｾﾝｻ

26,500

出力電圧:AC100mV/A 振幅周波数特
15,000 定格一次電流:AC10A(漏洩電流,50/60Hz)
性:40Hz～5kHzにおいて±3%以内 最大許容入力:AC30A連続(45～66Hz) 測定可

3ヶ月

120,000

電源ﾗｲﾝﾓﾆﾀ:単相2線･単相3線･三相3線(50/60Hz) ﾁｬﾝﾈﾙ数(最大):電圧2ch(1回 1ヶ月
線)･電流12ch 測定項目:漏洩電流測定･主幹負荷測定･分岐負荷電流測定･ｲﾍﾞﾝ
ﾄ検出内容 測定値:電圧･電流･電力(有効/無効/皮相)･力率/変位力率･電力量･
基本波電流･周波数･位相角･電圧THD･ (漏洩電流時:電流(ﾌｨﾙﾀ機能付)･基本波
電流･位相角) 波形:電圧･電流波形 測定ﾚﾝｼﾞ:電圧AC200V(測定範囲90～490V),
電流1:負荷測定用 周波数帯域:基本周波数50/60Hz～3kHz ｲﾝﾀｰﾊﾞﾙ時
間:1/2/10/15/30秒,1/2/5/10/15/30/60分 op9448:ｺﾝｾﾝﾄ入力ｺｰﾄﾞ op9459:ﾊﾞｯﾃ
ﾘﾊﾟｯｸ op9612:RS232Cｹｰﾌﾞﾙ(PC接続用） op9720-01:携帯用ｹｰｽ

能導体径:φ40mm以下 ｺｰﾄﾞ長:3m

＊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。
＊校正証明書類費用、送料、他別途費用が発生します。在庫についてはお問合わせください。
＊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。
＊国内のみの販売です。また保証は国内のみ有効です。
＊海外企業ならびに海外への輸出販売は行っておりません。

4／44

【中古販売リスト ②】
＊お問合わせ時は【中古販売リスト①or②】の番号をお伝えください。

№

メーカー

型番

H30年4月27日掲載
有効期限：2018年6月末日

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

資産名称

定価

販売価格

仕

様

保証期間

30

日置電機株式会社

9661

ｸﾗﾝﾌﾟｵﾝｾﾝｻ

定格一次電流:AC500A 出力電圧:AC1mV/A 定格電圧:600V rms(絶縁導体) 測定 1ヶ月
可能導体径:φ46mm以下

26,500

13,000

31

日置電機株式会社

9675

ｸﾗﾝﾌﾟｵﾝﾘｰｸｾﾝｻ

26,500

定格一次電流:AC10A 出力電圧:AC100mV/A 周波数
12,000 3351,PQA等の電流入力用
特性:40Hz～5kHz 測定可能導体径:φ30mm以下

32

日置電機株式会社

CT6841

AC/DCｶﾚﾝﾄﾌﾟﾛｰﾌﾞ

166,500

33

日置電機株式会社

CT6862-10

AC/DCｶﾚﾝﾄｾﾝｻ

156,500

定格電流:AC/DC50A 測定可能導体径:φ24mm以下 対
78,000 周波数特性:DC～1MHz
応製品:3390-10他用

3ヶ月

34

日置電機株式会社

CT9691-90

ｸﾗﾝﾌﾟｵﾝAC/DCｾﾝｻ

56,000

周波数帯域:DC～10kHz
22,000 CT9691:ｸﾗﾝﾌﾟｵﾝAC/DCｾﾝｻとCT6590:ｾﾝｻﾕﾆｯﾄのｾｯﾄ
定格一次電流:100/10A(H/L切替) 出力電圧:100mV/f.s. 出力ｺﾈｸﾀ:BNC(ｵｽ) ｹｰ

3ヶ月

3ヶ月

定格電流:AC/DC20A 周波数範囲:DC～1MHz 測定可能導体 3ヶ月
110,000 ｸﾗﾝﾌﾟ式電流ﾌﾟﾛｰﾌﾞ
径:φ20mm以下 電源:±11～15V

ﾌﾞﾙ長:2m(CT9692),1m(CT6590) 測定可能導体径:φ35mm以下 電源:単3型ｱﾙｶﾘ
電池
35

日置電機株式会社

CT9691-90
/9445-02

ｸﾗﾝﾌﾟｵﾝAC/DCｾﾝｻ

61,800

周波数帯域:DC～10kHz
32,000 CT9691:ｸﾗﾝﾌﾟｵﾝAC/DCｾﾝｻとCT6590:ｾﾝｻﾕﾆｯﾄのｾｯﾄ
定格一次電流:100/10A(H/L切替) 出力電圧:100mV/f.s. 出力ｺﾈｸﾀ:BNC(ｵｽ) ｹｰ

3ヶ月

ﾌﾞﾙ長:2m(CT9691),1m(CT6590) 測定可能導体径:φ35mm以下 電源:単3型ｱﾙｶﾘ
電池,ACｱﾀﾞﾌﾟﾀ(op9445-02) op9445-02:ACｱﾀﾞﾌﾟﾀ

36

日置電機株式会社

LR5092

ﾃﾞｰﾀｺﾚｸﾀ

39,000

18,000 ﾛｶﾞｰ通信部:赤外線通信、PC通信部:USB2.0、表示部:液晶画面(128×64ﾄﾞｯﾄ)、表
示項目:ﾃﾞｰﾀミニ設定条件(記録間隔/記録開始/停止方法,記録ﾓｰﾄﾞ,ｽｹｰﾘﾝｸﾞ,ｱ

1ヶ月

ﾗｰﾑ,省電力,時計,ﾚﾝｼﾞなど),収集ﾃﾞｰﾀ(ﾘｽﾄ,最大値,最小値,平均値,ｸﾞﾗﾌ,数値)、外
部記憶:SDﾒﾓﾘｶｰﾄﾞ(SDHC対応,最大32GB)、電源:単3ｱﾙｶﾘ乾電池×2または、
DC5V(USBﾊﾞｽﾊﾟﾜｰで動作)

37

日置電機株式会社

PW3360-10
/9661×3,C1005,
PW9002,PW9003,
Z4001

ｸﾗﾝﾌﾟｵﾝﾊﾟﾜｰﾛｶﾞｰ

＊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。
＊校正証明書類費用、送料、他別途費用が発生します。在庫についてはお問合わせください。
＊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。
＊国内のみの販売です。また保証は国内のみ有効です。
＊海外企業ならびに海外への輸出販売は行っておりません。

235,000

測定ﾗｲﾝ:単相2線,単相3線,三相3線,三相4線 ﾁｬﾈﾙ数:電圧3, 3ヶ月
120,000 ｸﾗﾝﾌﾟ式交流電力計
電流3 電圧ﾚﾝｼﾞ:AC600V 電流ﾚﾝｼﾞ:ｸﾗﾝﾌﾟｾﾝｻに依存 電力ﾚﾝｼﾞ:300W～9MW(電
圧/電流ﾚﾝｼﾞと測定ﾗｲﾝの組合せによる) I/F:SDｶｰﾄﾞ,LAN,USB2.0 電源:ACｱﾀﾞﾌﾟﾀ,
ﾊﾞｯﾃﾘﾊﾟｯｸ,電源供給ｱﾀﾞﾌﾟﾀ op9661:ｸﾗﾝﾌﾟｵﾝｾﾝｻ(AC500A) opC1005:携帯用ｹｰｽ
opPW9002:ﾊﾞｯﾃﾘｾｯﾄ(ﾊﾞｯﾃﾘﾊﾟｯｸ:9459+ｶﾊﾞｰ) opPW9003:電源供給ｱﾀﾞﾌﾟﾀ(AC100
～240V,測定ﾗｲﾝから電源供給) opZ4001:SDﾒﾓﾘｶｰﾄﾞ(2GB)
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【中古販売リスト ②】
＊お問合わせ時は【中古販売リスト①or②】の番号をお伝えください。

№

メーカー

H30年4月27日掲載
有効期限：2018年6月末日

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

型番

資産名称

定価

38

日置電機株式会社

PW3360-11
/9661×3,C1005,
PW9002,PW9003,
Z4001

ｸﾗﾝﾌﾟｵﾝﾊﾟﾜｰﾛｶﾞｰ

39

日置電機株式会社

SF1001

ﾊﾟﾜｰﾛｶﾞｰﾋﾞｭｰﾜ

40

Ｐｏｗｅｒ Ｅｌｅｃｔｒｏｎｉｃ Ｍｅａ CWT6B/1/80UM
ｓｕｒｅｍｅｎｔｓ

電流ﾌﾟﾛｰﾌﾞ

41

東洋電源機器株式会社

TD-1000

電流ｾﾝｻ電源

42

横河計測株式会社

201200

直流電圧電流計

43

横河計測株式会社

2014-00

携帯用交流電流計･電圧
計

44

横河計測株式会社

224100

変流器

113,000

45

日置電機株式会社

9303

変圧器

31,000

46

日置電機株式会社

3157/9296×2,
9593-02

保護導通試験器

287,000

販売価格

130,000

仕

様

保証期間

ｸﾗﾝﾌﾟ式交流電力計(高調波機能付) 測定ﾗｲﾝ:単相2線,単相3線,三相3線,三相4線 1ヶ月
ﾁｬﾈﾙ数:電圧3,電流3 電圧ﾚﾝｼﾞ:AC600V 電流ﾚﾝｼﾞ:ｸﾗﾝﾌﾟｾﾝｻに依存 電力ﾚﾝ
ｼﾞ:300W～9MW(電圧/電流ﾚﾝｼﾞと測定ﾗｲﾝの組合せによる) I/F:SDｶｰ
ﾄﾞ,LAN,USB2.0 電源:ACｱﾀﾞﾌﾟﾀ,ﾊﾞｯﾃﾘﾊﾟｯｸ,電源供給ｱﾀﾞﾌﾟﾀ op9661:ｸﾗﾝﾌﾟｵﾝｾﾝｻ
(AC500A) opC1005:携帯用ｹｰｽ opPW9002:ﾊﾞｯﾃﾘｾｯﾄ(ﾊﾞｯﾃﾘﾊﾟｯｸ:9459+ｶﾊﾞｰ)
opPW9003:電源供給ｱﾀﾞﾌﾟﾀ(AC100～240V,測定ﾗｲﾝから電源供給) opZ4001:SDﾒ
ﾓﾘｶｰﾄﾞ(2GB)

対象機
18,000 測定ﾃﾞｰﾀをPC(Windows)に取込み表示集計及び解析を行うｿﾌﾄｳｪｱ
器:PW3360,PW3365,3168,3169等

3ヶ月

270,000

80,000 Current Probe, 5mV/A, Battery, 3.2Hz-20MHz, 1m Cable, 80mm Coil

1ヶ月

100,200

出力電圧:DC±15V 出力電流:1A 入力電
55,000 電流ｾﾝｻ専用電源(1ﾁｬﾝﾈﾙ用)
圧:AC100V

1ヶ月

83,000

42,000 携帯用 測定範囲:3～1000V,1m～30A

1ヶ月

83,000

40,000 測定範囲:3～750V 0.15～30A

1ヶ月

定格負荷:15VA 階級:0.2 1次:10～1500A(9ﾚﾝｼﾞ,100A以下:端子
40,000 計器用変流器
式,250A以上:貫通式) 2次:5A 最高回路電圧:3450V

3ヶ月

ｱｸｾｻﾘ PT(AC200V以上の波形記録する時に必要) 変圧比、
15,000 88ｼﾘｰｽﾞ用
40:1/20:1

1ヶ月

測定電流範囲:AC3.0A～31.0A/130VA 発
97,000 基本測定機能:交流4端子低抵抗測定
生周波数:50Hzまたは60Hz正弦波(設定可能) 抵抗測定範囲:0～1.800Ω 電源

1ヶ月

30,000

260,500

AC100V～120V,350VA(max) op9296:電流ﾌﾟﾛｰﾌﾞ×2 op9593-02:RS232Cｲﾝﾀﾌｪｰｽ

＊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。
＊校正証明書類費用、送料、他別途費用が発生します。在庫についてはお問合わせください。
＊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。
＊国内のみの販売です。また保証は国内のみ有効です。
＊海外企業ならびに海外への輸出販売は行っておりません。
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【中古販売リスト ②】
＊お問合わせ時は【中古販売リスト①or②】の番号をお伝えください。

№

メーカー

H30年4月27日掲載
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㈱協栄エレクトロニクス kyoei-info@kyoei-ele.com
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型番

資産名称

定価

販売価格

仕

様

日置電機株式会社

3157-01
/9296×2,
9593-02

保護導通試験器

275,500

97,000

48

日置電機株式会社

RM3548/9453,
9772

抵抗計

133,000

測定方式:直流4端子法 I/F:USB 電源:単 1ヶ月
57,000 測定範囲:0.000mΩ～3.5000MΩ(9ﾚﾝｼﾞ)
3ｱﾙｶﾘ乾電池 op9453:4端子ﾘｰﾄﾞ op9772:ﾋﾟﾝ形ﾘｰﾄﾞ

49

日置電機株式会社

DSM-8104
/0GE00001,
0GE00002

ﾃﾞｼﾞﾀﾙ超絶縁･微少電流計

518,500

SM-8220

超絶縁計

304,500

150,000 測定電圧：10～1,000VDC(7ﾚﾝｼﾞ)、測定範囲(100VDC時):5×10^5～2×10^15Ω、
表示：LCD(ﾃﾞｼﾞﾀﾙ&ｱﾅﾛｸﾞ表示)、I/F:RS-232C,ｺﾝﾊﾟﾚｰﾀ出力(ｵｰﾌﾟﾝｺﾚｸﾀ)

3ヶ月

246,000

190,000 測定対象電路:単相2線,単相3線,三相3線,三相4線、入力電流(零相電流入
力):AC0～2200mA、電圧測定:85～260V、合成漏れ電流ﾚﾝｼﾞ:0～

1ヶ月

抵抗測定範囲:1×10^7～3×10^16Ω(測定電圧1000V時) 直流電流測
260,000 1chﾓﾃﾞﾙ
定ﾚﾝｼﾞ:10pA～100μA 電圧発生器:0.1～1000V I/F:GP-IB,RS-232C 電

1ヶ月

3ヶ月

源:AC100V op0GE00001:ﾃｽﾄ棒付測定ﾘｰﾄﾞ(黒.1m) op0GE00002:ﾃｽﾄ棒付測定ﾘｰ
ﾄﾞ(赤,1m)

50

日置電機株式会社

51

株式会社ムサシインテック GCT-34
/GZ-80G,
PS-60G

活線ﾒｶﾞ

株式会社ＴＦＦ フルーク社 1587

絶縁抵抗計

52

基本測定機能:交流4端子低抵抗測定 測定電流範囲:AC3.0A～31.0A/130VA 発
生周波数:50Hzまたは60Hz正弦波(設定可能) 抵抗測定範囲:0～1.800Ω 電源
AC100V～120V/200V～240V(切替),350VA(max) op9296:電流ﾌﾟﾛｰﾌﾞ op959302:RS232Cｲﾝﾀﾌｪｰｽ

保証期間

47

20/200/2000mA、対地抵抗成分電流ﾚﾝｼﾞ:0～20/200mA、対地絶縁抵抗:0.001～
9.999MΩ、opGZ-80G:ｸﾗﾝﾌﾟｾﾝｻ、opPS-60G:非接触電圧ｾﾝｻ

125,900

絶縁抵抗測定:0.01MΩ～2GΩ
57,000 ﾏﾙﾁﾒｰﾀ付き絶縁抵抗計
(50/100/250/500/1000V) AC電圧測定:600mV～1000V DC電圧測定:600mV～

3ヶ月

1000V DC/AC電流測定:60/400mA 抵抗測定:600Ω～50MΩ 周波数測
定:99.99Hz～99.99kHz 静電容量,温度測定機能 電源:単三電池

53

日置電機株式会社

BT3563-01
/9287-10

ﾊﾞｯﾃﾘﾊｲﾃｽﾀ

294,300

測定方式:交流4端子法(1kHz) 電圧測定ﾚﾝｼﾞ:DC6～300V(3
197,000 測定項目:電圧,抵抗
切替え) 抵抗測定ﾚﾝｼﾞ:3mΩ～3000Ω(7切替え) I/F:RS-232C,GI-IB,ｱﾅﾛｸﾞ出力

3ヶ月

電源:AC100～240V op9287-10:ｸﾘｯﾌﾟ型ﾘｰﾄﾞ
54

株式会社戸上電機製作所 LP-PYRA03

日射計・温度ｾﾝｻｾｯﾄ

＊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。
＊校正証明書類費用、送料、他別途費用が発生します。在庫についてはお問合わせください。
＊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。
＊国内のみの販売です。また保証は国内のみ有効です。
＊海外企業ならびに海外への輸出販売は行っておりません。

275,000

代表感度:7μV/(W/m^2) 測定放射範
127,000 ﾃﾞﾙﾀｵｰﾑ全天日射計(ｸﾗｽ2,ISO9060準拠)
囲:0～2000W/m^2 ｽﾍﾟｸﾄﾙ範囲:305～2800nm ※OEM型番SPST-A-F2と同等品

1ヶ月

7／44

【中古販売リスト ②】
＊お問合わせ時は【中古販売リスト①or②】の番号をお伝えください。

№

メーカー

型番

H30年4月27日掲載
有効期限：2018年6月末日

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

資産名称

定価

55

株式会社戸上電機製作所 SPST-A1

ｽﾄﾘﾝｸﾞﾄﾚｰｻ

516,000

56

株式会社戸上電機製作所 SPLC-A

ｾﾙﾗｲﾝﾁｪｯｶ

153,000

販売価格

197,000

仕

様

保証期間

太陽電池ﾓｼﾞｭｰﾙの電気的ｽﾄﾘﾝｸﾞ異常の検知装置(I-V特性測定装置) 測定モー 3ヶ月
ド:移動I-V特性測定,同時I-V特性測定,ｽﾄﾘﾝｸﾞ電圧/電流測定,電圧ﾃｽﾀ 測定電
圧:DC0～700V 測定電流:DC0～10A 測定ﾎﾟｲﾝﾄ:100点 入力:4ch(I-Vﾌﾟﾛｰﾌﾞ),4ch(ｸ
ﾗﾝﾌﾟCT(要opｾﾝｻ)),1ch(温度/日射量(要opｾﾝｻ)) ﾃﾞｰﾀ保存:ﾒﾓﾘｰｶｰﾄﾞ 電源:単3電
池,ACｱﾀﾞﾌﾟﾀ

送信器:(電圧範囲:DC0～
50,000 太陽電池ﾓｼﾞｭｰﾙの配置,故障ﾓｼﾞｭｰﾙ,故障ｾﾙを探査
1000V,探査方式:電流消費型及び信号注入型,電源:9V乾電池) 受信器:(感度切

3ヶ月

替:5段階,内蔵ｾﾝｻ:ｺｲﾙｾﾝｻ,電極ｾﾝｻ,電源:9V乾電池)
57

キーサイト・テクノロジー合 537A
同会社

周波数計

622,466

58

ココリサーチ株式会社

KAZ-723A

F/Vｺﾝﾊﾞｰﾀ

220,000

59

株式会社ＴＦＦ テクトロニ
クス社

MDO4104C
/SA6,ACD4000B,
MDO4AFG,
MDO4MSO

ﾃﾞｼﾞﾀﾙｵｼﾛｽｺｰﾌﾟ

60

キーサイト・テクノロジー合 DSOX2024A
同会社
/805,BDL

3,723,300

総合確度:0.17% 校正ｽﾃｯﾌﾟ:10MHz
280,000 周波数3.7～12.4GHzの同軸用直読周波数計
同軸ｺﾈｸﾀ:N型(f)

70,000 周波数範囲：0.04Hz～200kHz 測定分解能:160MHz 表示単位:Hz､rpm
ﾁｬﾈﾙ数:4(ｱﾅﾛｸﾞ),16(ﾃﾞｼﾞﾀﾙ) 周波数帯域:1GHz ﾚ
2,600,000 MDO4000Cｼﾘｰｽﾞ(6-in-1ﾀｲﾌﾟ)
ｺｰﾄﾞ長/20Mﾎﾟｲﾝﾄ(4ch) 垂直軸分解能:8bit ﾌﾟﾛｰﾌﾞI/F:TekVPI 付属ﾌﾟﾛｰ

6ヶ月

1ヶ月

6ヶ月

ﾌﾞ:TPP1000B,P6616(opMDO4MSO) I/F:USB2.0(A,B),LAN(10/100/1000Base-T)
電源:AC100～240V(50～60Hz) opSA6:内蔵ｽﾍﾟｸﾄﾗﾑ･ｱﾅﾗｲｻﾞ(9kHz～6GHz)
opACD4000B:ｿﾌﾄ･ｷｬﾘﾝｸﾞｹｰｽ opMDO4AFG:任意波形/ﾌｧﾝｸｼｮﾝ･ｼﾞｪﾈﾚｰﾀ追加
opMDO4MSO:16ﾃﾞｼﾞﾀﾙ･ﾁｬﾈﾙ追加
ﾃﾞｼﾞﾀﾙｵｼﾛｽｺｰﾌﾟ

578,755

周波数帯域幅:DC～200MHz ﾁｬﾈﾙ数:4ch(ｱﾅﾛｸﾞ) 最高ｻ
380,000 InfiniiVision2000Xｼﾘｰｽﾞ
ﾝﾌﾟﾘﾝｸﾞ･ﾚｰﾄ:1Gｻﾝﾌﾟﾙ/s(chあたり),2Gｻﾝﾌﾟﾙ/s(ﾊｰﾌﾁｬﾈﾙ･ｲﾝﾀﾘｰﾌﾞ) 最大ﾒﾓﾘ容

6ヶ月

量:100kﾎﾟｲﾝﾄ(chあたり) ﾃﾞｨｽﾌﾟﾚｲ:8.5ｲﾝﾁ 垂直分解能:8bit 入力ｲﾝﾋﾟｰﾀﾞﾝｽ:1MΩ
±2% I/F:USB2.0(標準),LAN(op805) 電源:AC100～120V(50/60/400Hz),AC100～
240V(50/60Hz) op805:LAN opBDL:SW application bundle license

61

キーサイト・テクノロジー合 MSOX3104T
同会社
/DSOXLAN,
N6457A

ﾃﾞｼﾞﾀﾙｵｼﾛｽｺｰﾌﾟ

＊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。
＊校正証明書類費用、送料、他別途費用が発生します。在庫についてはお問合わせください。
＊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。
＊国内のみの販売です。また保証は国内のみ有効です。
＊海外企業ならびに海外への輸出販売は行っておりません。

2,373,054

ｱﾅﾛｸﾞﾁｬﾈﾙ数:4 ﾃﾞｼﾞﾀﾙﾁｬﾈﾙ数:16 最高ｻﾝﾌﾟﾘﾝｸﾞﾚｰ
1,475,000 InfiniiVision3000TXｼﾘｰｽﾞ
ﾄ:5GSa/s(ﾊｰﾌﾁｬﾈﾙ),2.5GSa/s(全てのﾁｬﾈﾙ) 帯域幅:1GHz ﾒﾓﾘ容量:2Mﾎﾟｲﾝﾄ(全

6ヶ月

てのﾁｬﾈﾙ) 垂直軸分解能:8bit ﾌﾟﾛｰﾌﾞ:N2843A(500MHz,10:1),N2756A(16chﾃﾞｼﾞﾀ
ﾙ) I/F:RS-232C,USB2.0(A,B) 電源:AC100～120V(50/60/400Hz),AC100～
240V(50/60Hz) opDSOXLAN:LAN/VGAﾓｼﾞｭｰﾙ opN6457A:ｿﾌﾄ･ｷｬﾘﾝｸﾞ･ｹｰｽ

8／44

【中古販売リスト ②】
＊お問合わせ時は【中古販売リスト①or②】の番号をお伝えください。

№

メーカー

型番

H30年4月27日掲載
有効期限：2018年6月末日

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

資産名称

定価

販売価格

仕

62

横河計測株式会社

701262

ﾕﾆﾊﾞｰｻﾙ(電圧/温度)ﾓ
ｼﾞｭｰﾙ

128,000

96,000

63

横河計測株式会社

701270

ひずみﾓｼﾞｭｰﾙ

150,000

99,000 DL750用 直流ﾌﾞﾘｯｼﾞ方式(2CH) NDISﾀｲﾌﾟ

64

横河計測株式会社

701620-AC-M-J3
/B5,C10(DL1640L)

ﾃﾞｼﾞﾀﾙｵｼﾛｽｺｰﾌﾟ

1,120,000

保証期間

様

入力ﾁｬﾈﾙ数:2 周波数帯域（-3dB）:電圧DC～40kHz 温度DC～100Hz 入力形式: 6ヶ月
電圧または温度（熱電対） 入力ｶｯﾌﾟﾘﾝｸﾞ:TC（熱電対）, DC,AC,GND 入力ﾀｲﾌﾟ:絶
縁不平衡 最高ｻﾝﾌﾟﾘﾝｸﾞﾚｰﾄ:電圧100kS/s ﾃﾞｰﾀ更新ﾚｰﾄ温度500Hz A/D 変換分
解能:電圧 16bit （2400LSB/div）、温度 0.1℃分解能 入力ﾚﾝｼﾞ電圧（1:1） 5mV/div
～20V/div（ 10div表示, 1-2-5ｽﾃｯﾌﾟ）温度K,E,J,T,L,U,N,R,S,B,W, 金鉄ｸﾛﾒﾙ 有効
測定範囲（電圧）:20div（表示範囲10div） DCｵﾌｾｯﾄ（電圧） ±5div AAF付
6ヶ月

感度:2mV～10V/div ｻﾝﾌﾟﾘﾝｸﾞ周波数:200MS/s 垂直
350,000 周波数帯域:DC～200MHz
分解能ﾒﾓﾘ長:8bit CH:4 画面:6.4"TFTｶﾗｰ PCｶｰﾄﾞｲﾝﾀﾌｪｰｽ(Type～) ﾌﾟﾛｰﾌﾞ

1ヶ月

(7009-60)×4 定格電源電圧:100～120VAC/220～240VAC(自動切換
え)/50/60Hz 内蔵ﾒﾃﾞｨｱﾄﾞﾗｲﾌﾞ:PCｶｰﾄﾞﾄﾞﾗｲﾌﾞ(J3) opB5:内蔵ﾌﾟﾘﾝﾀ opC10:ｲｰｻﾈｯ
ﾄ+USB 消耗品:9000059 B9850NX(紙)

65

66

横河計測株式会社

横河計測株式会社

701730-M-J1
/B5,P4,C10
(DL1740E)

ﾃﾞｼﾞﾀﾙｵｼﾛｽｺｰﾌﾟ

701730-M-J3
/B5,C10,P4
(DL1740E)

ﾃﾞｼﾞﾀﾙｵｼﾛｽｺｰﾌﾟ

1,193,000

現象数：4 最高ｻﾝﾌﾟﾙﾚｰﾄ（S/s）：1G 垂直分解能
350,000 周波数帯域：DC～500MHz
（bit）：8 ﾚｺｰﾄﾞ長（word/ch）：2M(ｲﾝﾀｰﾘｰﾌﾟﾓｰﾄﾞON時) 付属ﾌﾟﾛｰﾌﾞ（型番・数）：

1ヶ月

700988(ﾊﾟｯｼﾌﾞﾌﾟﾛｰﾌﾞ)×4 備考：GP-IB付 opJ1:FDD opB5:内蔵ﾌﾟﾘﾝﾀ
opP4:701730,701740用ﾌﾟﾛｰﾌﾞﾊﾟﾜｰ opC10:ｲｰｻﾈｯﾄI/F 消耗品:9000059
B9850NX(紙)

1,215,000

感度:2mV～10V/div ｻﾝﾌﾟﾘﾝｸﾞ周波数:1GS/s 垂直分
450,000 周波数帯域:DC～500MHz
解能ﾒﾓﾘ長:8bit CH:4 画面:6.4&quot;TFTｶﾗｰ PCｶｰﾄﾞｲﾝﾀﾌｪｰｽ ﾌﾟﾛｰﾌﾞ(7009-88)

1ヶ月

×4 opB5:内蔵ﾌﾟﾘﾝﾀ opP4:FETﾌﾟﾛｰﾌﾞ用電源 opC10:ｲｰｻﾈｯﾄｲﾝﾀﾌｪｰｽ 消耗
品:9000059 B9850NX(紙)

67

株式会社ＴＦＦ テクトロニ
クス社

1103

ﾌﾟﾛｰﾌﾞ用電源

306,000

70,000 2本のﾌﾟﾛｰﾌﾞに電源供給可能 ﾌﾟﾛｰﾌﾞ用電源の無いｵｼﾛｽｺｰﾌﾟに使用

1ヶ月

68

株式会社ＴＦＦ テクトロニ
クス社

1103(AC)

ﾌﾟﾛｰﾌﾞ用電源

306,000

ﾌﾟﾛｰﾌﾞ用電源の無いｵｼﾛｽｺｰﾌﾟに使用
150,000 2本のﾌﾟﾛｰﾌﾞに電源供給可能
仕様

ACｱﾀﾞﾌﾟﾀ

1ヶ月

69

株式会社ＴＦＦ テクトロニ
クス社

P7504

差動ﾌﾟﾛｰﾌﾞ

778,000

周波数帯域:4GHz 減衰比:(5:1,12.5:1) 差動入力ﾚﾝ
270,000 P7500ｼﾘｰｽﾞ・TriModeﾌﾟﾛｰﾌﾞ
ｼﾞ:±0.75V(5:1),±1.75V(12.5:1) ﾌﾟﾛｰﾌﾞｲﾝﾀﾌｪｰｽ:TekConnect ｹｰﾌﾞﾙ長:1.3m 消耗

6ヶ月

品:100016592 006823700(TAPE,ADHESIVE) 100016593 020275400(SOLDER KIT)

＊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。
＊校正証明書類費用、送料、他別途費用が発生します。在庫についてはお問合わせください。
＊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。
＊国内のみの販売です。また保証は国内のみ有効です。
＊海外企業ならびに海外への輸出販売は行っておりません。

9／44

【中古販売リスト ②】
＊お問合わせ時は【中古販売リスト①or②】の番号をお伝えください。

№

メーカー

70

株式会社ＴＦＦ テクトロニ
クス社

71

型番
TDP1500

H30年4月27日掲載
有効期限：2018年6月末日

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

資産名称

定価

販売価格

仕

様

保証期間

差動ﾌﾟﾛｰﾌﾞ

515,000

キーサイト・テクノロジー合 N2795A
同会社

ｱｸﾃｨﾌﾞﾌﾟﾛｰﾌﾞ

159,373

72

キーサイト・テクノロジー合 N2802A
同会社

ﾌﾟﾛｰﾌﾞｱﾝﾌﾟ

3,422,404

73

横河計測株式会社

701922

差動ﾌﾟﾛｰﾌﾞ

110,000

74

横河計測株式会社

701924
(PBDH1000)

差動ﾌﾟﾛｰﾌﾞ

364,000

周波数帯域:DC～1GHz 減衰
150,000 DLｼﾘｰｽﾞ用高速・高入力ｲﾝﾋﾟｰﾀﾞﾝｽ差動ﾌﾟﾛｰﾌﾞ
比:(50:1) 最大差動入力電圧:±25V 全長:1.2m 電源電圧:DLｼﾘｰｽﾞより供給

6ヶ月

75

横河計測株式会社

701926

差動ﾌﾟﾛｰﾌﾞ

220,000

周波数帯域:DC～50MHz 入力形式:平行差動入力
150,000 DLｼﾘｰｽﾞ高電圧用差動ﾌﾟﾛｰﾌﾞ
減衰比:(1000:1,100:1切替) 差動入力電圧範囲:7000Vp-p(1000:1),700Vp-p(100:1)

6ヶ月

370,000

減衰比:1:1/10:1 周波数帯域(DC～):1.5GHz 最大動作電圧:±0.85V/±8.5V 入力 1ヶ月
抵抗:200kΩ ｹｰﾌﾞﾙ長:1.22m ﾌﾟﾛｰﾌﾞ側IF:TekVPI ｵｼﾛｽｺｰﾌﾟ側IF:TekVPI ※最大入
力電圧･入力抵抗はそれぞれ､差動動作電圧･差動入力抵抗の値になります

周波数帯域:1GHz 減衰比:(10:1) 最大入力電圧:-20～
97,000 ｼﾝｸﾞﾙｴﾝﾄﾞ･ｱｸﾃｨﾌﾞﾌﾟﾛｰﾌﾞ
+20V ﾌﾟﾛｰﾌﾞｲﾝﾀﾌｪｰｽ:AutoProbeｲﾝﾀﾌｪｰｽ ｹｰﾌﾞﾙ長:1.3m

880,000 InfiniiMaxⅢｼﾘｰｽﾞ･ﾌﾟﾛｰﾌﾞｱﾝﾌﾟ 帯域幅:25GHz
55,000 周波数帯域：DC～200MHz、減衰比：10：1

6ヶ月

6ヶ月

6ヶ月

出力ｺﾈｸﾀ:BNC(ｵｽ)補助接地ﾌﾟﾗｸﾞ付 電源:単三乾電池,外部DC電源
76

横河計測株式会社

701988(PBL100)

ﾛｼﾞｯｸﾌﾟﾛｰﾌﾞ

77

岩崎通信機株式会社

HV-P60/SK301

高電圧ﾌﾟﾛｰﾌﾞ/ﾌﾟﾛｰﾌﾞｽﾀﾝ
ﾄﾞ

94,000
473,800

60,000 1MΩ入力抵抗、ﾄｸﾞﾙ周波数 100MHz

1ヶ月

最大入力電圧:DC60kVまたはACpeak 立上り
97,000 周波数帯域:DC～50MHz(-3dB内)
時間:７ns以下(ﾌﾟﾛｰﾌﾞ単体) 減衰比:2000:1 ±5％ ｹｰﾌﾞﾙ長:4m 接続可能ｵｼﾛｽｺｰ

1ヶ月

ﾌﾟ:入力RC:1MΩ,15pF-50pF(BNC) opSK301:高圧ﾌﾟﾛｰﾌﾞｽﾀﾝﾄﾞ
78

Ｈｏｔｔｉｎｇｅｒ Ｂａｌｄｗｉｎ Ｍｅ ISOBE5600
ｓｓｔｅｃｈｎｉｋ
/REC,TRAN,
BAT-CAR,
BAT-CHAR(2),
OPTC-100M

光絶縁ﾌﾟﾛｰﾌﾞ/受信･送信
ﾕﾆｯﾄ

＊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。
＊校正証明書類費用、送料、他別途費用が発生します。在庫についてはお問合わせください。
＊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。
＊国内のみの販売です。また保証は国内のみ有効です。
＊海外企業ならびに海外への輸出販売は行っておりません。

1,847,500

周波数帯
720,000 高電圧,高EMI環境下での遠隔操作を可能とする光ﾌｧｲﾊﾞ絶縁ﾌﾟﾛｰﾌﾞ
域:20MHz 入力ﾚﾝｼﾞ:±100mV～±50V(9ﾚﾝｼﾞ) 出力電圧:±2V(1MΩ負荷)

1ヶ月

CMRR:100dB以上(DC～10kHz) 光ﾌｧｲﾊﾞ:ﾏﾙﾁﾓｰﾄﾞ(50/125μm) 電源:ﾊﾞｯﾃﾘ(送信
ﾕﾆｯﾄ),90～264V(受信ﾕﾆｯﾄ) opREC:絶縁ﾌﾟﾛｰﾌﾞ受信ﾕﾆｯﾄ opTRAN:絶縁ﾌﾟﾛｰﾌﾞ送
信ﾕﾆｯﾄ opBAT-CAR:ﾊﾞｯﾃﾘ(ｷｬﾘｱ付) opBAT-CHAR(2):2ヶ対応ﾊﾞｯﾃﾘ充電器
opOPTC-100M:光ｹｰﾌﾞﾙ(100m,LC-LCｺﾈｸﾀ)
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【中古販売リスト ②】
＊お問合わせ時は【中古販売リスト①or②】の番号をお伝えください。

№

メーカー

型番

H30年4月27日掲載
有効期限：2018年6月末日

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

資産名称

定価

販売価格

仕

様

79

キーサイト・テクノロジー合 N9020A
ｼｸﾞﾅﾙｱﾅﾗｲｻﾞ
同会社
/526,B25,EA3,KYB,P26,PFR,W7X,
N9068A-2FP

80

キーサイト・テクノロジー合 N9030A
同会社
/526,B25,LNP,
MPB,P26,W7X

ｼｸﾞﾅﾙｱﾅﾗｲｻﾞ

キーサイト・テクノロジー合 N9030A
同会社
/526,B40,EA3,MPB,P26,W7X,
N9080B-1FP･2FP,
N9082B-1FP･2FP

ｼｸﾞﾅﾙｱﾅﾗｲｻﾞ

82

アンリツ株式会社

MS2691A
/001,003,008,
MX269017A,
MX269020A,
MX269030A,
MX703721A-010,
B0589A

ｼｸﾞﾅﾙｱﾅﾗｲｻﾞ

9,848,000

3,200,000

83

アンリツ株式会社

MS2830A
ｼｸﾞﾅﾙｱﾅﾗｲｻﾞ
/001,005,006,008,043,065,CN6401
A,MX269020A,
MX269030A

8,308,000

分解能帯域幅:1Hz～3MHz(1-3ｼｰｹﾝ
1,200,000 周波数範囲:9kHz～13.5GHz(op043)
ｽ),50kHz,5,10,20,31.25MHz 測定ﾚﾍﾞﾙ:-163～+30dBm RF入力:N(ﾒｽ)50Ω

81

8,717,108

11,158,900

4,300,000

保証期間

周波数範囲:10Hz～26.5GHz(op526) 分解能帯域幅:1Hz～3MHz,4,5,6,8MHz 測定ﾚ 6ヶ月
ﾍﾞﾙ:-163～+30dBm(opP26) ｴｰｼﾞﾝｸﾞﾚｰﾄ:±1×10^-7/年(opPFR) RF入力:N(ﾒｽ)50
Ω(op526) I/F:GP-IB,USB2.0,LAN 電源:AC100～120V(50/60/400Hz),AC220～
240V(50/60Hz) op526:周波数範囲(10Hz～26.5GHz) opB25:25MHzの解析帯域幅
opEA3:3.6GHz電子式ｱｯﾃﾈｰﾀ opKYB:USBｷｰﾎﾞｰﾄﾞ opP26:ﾌﾟﾘｱﾝﾌﾟ(100kHz～
26.5GHz) opPFR:精密周波数基準(ｴｰｼﾞﾝｸﾞﾚｰﾄ:±1×10^-7/年)
opW7X:OS(Windows Embedded Standard 7) opN9068A-2FP:位相雑音測定ｱﾌﾟﾘ
ｹｰｼｮﾝ

分解能帯域幅:1Hz～3MHz,4,5,6,8MHz 測定ﾚ
6,500,000 周波数範囲:3Hz～26.5GHz(op526)
ﾍﾞﾙ:-165～+30dBm(opP26) ｴｰｼﾞﾝｸﾞﾚｰﾄ:±1×10^-7/年 RF入力:N(ﾒｽ)50Ω

6ヶ月

(op526) I/F:GP-IB,USB2.0,LAN op526:周波数範囲(3Hz～26.5GHz) opB25:25MHz
の解析帯域幅 opLNP:低雑音経路 opMPB:ﾏｲｸﾛ波ﾌﾟﾘｾﾚｸﾀのﾊﾞｲﾊﾟｽ opP26:ﾌﾟﾘｱ
ﾝﾌﾟ(9kHz～26.5GHz) opW7X:OS(Windows Embedded Standard 7)

＊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。
＊校正証明書類費用、送料、他別途費用が発生します。在庫についてはお問合わせください。
＊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。
＊国内のみの販売です。また保証は国内のみ有効です。
＊海外企業ならびに海外への輸出販売は行っておりません。

17,475,429

分解能帯域幅:1Hz～3MHz,4,5,6,8MHz 測定ﾚ
12,800,000 周波数範囲:3Hz～26.5GHz(op526)
ﾍﾞﾙ:-165～+30dBm(opP26) ｴｰｼﾞﾝｸﾞﾚｰﾄ:±1×10^-7/年 RF入力:N(ﾒｽ)50Ω

6ヶ月

(op526) I/F:GP-IB,USB2.0,LAN op526:周波数範囲(3Hz～26.5GHz) opB40:40MHz
の解析帯域幅 opEA3:3.6GHz電子式ｱｯﾃﾈｰﾀ opMPB:ﾏｲｸﾛ波ﾌﾟﾘｾﾚｸﾀのﾊﾞｲﾊﾟｽ
opP26:ﾌﾟﾘｱﾝﾌﾟ(9kHz～26.5GHz) opW7X:OS(Windows Embedded Standard 7)
opN9080B-1FP:LTE FDD測定ｱﾌﾟﾘｹｰｼｮﾝ･2FP:LTE-Advanced FDD測定ｱﾌﾟﾘｹｰ
ｼｮﾝ opN9082B-1FP:LTE TDD測定ｱﾌﾟﾘｹｰｼｮﾝ･2FP:LTE-Advanced TDD測定ｱﾌﾟﾘ
周波数範囲:50Hz～13.5GHz 分解能帯域幅:30～3MHz（1-3ｼｰｹﾝ
6ヶ月
ｽ)50kHz,5,10,20,31.25MHz測定ﾚﾍﾞﾙ:-166～+30dBm RF入力:N(ﾒｽ)50Ω
I/F:Ethernet,GP-IB,USB 2.0(A,B) op001:ﾙﾋﾞｼﾞｳﾑ基準発振器(ｴｰｼﾞﾝｸﾞﾚｰﾄ±1×
10^-10/月) op003:ﾌﾟﾘｾﾚｸﾀ下限拡張(3GHz) op008:6GHzﾌﾟﾘｱﾝﾌﾟ(100kHz～6GHz)
opMX269017A:ﾍﾞｸﾄﾙ変調解析ｿﾌﾄｳｪｱ opMX269020A:LTEﾀﾞｳﾝﾘﾝｸ測定ｿﾌﾄｳｪｱ
opMX269030A:W-CDMA BS測定ｿﾌﾄｳｪｱ opMX703721A:LTE自動測定ｿﾌﾄｳｪｱ010:W-CDMA基地局測定機能追加 opB0589A:ﾊｰﾄﾞｷｬﾘﾝｸﾞｹｰｽ(ｷｬｽﾀ付)

1ヶ月

I/F:Ethernet,GPIB,USB 2.0(A,B) op001:ﾙﾋﾞｼﾞｳﾑ基準発振器(ｴｰｼﾞﾝｸﾞﾚｰﾄ±1×
10^-10/月) op005:解析帯域幅拡張(31.25MHz) op006:解析帯域幅(10MHz) op008:
ﾌﾟﾘｱﾝﾌﾟ op043:周波数範囲(9kHz～13.5GHz) op065:ﾌｨﾙﾀ下限拡張(ﾀﾞｲﾅﾐｯｸﾚﾝｼﾞ
を拡大) opCN6401A:RFｽｲｯﾁﾎﾞｯｸｽ(6ﾎﾟｰﾄ) opMX269020A:LTEﾀﾞｳﾝﾘﾝｸ測定ｿﾌﾄ
ｳｪｱ opMX269030A:W-CDMA BS測定ｿﾌﾄｳｪｱ
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【中古販売リスト ②】
＊お問合わせ時は【中古販売リスト①or②】の番号をお伝えください。

№

メーカー

型番

H30年4月27日掲載
有効期限：2018年6月末日

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

資産名称

定価

販売価格

仕

様

84

株式会社小野測器

DS-2104A/DS-0264A,
DS-0297A,DS-0221W,
DS-0222W,DS-0244,
DS-0250W,AX-9023,
2210B(RJ459AV-BRWE)

FFTｱﾅﾗｲｻﾞ

3,154,550

580,000

85

株式会社小野測器

DS-2104A/DS-0264A,
DS-0297A,DS-0221W,
DS-0222W,DS-0244,
DS-0250W,DS-0251,
AX-9023､NOTE-PC

FFTｱﾅﾗｲｻﾞ

3,254,550

周波数帯ﾚﾝｼﾞ:4mHz～40kHz 入力ﾚﾝｼﾞ:-40～+20dBV DS-2104(DS-2100ﾒｲ
900,000 CH:8
ﾝﾕﾆｯﾄ+DS-0264汎用入力ﾕﾆｯﾄ4ch) opDS-0264:4ch汎用ﾕﾆｯﾄ opDS-0297:ONO-

OR34J-4
/ORNV-OCT-8,
ORNV-ORD-8,
ORNV-IVC-2

FFTｱﾅﾗｲｻﾞ

86

87

89

ＯＲＯＳ

1ヶ月

LINK IICard（ﾉｰﾄPC用I/F）opDS-0221W:4～8ch用FFT解析ｿﾌﾄ opDS-0222W:4～
8ch用ﾄﾗｯｷﾝｸﾞ解析ｿﾌﾄ opDS-0244:ｷｬﾝﾍﾞﾙ線図機能 opDS-0250W:4～8ch用ｽ
ﾙｰﾌﾟｯﾄﾃﾞｨｽｸ機能 opDS-0251:ﾌｧｲﾙｴｸｽﾎﾟｰﾄ機能 opAX-9023:RS232Cｹｰﾌﾞﾙ ﾉｰ
ﾄﾊﾟｿｺﾝ付

2,365,800

ﾁｬﾈﾙ数:4 入力電圧:±10V I/F:Eternet(100M) opORNV470,000 周波数帯域幅:40kHz
OCT-8:1/Nｵｸﾀｰﾌﾞ分析 opORNV-ORD-8:次数比分析,ﾄﾗｯｷﾝｸﾞ分析 opORNV-

1ヶ月

IVC-2:回転ねじり分析

キーサイト・テクノロジー合 N5182B/023,099,
同会社
1EA,403,506,656,
657,UNV,UNX,UNZ,
N7624B-3FP･HFP･SFP

RFﾍﾞｸﾄﾙ信号発生器

アンリツ株式会社

ﾀﾞｲﾎﾟｰﾙｱﾝﾃﾅ

MP534B

保証期間

CH:8 周波数帯ﾚﾝｼﾞ:4mHz～40kHz 入力ﾚﾝｼﾞ:-40～+20dBV DS-2104(DS-2100ﾒｲ 1ヶ月
ﾝﾕﾆｯﾄ+DS-0264汎用入力ﾕﾆｯﾄ4ch) opDS-0264:4ch汎用ﾕﾆｯﾄ opDS0297A:ONO-LINKⅡCard（ﾉｰﾄPC用I/F）opDS-0221W:4～8ch用FFT解析ｿﾌﾄ
opDS-0222W:4～8ch用ﾄﾗｯｷﾝｸﾞ解析ｿﾌﾄ opDS-0244:ｷｬﾝﾍﾞﾙ線図機能 opDS0250W:4～8ch用ｽﾙｰﾌﾟｯﾄﾃﾞｨｽｸ機能 opAX-9023:RS232Cｹｰﾌﾞﾙ ﾉｰﾄﾊﾟｿｺﾝ付

11,625,541

Xｼﾘｰｽﾞ 周波数範囲:9kHz～6GHz(op506) 周波数分解能:0.001Hz 出力ﾚﾍﾞ
9,000,000 MXG
ﾙ:-110～+24dBm(op1EA) ｺﾈｸﾀ:N(ﾒｽ)50Ω ｴｰｼﾞﾝｸﾞﾚｰﾄ:<±5×10^-10/日

6ヶ月

I/F:GPIB,LAN(1000BaseT),USB2.0(A,B) 電源:AC100～120V(50,60,400Hz),AC220
～240V(50,60Hz) op023:ﾍﾞｰｽﾊﾞﾝﾄﾞｼﾞｪﾈﾚｰﾀ･ﾒﾓﾘ･ｱｯﾌﾟｸﾞﾚｰﾄﾞ(32MSaから1GSa)
op099:拡張ﾗｲｾﾝｽｷｰ･ｱｯﾌﾟｸﾞﾚｰﾀﾞﾋﾞﾘﾃｨ op1EA:ﾊｲ･ﾊﾟﾜｰ op403:校正済みAWGN
op506:周波数範囲(9kHz～6GHz) op656:ARBﾍﾞｰｽﾊﾞﾝﾄﾞ･ｼﾞｪﾈﾚｰﾀ op657:ﾍﾞｰｽﾊﾞﾝ
ﾄﾞｼﾞｪﾈﾚｰﾀ･ｱｯﾌﾟｸﾞﾚｰﾄﾞ(RFﾊﾞﾝﾄﾞ幅:80MHzから160MHzへ) opUNV:拡張ﾀﾞｲﾅﾐｯｸ･ﾚ
ﾝｼﾞ opUNX:低位相雑音 opUNZ:ﾌｧｽﾄ･ｽｲｯﾁﾝｸﾞ opN7624B:LTE/LTE-Advanced
FDD用Signal Studio-op3FP:信号発生器への接続･opHFP:ﾍﾞｰｼｯｸLTE FDD R9･
opSFP:ｱﾄﾞﾊﾞﾝｽﾄﾞLTE FDD R9

298,000

180,000 半波長ﾀﾞｲﾎﾟｰﾙ、周波数範囲：25MHz～520MHz、許容入力電力：1W(25MHz～
250MHz),10W(250MHz～520MHz)、入力ｲﾝﾋﾟｰﾀﾞﾝｽ：50Ω N型(ﾒｽ)、対応機種：

1ヶ月

ML521/522/524ｼﾘｰｽﾞ､支柱付属（三脚(MB9A)は別途）
90

アンリツ株式会社

MP651B

ﾀﾞｲﾎﾟｰﾙｱﾝﾃﾅ

108,000

91

ＥＴＳ ＬＩＮＤＧＲＥＮ

3160-09

標準ｹﾞｲﾝﾎｰﾝｱﾝﾃﾅ

466,000

＊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。
＊校正証明書類費用、送料、他別途費用が発生します。在庫についてはお問合わせください。
＊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。
＊国内のみの販売です。また保証は国内のみ有効です。
＊海外企業ならびに海外への輸出販売は行っておりません。

67,000 周波数範囲：470MHz～1,700MHz、許容入力電力：10W、入力ｲﾝﾋﾟ‐ﾀﾞﾝｽ：50ΩN
型、対応機種：ML552/524ｼﾘｰｽﾞ
320,000 周波数ﾚﾝｼﾞ:18～26.5GHz 最大許容入力:50W ｺﾈｸﾀ:K(ﾒｽ)

1ヶ月

6ヶ月
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【中古販売リスト ②】
＊お問合わせ時は【中古販売リスト①or②】の番号をお伝えください。

№

メーカー

H30年4月27日掲載
有効期限：2018年6月末日

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

型番

資産名称

定価

販売価格

仕

様

92

キーサイト・テクノロジー合 E9301B
同会社

ﾊﾟﾜｰｾﾝｻ

462,981

195,000

93

キーサイト・テクノロジー合 U2000A
同会社

USBﾊﾟﾜｰｾﾝｻ

565,406

測定ﾚﾍﾞﾙ:-60～+20dBm/ﾛｰﾊﾟﾜｰ経路:-60～142,000 周波数範囲:10MHz～18GHz
10dBm ﾊｲﾊﾟﾜｰ経路:-10～+20dBm 入力ｺﾈｸﾀ:N(m) USBﾊﾟﾜｰｾﾝｻ 最大ﾊﾟ

保証期間

周波数範囲(Hz):10M～6.0G、測定ﾚﾍﾞﾙ(dBm):-30～+44(広ﾀﾞｲﾅﾐｯｸﾚﾝｼﾞｾﾝｻ)、ｺﾈ 6ヶ月
ｸﾀﾀｲﾌﾟ:N型(ｵｽ)・50Ω、備考:Eｼﾘｰｽﾞ・8480ｼﾘｰｽﾞ及びN8480ｼﾘｰｽﾞのﾊﾟﾜｰｾﾝｻを
Pｼﾘｰｽﾞﾊﾟﾜｰﾒｰﾀに接続する場合、N1917A/B/C(Pｼﾘｰｽﾞﾒｰﾀｹｰﾌﾞﾙｱﾀﾞﾌﾟﾀ)が必
要です。

1ヶ月

ﾜｰ:+25dBm(平均)
94

Ｒｏｈｄｅ ＆ Ｓｃｈｗａｒｚ

NRT/NRT-B1

ﾊﾟﾜｰﾒｰﾀ

586,000

測定ﾚﾍﾞﾙ(W):0.7m～2k(ｾﾝｻによって異なる) ch数:2ch, 1ヶ月
170,000 周波数範囲(Hz):200k～4G
ﾌﾛﾝﾄ･ﾊﾟﾈﾙに1入力(NRT-Zｾﾝｻ用),ﾘｱ･ﾊﾟﾈﾙに1入力(NAP-Zｾﾝｻ用) opNRTB1:NAP-Zｾﾝｻ用ｲﾝﾀﾌｪｰｽ

95

東京電波株式会社

WM-1/11C,11D,
12C,12D,13C,13D

通過形電力計

253,000

150,000 入力ｺﾈｸﾀ:N(J)50Ω、op11C/周波数範囲:100MHz～250MHz,電力範囲:5W、
op11D/周波数範囲:200MHz～500MHz,電力範囲:5W、op12C/周波数範

6ヶ月

囲:100MHz～250MHz,電力範囲:10W、op12D/周波数範囲:200MHz～500MHz,電
力範囲:10W、op13C/周波数範囲:100MHz～250MHz,電力範囲:25W、op13D/周波
数範囲:200MHz～500MHz,電力範囲:25W

96

東京電波株式会社

WM-1/14B,14C,
14D,14E

通過形電力計

193,000

120,000 入力ｺﾈｸﾀ:N(J)50Ω、op14B/周波数範囲:50MHz～125MHz,電力範囲:50W、
op14C/周波数範囲:100MHz～250MHz,電力範囲:50W、op14D/周波数範

1ヶ月

囲:200MHz～500MHz,電力範囲:50W、op14E/周波数範囲:400MHz～1000MHz,電
力範囲:50W
97

キーサイト・テクノロジー合 N4431B/105,201,301,401
同会社

4ﾎﾟｰﾄ電子校正ﾓｼﾞｭｰﾙ

2,085,156

周波数範囲:9k～13.5GHz op105:ﾎﾟｰﾄA,7-16(ﾒｽ) op201:ﾎﾟｰﾄB,3.5mm(ﾒ
1,500,000 ﾎﾟｰﾄ数:4
ｽ)50Ω op301:ﾎﾟｰﾄC,3.5mm(ﾒｽ)50Ω op401:ﾎﾟｰﾄD,3.5mm(ﾒｽ)50Ω PNA,ENAｼﾘｰ

6ヶ月

ｽﾞで使用可能
98

キーサイト・テクノロジー合 85025B
同会社

検波器

99

大井電気株式会社

ﾚﾀｰｺｲﾙ

ﾉｲｽﾞｿｰｽ

RC-101

100 キーサイト・テクノロジー合 N4000A/001,002
同会社

＊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。
＊校正証明書類費用、送料、他別途費用が発生します。在庫についてはお問合わせください。
＊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。
＊国内のみの販売です。また保証は国内のみ有効です。
＊海外企業ならびに海外への輸出販売は行っておりません。

ﾃﾞｨﾃｸﾀ 周波数範囲:10MHz～26.5GHz 3.5mmｵｽ AC/DC検
97,000 8757ｼﾘｰｽﾞ用ｱｸｾｻﾘ
波用

6ヶ月

72,500

最大定
42,000 直流が重畳されている加入電話回線の伝送特性測定用ｱﾀﾞﾌﾟﾀ
格:AC/DC200V 挿入損失:0.5dB以内

1ヶ月

530,610

ENRﾚﾝｼﾞ:4.5～6.5dB op001:ｺﾈｸﾀN型(ｵｽ)
400,000 周波数ﾚﾝｼﾞ:10MHz～18GHz
op002:SNSﾉｲｽﾞｿｰｽｹｰﾌﾞﾙ(1.5m)

6ヶ月

232,691

13／44

【中古販売リスト ②】
＊お問合わせ時は【中古販売リスト①or②】の番号をお伝えください。

№

メーカー

型番

資産名称

101 株式会社エー・アンド・デイ AL1301A

高耐圧直流ｱﾝﾌﾟ

102 株式会社エー・アンド・デイ AL13-104

ﾍﾞﾝﾁﾄｯﾌﾟｹｰｽ(8CH)

103 株式会社共和電業

直流増幅器

DA-710A

H30年4月27日掲載
有効期限：2018年6月末日

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

定価

230,000
63,000
160,000

販売価格

75,000

仕

様

周波数範囲:DC～100kHz 利得(倍):0.001～1000 確度:±0.2 入力形式/入力抵
抗:10MΩ 出力電圧/出力電流:±10V/±5mA,±10V/±10mA 光絶縁型 1ch

28,000 ALｼﾘｰｽﾞ用 8chﾍﾞﾝﾁﾄｯﾌﾟｹｰｽ

保証期間

1ヶ月

1ヶ月

利得:10,20,50,100,200,500の×1,×1/100,OFF,1～2.5以 1ヶ月
72,000 周波数範囲:DC～10kHz
上連続可変 確度:±0.1(ATT×1),±0.3(ATT×1/100) 入力形式/入力抵抗:差動入
力/10MΩ+10MΩ以上(ATT×1,OFF),1MΩ+1MΩ以上(ATT×1/100) 出力電圧/
出力電流:±10V 2ch/ﾕﾆｯﾄ 光絶縁方式 同相許容電圧(CMV):±300VDC又はAC
ﾋﾟｰｸ ﾛｰﾊﾟｽﾌｨﾙﾀ:2次ﾊﾞﾀﾜｰｽ10,30,100,300,1kHz及びF 最大許容入力電圧:±
2VDC又はACﾋﾟｰｸ(ATT1)/±110VDC又はACﾋﾟｰｸ(ATT1/100) 電源:AC100V±
10%(50Hz,60Hz)

104 株式会社エヌエフ回路設
計ブロック

4505

精密電力増幅器

105 株式会社エヌエフ回路設
計ブロック

AS-161-60

ﾊﾞｲﾎﾟｰﾗ電源

910,000

3.0A/V(CC) 出力電圧：120Vrms 出力電流：4.2Arms 周波数範
230,000 利得：100V/V(CV)
囲(Hz)：DC～20k

1ヶ月

3,604,000

出力電流(A):±60Apeak(±30Adc) 入力電圧(V):-1.5～
470,000 出力電圧(V):-15～+60V
+6 利得(倍):2,5,10,20(4点切替) 電源電圧:90～132,180～230自動切換 表示:ﾃﾞｼﾞﾀ

1ヶ月

ﾙ 備考:出力周波数帯域:DC～150kHz,電圧･電流ﾓﾆﾀ出力
106 株式会社エヌエフ回路設
計ブロック

BA4850

高速ﾊﾞｲﾎﾟｰﾗ電源

665,000

出力:±20V(<20MHz)、±1A(DC) 利得:固定×可変,固定 3ヶ月
430,000 周波数帯域:DC～50MHz
(1,2,5,10倍),可変(1～3倍連続) 最大入力電圧:±10V 端子:入出力共にBNC ※別
途、信号源が必要

107 株式会社エヌエフ回路設
計ブロック

BP4620

ﾊﾞｲﾎﾟｰﾗ電源

1,200,000

最大出力(typ.値)=CV 3ヶ月
540,000 出力電圧範囲:-115V～+115Vの範囲内で任意の120Vp-p
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)

108 株式会社アールアンドケー A801M402-4040R

高周波電力増幅器

1,400,000

ｹﾞｲﾝ(SSG):+40.dB 出力:10W 最大RF入力:+3dBm ｺ
630,000 周波数範囲:800MHz～4GHz
ﾈｸﾀ(入出力):N(ﾒｽ),50Ω 電源:AC100V(単相),250VA

3ヶ月

109 株式会社アールアンドケー GA402M602-4040R

高周波電力増幅器

1,450,000

ｹﾞｲﾝ(SSG):+40.dB 出力:10W 最大RF入力:+5dBm ｺﾈｸ
500,000 周波数範囲:4GHz～6GHz
ﾀ(入出力):SMA(ﾒｽ),50Ω 電源:AC100V(単相),300VA

3ヶ月

＊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。
＊校正証明書類費用、送料、他別途費用が発生します。在庫についてはお問合わせください。
＊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。
＊国内のみの販売です。また保証は国内のみ有効です。
＊海外企業ならびに海外への輸出販売は行っておりません。

14／44

【中古販売リスト ②】
＊お問合わせ時は【中古販売リスト①or②】の番号をお伝えください。

№

メーカー

型番

H30年4月27日掲載
有効期限：2018年6月末日

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

資産名称

定価

販売価格

仕

様

保証期間

110 キーサイト・テクノロジー合 8491B/010
同会社

ｱｯﾃﾈｰﾀ

周波数ﾚﾝｼﾞ：DC～18GHz 最大減衰量(dB)：10±0.6(固定) 最小ｽﾃｯﾌﾟ(dB)：- 電力 6ヶ月
(W)：2 ｺﾈｸﾀ：50Ω N型(ｵｽ･ﾒｽ) 備考：010(減衰量10dB)

45,641

35,000

111 キーサイト・テクノロジー合 8491B/020
同会社

同軸減衰器

45,641

最大減衰量：20dB(固定) 最小ｽﾃｯﾌﾟ(dB)：- 電力(W)：2
35,000 周波数ﾚﾝｼﾞ：DC～18GHz
ｺﾈｸﾀ：N型(ｵｽ-ﾒｽ),50Ω op：020(減衰量20dB)

6ヶ月

112 キーサイト・テクノロジー合 8493C/020
同会社

固定減衰器

64,785

最大入力ﾊﾟﾜｰ:2W(平均) ｺﾈｸﾀ:3.5mm(ｵｽ)-3.5mm(ﾒｽ)
45,000 周波数ﾚﾝｼﾞ:DC～26.5GHz
op020:20dB減衰器

6ヶ月

113 キーサイト・テクノロジー合 8494H
同会社
/002,024,060

ｽﾃｯﾌﾟｱｯﾃﾈｰﾀ

252,941

97,000 周波数範囲:DC～18GHz、減衰値:0～11dBの範囲で1dB、許容ﾊﾟ
ﾜｰ:1W(average),100W(peak)、挿入損失（0dB):0.6dB+0.09dB/GHz、最大SWR:1.5～

1ヶ月

8GHz,1.6～12.4GHz,1.9～18GHz、op002:SMA(ﾒｽ)ｺﾈｸﾀ、op024:24VDC供給電圧、
op060:Viking-裸線ｹｰﾌﾞﾙ

114 アンリツ株式会社

B0472

高電力用減衰器

126,000

最大減衰量（dB）：30(固定) 最小ｽﾃｯﾌﾟ(dB)：- 電力
60,000 周波数範囲（GHz）：DC～18
(W)：100 ｲﾝﾋﾟｰﾀﾞﾝｽｺﾈｸﾀ種類：50Ω N型

1ヶ月

115 アンリツ株式会社

MP721E

固定減衰器

33,000

18,000 周波数範囲(Hz):DC～12.4G,最大減衰量(dB):30±0.5固定,最小ｽﾃｯﾌﾟ(dB):-,電力
(W):2 ｲﾝﾋﾟｰﾀﾞﾝｽｺﾈｸﾀ種類:50ΩN型

1ヶ月

116 株式会社多摩川電子

UFA-20NPJ-20

同軸形固定減衰器

45,000

最大減衰量:20dB 最大入力:20W ｲﾝﾋﾟｰﾀﾞﾝｽ:50Ω ｺﾈｸ
30,000 周波数範囲:DC～3GHz
ﾀ:N(ｵｽ)-N(ﾒｽ)

1ヶ月

117 ＷＥＩＮＳＣＨＥＬ

48-20-43

固定減衰器

119,000

118 ＷＥＩＮＳＣＨＥＬ

49-40-43

固定減衰器

90,000

＊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。
＊校正証明書類費用、送料、他別途費用が発生します。在庫についてはお問合わせください。
＊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。
＊国内のみの販売です。また保証は国内のみ有効です。
＊海外企業ならびに海外への輸出販売は行っておりません。

減衰量（dB）：20(固定) 電力(W)：100 ｲﾝﾋﾟｰﾀﾞﾝｽｺﾈｸﾀ 1ヶ月
40,000 周波数範囲（GHz）：DC～18
種類：50Ω N型

38,000 周波数範囲:DC～8.5GHz、減衰量:40dB、最大入力電力:150W平均、ｺﾈｸﾀ種類:入
力N(ｵｽ)-出力N(ﾒｽ)

1ヶ月

15／44

【中古販売リスト ②】
＊お問合わせ時は【中古販売リスト①or②】の番号をお伝えください。

№

メーカー

H30年4月27日掲載
有効期限：2018年6月末日

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

型番

資産名称

定価

販売価格

仕

様

保証期間

119 Ｐａｓｔｅｒｎａｃｋ Ｅｎｔｅｒｐｒｉｓｅ PE7017-10
ｓ

ｱｯﾃﾈｰﾀ

42,449

22,000

120 Ｐａｓｔｅｒｎａｃｋ Ｅｎｔｅｒｐｒｉｓｅ PE7385-10
ｓ

ｱｯﾃﾈｰﾀ

53,328

減衰量:10dB 電力:最大100W(CW) ｺﾈｸﾀ:N(ｵｽ)-N(ﾒｽ),50
32,000 周波数ﾚﾝｼﾞ:DC～3GHz
Ω

6ヶ月

121 Ｐａｓｔｅｒｎａｃｋ Ｅｎｔｅｒｐｒｉｓｅ PE7421-10
ｓ

ｱｯﾃﾈｰﾀ

56,144

周波数ﾚﾝｼﾞ:DC～4GHz 減衰量:10dB 電力:100W ｺﾈｸﾀ:N(ﾒｽ)-N(ｵ
40,000 固定減衰器
ｽ),50Ω

6ヶ月

122 Ｒｏｈｄｅ ＆ Ｓｃｈｗａｒｚ

RSC-04

ｽﾃｯﾌﾟｱｯﾃﾈｰﾀ

1,042,000

周波数範囲:DC～6GHz 減衰量:0～139.9dB(0.1dBｽﾃｯﾌﾟ)
480,000 ﾒｶﾆｶﾙ･ｽﾃｯﾌﾟｱｯﾃﾈｰﾀ
電力:1W(CW) ｺﾈｸﾀ:N(ﾒｽ),50Ω

1ヶ月

123 株式会社サンケン

WDTS100-40dB-8G-B

固定減衰器

158,000

周波数範囲:DC～8000MHz 減衰量:40dB 電力:100W ｺﾈｸﾀ:N(ｵ
60,000 同軸固定減衰器
ｽ)-N(ﾒｽ)

1ヶ月

124 キーサイト・テクノロジー合 773D/001
同会社

方向性結合器

351,080

97,000 2方向性 周波数ﾚﾝｼﾞ:2～18GHz 平均出力結合器 op001:Nｺﾈｸﾀ

1ヶ月

125 アンリツ株式会社

MP654A

結合器

93,000

55,000 結合器 周波数ﾚﾝｼﾞ：0.8～3GHz 結合度：約30dB ｲﾝﾋﾟｰﾀﾞﾝｽ：50Ω N型

1ヶ月

126 株式会社多摩川電子

ZT-297

ｲﾝﾋﾟｰﾀﾞﾝｽ変換器

35,000

25,000 周波数範囲:10～1000MHz ｺﾈｸﾀ:N(ｵｽ)50Ω-F(ﾒｽ)75Ω 最大使用電力:0.5W

6ヶ月

127 株式会社キャンドックスシ
ステムズ

CDX-NMT-ST4N-100

終端器

50,600

15,000 周波数範囲:DC～4GHz 電力:100W ｺﾈｸﾀ:N型(ｵｽ)

6ヶ月

終端器

46,330

15,000 周波数範囲:DC～18GHz 電力:50W ｺﾈｸﾀ:N型(ﾒｽ)

6ヶ月

128 Ｐａｓｔｅｒｎａｃｋ Ｅｎｔｅｒｐｒｉｓｅ PE6039
ｓ

＊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。
＊校正証明書類費用、送料、他別途費用が発生します。在庫についてはお問合わせください。
＊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。
＊国内のみの販売です。また保証は国内のみ有効です。
＊海外企業ならびに海外への輸出販売は行っておりません。

周波数ﾚﾝｼﾞ:DC～18GHz 減衰量:10dB 電力:25W(AVG.) ｺﾈｸﾀ:N(ﾒｽ)-N(ｵｽ),50Ω 1ヶ月

16／44

【中古販売リスト ②】
＊お問合わせ時は【中古販売リスト①or②】の番号をお伝えください。

№

メーカー

H30年4月27日掲載
有効期限：2018年6月末日

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

型番

資産名称

定価

販売価格

仕

様

周波数ﾚﾝｼﾞ:DC～4GHz、VSWR:～2GHz(1.15:1),2GHz～4GHz(1.25:1)、平均電
力:100W、ｺﾈｸﾀ:50Ω,N型(ｵｽ)

保証期間

129 Ｐａｓｔｅｒｎａｃｋ Ｅｎｔｅｒｐｒｉｓｅ PE6168
ｓ

終端器

1ヶ月

72,532

40,000

130 アンリツ株式会社

MP526C

高域ろ波器

48,000

25,000 対象通信機の周波数帯:250MHz、周波数範囲:200MHz～300MHz、ｲﾝﾋﾟｰﾀﾞﾝｽ:50
Ω、最大入力ﾚﾍﾞﾙ:10dBm

1ヶ月

131 菱電湘南エレクトロニクス
株式会社

TR07-SJ-50A

同軸導波管変換器

75,600

20,000 周波数範囲:5.85～8.2GHz ｺﾈｸﾀ:SMA(ﾒｽ) ﾌﾗﾝｼﾞ:BRJ-7

6ヶ月

132 キーサイト・テクノロジー合 3499A
同会社

ｽｲｯﾁ/ｺﾝﾄﾛｰﾙ･ﾒｲﾝﾌﾚｰﾑ

337,398

97,000 ﾌﾙﾗｯｸ2U、ﾓｼﾞｭｰﾙｽﾛｯﾄ数:5、最大ﾁｬﾝﾈﾙ数(2線式):200、GP-IB付

1ヶ月

133 キーサイト・テクノロジー合 3499B
同会社

ｽｲｯﾁ/ｺﾝﾄﾛｰﾙ･ﾒｲﾝﾌﾚｰﾑ

198,975

80ﾁｬﾈﾙまで切替え可能) DC～26.5GHz 1mA～8A 1mV～
64,000 ﾊｰﾌﾗｯｸ、2ｽﾛｯﾄ(最大
1000V GP-IB付

6ヶ月

134 アンリツ株式会社

無反射終端器

30,000

VSWR:1.15(DC～8GHz),1.20(8～12GHz) 最大許容電力:2W ｺﾈｸ
15,000 ｲﾝﾋﾟｰﾀﾞﾝｽ:50Ω
ﾀ:N型

1ヶ月

MP752A

135 ＮＥＣネッツエスアイ株式会 1071A
社
/1925A,1937A

ｱｸｾｽﾜﾝ・FE/GBEL3ﾃｽﾀ

379,200

ｲﾝﾀﾌｪｰ
1ヶ月
135,000 回線品質(ﾌﾚｰﾑﾛｽ,遅延時間,ゆらぎ,帯域),ﾈｯﾄﾜｰｸ機器の接続性測定
ｽ:10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T/1000BASE-SX/LX ｺﾈｸﾀ:RJ-45(ｽﾄﾚｰ
ﾄ/ｸﾛｽ切替可)またはLC(SFPによる) ﾎﾟｰﾄ数:1ﾎﾟｰﾄ PCｲﾝﾀﾌｪｰｽ:USB2.0(Mini B)
電源:ACｱﾀﾞﾌﾟﾀ(AC100V～240V) ﾊﾞｯﾃﾘ:単3形電池4本 ※SX/LXは
op1926A/1926B(SFPﾓｼﾞｭｰﾙ)が必要 op1925A:基本ｱｸｾｻﾘｾｯﾄ op1937A:ｹｰﾌﾞﾙ
ﾁｪｯｸ機能

136 株式会社ＴＦＦ フルーク社 LRAT-2000

ﾈｯﾄﾜｰｸｵｰﾄﾃｽﾀ

235,000

ﾎﾟｰﾄ数:RJ-45(10BAST-T/100BAST89,000 有線(ﾒﾀﾙ線,ﾌｧｲﾊﾞｰ)の接続性検証
TX/1000BAST-T,PoE)×1,SFP(100BAST-FX,1000BAST-LX/SX/ZX)×1

6ヶ月

I/F:USB(mini-B) 電源:ACｱﾀﾞﾌﾟﾀ(AC90～264V),Li-ionﾊﾞｯﾃﾘ

＊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。
＊校正証明書類費用、送料、他別途費用が発生します。在庫についてはお問合わせください。
＊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。
＊国内のみの販売です。また保証は国内のみ有効です。
＊海外企業ならびに海外への輸出販売は行っておりません。
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【中古販売リスト ②】
＊お問合わせ時は【中古販売リスト①or②】の番号をお伝えください。

№

メーカー

型番

H30年4月27日掲載
有効期限：2018年6月末日

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

資産名称

定価

販売価格

仕

様

137 ＥＸＦＯ

FTB-1
/S1,00,00,00,00,00,00,FTB-880FLEX-SONET-SDH･9953M･
MULTIPLESTREAMS-ETHTHRU･10GLAN-WAN,FTB8693,FTB-8694

SONET/SDH/Ethernetﾃｽﾄ
ｷｯﾄ

2,820,000

1,200,000

138 ＥＸＦＯ

FTB-1
/S1,00,EXT,00,00,00,00,00,FTB880-FLEX-SDH-9953M-PDHGigE-10GLAN･10GWAN-OTU2,
FTB-8190,FTB-8590,
FTB-8693

10Gﾏﾙﾁｻｰﾋﾞｽﾃｽﾀ

2,670,000

I/F:USB2.0,LAN(10,100,1000Mb/s) 電
1,970,000 FTTH/ｲｰｻﾈｯﾄ試験用10Gﾈｯﾄﾜｰｸﾃｽﾀ
源:ACｱﾀﾞﾌﾟﾀ(AC100～240V),Li-ionﾊﾞｯﾃﾘ opS1:TFT active screen,00:8GB内蔵ﾒﾓ

FTB-8830NGE
/GigE-Bundle,10GigE,
2.5G-Bundle,9953M,
SONET-SDH,
FTB-8190,FTB-8191,
FTB-8192,FTB-8193,
FTB-8590,FTB-8693,
FTB-8694,FTB-8695

10Gﾏﾙﾁｻｰﾋﾞｽﾃｽﾄﾓｼﾞｭｰﾙ

139 ＥＸＦＯ

保証期間

FTTH/ｲｰｻﾈｯﾄ試験用10Gﾈｯﾄﾜｰｸﾃｽﾀ I/F:USB2.0,LAN(10,100,1000Mb/s) 電
6ヶ月
源:ACｱﾀﾞﾌﾟﾀ(AC100～240V),Li-ionﾊﾞｯﾃﾘ opS1,00,00,00,00,00,00:S1(TFT active
screen),00(8GB内蔵ﾒﾓﾘ),00(標準Li-ionﾊﾞｯﾃﾘ),00(RFｺﾝﾎﾟｰﾈﾝﾄなし),00(ﾊﾟﾜｰﾒｰﾀ
なし),00(ﾌﾟﾛｰﾌﾞなし),00(ｿﾌﾄｳｪｱなし) opFTB-880-FLEX-SONET-SDH･9953M･
MULTIPLESTREAMS-ETH-THRU･10GLAN-WAN:FTB-880-FLEX-SONETSDH(NetBlazerﾏﾙﾁｻｰﾋﾞｽ･ﾃｽﾄﾓｼﾞｭｰﾙ:SONET･SDH)･9953M(伝送ﾚｰ
ﾄ:10Gb/s,OC-192/STM-64)･MULTIPLESTREAMS-ETH-THRU(ｿﾌﾄｳｪｱ:Multiple
streams,Through mode,Traffic generation)･10GLAN-WAN(Ethernetﾚｰﾄ:10GLAN,10G-WAN) opFTB-8693:SPF+ﾓｼﾞｭｰﾙ(9.95～11.3Gb/s,1310nm,LCｺﾈｸ
ﾀ,10km) opFTB-8694:SPF+ﾓｼﾞｭｰﾙ(9.95～11.3Gb/s,1550nm,LCｺﾈｸﾀ,40km)

6ヶ月

ﾘ,EXT:Extended-Life Li-ionﾊﾞｯﾃﾘ,00:RFｺﾝﾎﾟｰﾈﾝﾄなし,00:ﾊﾟﾜｰﾒｰﾀなし,00:ﾌﾟﾛｰﾌﾞ
なし,00:ｿﾌﾄｳｪｱなし,00:ConnectorMaxｿﾌﾄｳｪｱなし opFTB-880-FLEXSDH(NetBlazerﾏﾙﾁｻｰﾋﾞｽ･ﾃｽﾄﾓｼﾞｭｰﾙ:SDH testing)-9953M(伝送ﾚｰ
ﾄ:10Gb/s,OC-192/STM-64)-PDH:PDH test capability-GigE:1000Mbit/s optical
and electrical-10GLAN･10GWAN(Ethernetﾚｰﾄ:10GigE LAN interface,10GigE
WAN interface)-OTU2:OTN optical rate 10.709Gbit/s opFTB-8190:SPFﾓｼﾞｭｰﾙ
(155/622Mbit/s,2.5/2.7Gbit/s,GigE/FC/2FC:1310nm,LCｺﾈｸﾀ,15km) opFTB8590:SPFﾓｼﾞｭｰﾙ(GigE/FC/2FC at 850nm,MM,<500m) opFTB-8693:SPF+ﾓｼﾞｭｰﾙ
(9.953～10.709/11.3Gb/s,1310nm,SMF,10km)

＊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。
＊校正証明書類費用、送料、他別途費用が発生します。在庫についてはお問合わせください。
＊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。
＊国内のみの販売です。また保証は国内のみ有効です。
＊海外企業ならびに海外への輸出販売は行っておりません。

4,400,000

Blazer Series Base HW model(Platform:FTB-500,FTB-2 or FTB-2
2,400,000 Power
Pro,IQS-600) opGigE-Bundle:10/100/1000BASE-T,100BASE-

6ヶ月

FX(optical),1000BASE-X(optical) op10GigE:10G LAN and 10G WAN op2.5GBundle:OC-1/STM-0,OC3/STM-1,OC-12/STM-4,OC-48/STM-16
op9953M:OC-192/STM-64 opSONET-SDH:SONET and SDH combo software
opFTB-8190:Multirate Optical Transceiver module(SFP,1310nm,LC,15km reach)
opFTB-8191:Multirate Optical Transceiver module(SFP,1310nm,LC,40km reach)
opFTB-8192:Multirate Optical Transceiver module(SFP,1550nm,LC,80km reach)
opFTB-8193:Multirate Optical Transceiver module(SFP,1550nm,LC,40km reach)
opFTB-8590:Multirate Optical Transceiver module(SFP,850nm,LC,MMF,<500m
reach) opFTB-8693:Multirate Optical Transceiver
module(SFP+,1310nm,LC,SMF,10km reach) opFTB-8694:Multirate Optical
Transceiver module(SFP+,1550nm,LC,SMF,40km reach) opFTB-8695:Multirate
Optical Transceiver module(SFP+,1550nm,LC,SMF,80km reach)
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【中古販売リスト ②】
＊お問合わせ時は【中古販売リスト①or②】の番号をお伝えください。

№

メーカー

型番

H30年4月27日掲載
有効期限：2018年6月末日

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

資産名称

定価

販売価格

仕

様

140 アンリツ株式会社

MP1590B/02,03

ﾈｯﾄﾜｰｸﾊﾟﾌｫｰﾏﾝｽﾃｽﾀ

1,758,000

198,000

141 アンリツ株式会社

MP1590B
/02,03,11

ﾈｯﾄﾜｰｸﾊﾟﾌｫｰﾏﾝｽﾃｽﾀ

1,808,000

198,000 ﾓｰﾄﾞ:SDH/SONET/OTN/PDH/DSn,EoS/Ethernet､電気
I/F(PDH:2.048/8.448/34.368/139.264Mbit/s,DSn:1.544/44.736Mbit/s,STM-

保証期間

ﾓｰﾄﾞ:SDH/SONET/OTN/PDH/DSn,EoS/Ethernet、電気I/F(PDH：
1ヶ月
2.048/8.448/34.368/139.264Mbit/s,DSn:1.544/44.736Mbit/s,STM-0/1/64,STS1/3/192)、光I/F(STM-0/1/4/16/64,STS-1/3/12/48/192,OUT-1,OUT-2)、8.4ｲﾝ
ﾁｶﾗｰTFT、別途ﾕﾆｯﾄ必要、op02:GP-IB、op03:LAN

1ヶ月

0/1/64,STS-1/3/192)､光I/F(STM-0/1/4/16/64,STS-1/3/12/48/192,OUT1,OUT-2)､8.4ｲﾝﾁｶﾗｰTFT､別途ﾕﾆｯﾄ必要､op02:GP-IB､op03:LAN､op11:ﾊﾟｹｯﾄ
BER測定
142 アンリツ株式会社

MU150110A
/005,006,008

ﾏﾙﾁﾚｰﾄﾕﾆｯﾄ

143 サンワサプライ株式会社

LAN-EC202C

光ﾒﾃﾞｨｱｺﾝﾊﾞｰﾀ

7,208,000
28,000

op006:OTN（OTU1e、OTU2e）測定 op008:10Gｲｰ
550,000 op005:OTN（OTU1、OTU2）測定
ｻﾈｯﾄ測定

1ヶ月

規格:IEEE802.3/u 適合ｹｰﾌﾞﾙ:SCｺﾈｸﾀﾎﾟｰﾄ 6ヶ月
10,000 ｺﾈｸﾀ:SCｺﾈｸﾀ×2－RJ-45ｺﾈｸﾀ×1
/SCｺﾈｸﾀ付きﾏﾙﾁﾓｰﾄﾞ光ﾌｧｲﾊﾞｹｰﾌﾞﾙ(最大2000m),RJ-45ｺﾈｸﾀﾎﾟｰﾄ/ｶﾃｺﾞﾘ5以上
のUTPｹｰﾌﾞﾙ(最大100m) 電源:ACｱﾀﾞﾌﾟﾀ

144 横河計測株式会社

AQ2180
/SU2006A

光ﾊﾟﾜｰﾒｰﾀ

96,800

測定波長:850/1300/1310/1490/1550/1625/1650nm 適合光ﾌｧｲ
6ヶ月
58,000 標準ﾀｲﾌﾟ
ﾊﾞ:SM,GI(50/125μm),GI(62.5/125μm)ﾌｧｲﾊﾞ出射光 光ｺﾈｸﾀ:FC,SC,LC,ﾌｪﾙｰﾙ2.5
φ,ﾌｪﾙｰﾙ1.25φ ﾊﾟﾜｰ範囲:-70～+10dBm I/F:USB-B(mini) 電源:単3乾電池
opSU2006A:ｿﾌﾄｷｬﾘﾝｸﾞｹｰｽ

145 キーサイト・テクノロジー合 81636B
同会社
/81000FI,
81000KI

ｵﾌﾟﾃｨｶﾙﾊﾟﾜｰｾﾝｻ

764,856

1ヶ月
150,000 8163B/8166B用、波長範囲:1250～1640nm、ﾊﾟﾜｰ範囲:-80dBm～+10dBm、ｱﾅﾛｸﾞ
出力内蔵、op81000FI:FC/PCｺﾈｸﾀ、op81000KI:SCｺﾈｸﾀ

146 キーサイト・テクノロジー合 81636B
同会社
/STD,81000FI

ｵﾌﾟﾃｨｶﾙﾊﾟﾜｰｾﾝｻ

718,074

波長範囲:1250～1640nm ﾊﾟﾜｰ範囲:-80dBm～+10dBm
197,000 816x光測定ﾒｲﾝﾌﾚｰﾑ用
ｱﾅﾛｸﾞ出力内蔵 opSTD:Fast Power Sensor Module op81000FI:FC/PCｺﾈｸﾀ

6ヶ月

147 キーサイト・テクノロジー合 81636B
同会社
/STD,81000FI,
81000KI,81002LI

ｵﾌﾟﾃｨｶﾙﾊﾟﾜｰｾﾝｻ

812,145

波長範囲:1250～1640nm ﾊﾟﾜｰ範囲:-80dBm～+10dBm
270,000 816x光測定ﾒｲﾝﾌﾚｰﾑ用
ｱﾅﾛｸﾞ出力内蔵 opSTD:Fast Power Sensor Module op81000FI:FC/PC/SPCｺﾈｸﾀ

6ヶ月

＊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。
＊校正証明書類費用、送料、他別途費用が発生します。在庫についてはお問合わせください。
＊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。
＊国内のみの販売です。また保証は国内のみ有効です。
＊海外企業ならびに海外への輸出販売は行っておりません。

ｲﾝﾀﾌｪｰｽ op81000KI:SCｺﾈｸﾀｲﾝﾀﾌｪｰｽ op81002LI:LCｺﾈｸﾀｲﾝﾀﾌｪｰｽ
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【中古販売リスト ②】
＊お問合わせ時は【中古販売リスト①or②】の番号をお伝えください。

№

メーカー

H30年4月27日掲載
有効期限：2018年6月末日

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

型番

資産名称

定価

販売価格

仕

様

保証期間

148 キーサイト・テクノロジー合 N7764A/021
同会社

光ｱｯﾃﾈｰﾀ

149 アンリツ株式会社

MN9605C

光減衰器

608,000

150 アンリツ株式会社

MS9020D

光ﾛｽﾃｽﾄｾｯﾄ

103,000

60,000 ﾊﾝﾃﾞｨﾀｲﾌﾟ(別途ｾﾝｻおよび光源ﾕﾆｯﾄ 必要)

151 横河計測株式会社

AQ4280A
/SU2006A

光源

152,000

適合光ﾌｧｲﾊﾞ:SM 中心波長:1310/1550nm 光出力ﾚﾍﾞﾙ:-5dBm 光ｺ 6ヶ月
78,000 発光素子:LD
ﾈｸﾀ:ﾕﾆﾊﾞｰｻﾙｱﾀﾞﾌﾟﾀ(FC/PC,SC/PC,ST/PC) 電源:単3乾電池 opSU2006A:ｿﾌﾄｷｬ

2,213,384

1,800,000

ﾁｬﾈﾙ数:4 波長ﾚﾝｼﾞ:1260nm～1640nm ｱｯﾃﾈｰﾀ･ﾚﾝｼﾞ:0dB～40dB ｱｯﾃﾈｰﾀ分解 6ヶ月
能:0.01dB 挿入損失(代表値):≦1.2dB(ｺﾈｸﾀを含まない)/≦2.2dB(ｺﾈｸﾀを含む) ｲﾝ
ﾀﾌｪｰｽ:FC/PCｽﾄﾚｰﾄ･ｺﾈｸﾄ･ｺﾈｸﾀ(op021) ﾌｧｲﾊﾞﾀｲﾌﾟ:9/125μm SMF28
op021:FC/PCｽﾄﾚｰﾄ･ｲﾝﾀﾌｪｰｽ

最大減衰量(dB)：65 (SM) ｽﾃｯﾌﾟ減衰量：10dBｽﾃｯﾌﾟ×5 連続 1ヶ月
137,000 波長(μm)：1.3/1.55
可変減衰量(dB)：0～15 備考：FCｺﾈｸﾀ

1ヶ月

ﾘﾝｸﾞｹｰｽ
152 古河電気工業株式会社

ErFA11501-S-FS

153 Ｖｉａｖｉソリューションズ株式 FBP-S003
会社

光ﾌｧｲﾊﾞｱﾝﾌﾟ

光ﾌｧｲﾊﾞ端面検査ｷｯﾄ

1,256,000
369,000

1ヶ月
180,000 WDM光増幅、波長:1570nm～1600nm、利得:30dB(ﾄｰﾀﾙ光入力ﾚﾍﾞﾙ-8dBmにて規
定)

ﾃﾞｨｽﾌﾟﾚｲ:3.5"LCDﾊﾝﾄﾞﾍﾙﾄﾞ(HD1) 検査用Tip:SC-PCﾊﾞ
97,000 FBPﾌﾟﾛｰﾌﾞ倍率:200/400x
ﾙｸﾍｯﾄﾞ,LC-PCﾊﾞﾙｸﾍｯﾄﾞ,ﾕﾆﾊﾞｰｻﾙ2.5mmPCﾊﾟｯﾁｺｰﾄﾞ,ﾕﾆﾊﾞｰｻﾙ1.25mmPCﾊﾟｯﾁ

6ヶ月

ｺｰﾄﾞ
154 Ｖｉａｖｉソリューションズ株式 FBPT-LC-A6S
会社

FBPﾌﾟﾛｰﾌﾞﾁｯﾌﾟ

102,000

155 Ａｍｏｎｉｃｓ

光ﾌｧｲﾊﾞ増幅器

1,300,000

AEDFA-DWDM-EX-25-B-SC

68,000 FBP用ﾌﾟﾛｰﾌﾞﾁｯﾌﾟ

LC用角型ﾊﾞﾙｸﾍｯﾄﾞ60度ｱﾝｸﾞﾙﾁｯﾌﾟ

Cﾊﾞﾝﾄﾞ･ｴﾙﾋﾞｳﾑ添加ﾌｧｲﾊﾞ増幅器(ﾍﾞﾝﾁﾄｯﾌﾟｹｰｽ) 動作ﾓｰﾄﾞ:DWDM 動
650,000 Extended
作波長:1529nm～1567nm 出力ﾊﾟﾜｰ:+24dBm 雑音指数:6.5dB 入出力ｱｲｿﾚｰｼｮ

1ヶ月

6ヶ月

ﾝ:30dB以上 ｺﾈｸﾀ:SC/UPC I/F:RS232C 電源:AC90～240V
156 ＰＯＩＮＴ ＧＲＡＹ

VP-FIRENEX-MX

光ﾘﾋﾟｰﾀ

＊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。
＊校正証明書類費用、送料、他別途費用が発生します。在庫についてはお問合わせください。
＊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。
＊国内のみの販売です。また保証は国内のみ有効です。
＊海外企業ならびに海外への輸出販売は行っておりません。

125,000

ｺﾈｸﾀ:IEEE-1394a(6ﾋﾟﾝ)×
30,000 IEEE-1394光ﾘﾋﾟｰﾀ(ｶﾒﾗ-ﾎｽﾄｼｽﾃﾑ間の延長用)
2,IEEE-1394b(LCLC)×1 最長伝送距離:1000m

6ヶ月

20／44

【中古販売リスト ②】
＊お問合わせ時は【中古販売リスト①or②】の番号をお伝えください。

№

メーカー

型番

資産名称

定価

157 キーサイト・テクノロジー合 N4392A/100,300,320,410
同会社

光変調ｱﾅﾗｲｻﾞ

22,540,353

158 株式会社シバソク

ｵｰﾃﾞｨｵｱﾅﾗｲｻﾞ

1,200,000

AM50C

H30年4月27日掲載
有効期限：2018年6月末日

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

販売価格

15,700,000

仕

様

保証期間

40/100Gｺﾋｰﾚﾝﾄ光通信向ﾃﾞﾊﾞｲｽ､装置のﾃｽﾄ等 ｻﾝﾌﾟﾘﾝｸﾞ･ﾚｰﾄ:63GS/s 光ﾚｼｰﾊﾞ 6ヶ月
大域幅:>23GHz 光波長ﾚﾝｼﾞ:1527.6～1565.5nm(op100) ｺﾈｸﾀ(ﾃﾞｼﾞﾀｲｻﾞ入
力):2.92mm(ｵｽ) 電源:AC100～240V(50～60Hz) op100:Cﾊﾞﾝﾄﾞ光源 op300:23GHz
光ﾚｼｰﾊﾞ op320:拡張局部発振器/信号源ﾊﾟｯｹｰｼﾞ op410:追加光変調方式ﾊﾟｯｹｰ
ｼﾞ

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 1ヶ月
540,000 2ch
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

159 株式会社エヌエフ回路設
計ブロック

3628

ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾏﾌﾞﾙﾌｨﾙﾀ

1,010,000

ﾁｬﾈﾙ数:2 ﾌｧﾝｸｼｮﾝ:LP-MF,LP400,000 遮断周波数設定範囲:1Hz～1.59MHz
PL,HPF,BPF,BEF,THRU 減衰傾度:48dB/oct 利得:×1,×2,×5(入力ｱﾝﾌﾟ,出力ｱﾝ

1ヶ月

ﾌﾟ各自) I/F:GPIB
160 ＥＳＥ

ES-229

ｶﾗｰﾊﾞｰｼﾞｪﾈﾚｰﾀ

103,000

出力信号:full-field bars(RS-170A),black-burst 出力端
40,000 出力方式:NTSC,PAL
子:Composite(BNC)×1,S-Video(Mini-DIN)×1 出力ｲﾝﾋﾟｰﾀﾞﾝｽ:75Ω 電

6ヶ月

源:AC117V
161 ＶｅＥＸ

162 リーダー電子株式会社

Z02-00-009P
(CX380)
/Z66-00-032P
,ｷｬﾘﾝｸﾞｹｰｽ

CATVｱﾅﾗｲｻﾞ

LF985

ｼｸﾞﾅﾙﾚﾍﾞﾙﾒｰﾀ

1,415,000

CATVﾃﾞｼﾞﾀﾙ(QAM),地上波ﾃﾞｼﾞﾀﾙ(OFDM)BER/MER/ｺﾝｽ
520,000 CATVｽﾍﾟｸﾄﾗﾑｱﾅﾗｲｻﾞ
ﾀﾚｰｼｮﾝ測定 測定周波数:5MHz～1GHz I/F:USB2.0,RJ45,Ethernet 電源:Li-ion

1ヶ月

ﾊﾞｯﾃﾘ,ACｱﾀﾞﾌﾟﾀ opZ66-00-032P:DOCSIS 2.0ﾓﾃﾞﾑ機能(ANNEX A/B) ｷｬﾘﾝｸﾞｹｰ
ｽ付

398,000

簡易ｽﾍﾟｸﾄﾗﾑ表示 測定周波 1ヶ月
170,000 地上ﾃﾞｼﾞﾀﾙ放送・衛星ﾃﾞｼﾞﾀﾙ放送のBER・MER測定
数範囲:5MHz～870MHz(地上波・CATV),950MHz～2150MHz(BS･CS) 内蔵ﾁｬﾝﾈﾙ
ﾃｰﾌﾞﾙ:地上波/CATV/BS・CS(衛星:BS,N-SAT-110,JCSAT,FCSAT1,SCC-A NSTARa･b,ASIA-SAT) ﾁｬﾝﾈﾙ数:200ch(最大) RF入力:端子形状F形ﾚｾﾌﾟﾀｸﾙ・ｲﾝ
ﾋﾟｰﾀﾞﾝｽ75Ω ﾒﾓﾘｰｶｰﾄﾞｽﾛｯﾄ:CFｶｰﾄﾞ(TYPE～) 電源:AC・ﾘﾁｳﾑｲｵﾝﾊﾞｯﾃﾘ又は単2
乾電池×6

163 株式会社朋栄

MV-40F

ﾏﾙﾁﾋﾞｭｰﾜ

150,000

ﾃﾚﾋﾞｼﾞｮﾝ方式:NTSC ﾋﾞﾃﾞｵ入力:BNC 4入力(ﾓﾆﾀ入力),BNC 1
60,000 画像分割表示装置
入力(VTR入力) ﾋﾞﾃﾞｵ出力:BNC 1入力(ﾓﾆﾀ出力),BNC 1入力(VTR出力) I/F:RS-

1ヶ月

232C 電源:AC100～240V
164 イメージニクス株式会社

ISD-108A

HDｼﾘｱﾙﾃﾞｼﾞﾀﾙ分配器

＊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。
＊校正証明書類費用、送料、他別途費用が発生します。在庫についてはお問合わせください。
＊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。
＊国内のみの販売です。また保証は国内のみ有効です。
＊海外企業ならびに海外への輸出販売は行っておりません。

120,000

入力:1系統(BNC,75Ω) 出力:8系
67,000 映像信号:3G-SDI/HD-SDI/SD-SDI/DVB-ASI
統(BNC,75Ω) 電源:AC100～240V(50/60Hz)

6ヶ月

21／44

【中古販売リスト ②】
＊お問合わせ時は【中古販売リスト①or②】の番号をお伝えください。

№

メーカー

型番

H30年4月27日掲載
有効期限：2018年6月末日

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

資産名称

165 株式会社エヌエフ回路設
計ブロック

DP045M
/PA-001-1722,
PA-001-1723,
PA-001-1724,
PA-001-1725

ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾏﾌﾞﾙ交流電源

166 株式会社エヌエフ回路設
計ブロック

EC1000SA

交流安定化電源

定価

2,265,000

365,000

販売価格

1,150,000

仕

様

保証期間

ﾏﾙﾁ相ﾓﾃﾞﾙ(単相,単相3線,三相切替) 電力容量:4.5kVA 出力電圧:0～
3ヶ月
310V(100/200Vﾚﾝｼﾞ) 最大電流:45/22.5A(単相) 周波数設定範囲:40～550Hz(AC
ﾓｰﾄﾞ),1Hz～550Hz(AC+DCﾓｰﾄﾞ) 電源:単相100～230V(50/60Hz) opPA-0011722:AGC･拡張計測(無効電力,負荷力率,ｸﾚｽﾄﾌｧｸﾀ,高調波電流計測機能追加)
opPA-001-1723:ｼｰｹﾝｽ･電圧変動試験機能 opPA-001-1724:外部信号入力(EXT
ﾓｰﾄﾞ,ADDﾓｰﾄﾞ追加) opPA-001-1725:GPIB

定格出
240,000 電力容量:750VA(入力100V系),1000VA(入力200V系)
力:DC100V/10A,DC200V/5A,AC100Vrms/10Arms,AC200Vrms/5Arms 周波数設

3ヶ月

定範囲:1～550Hz 出力波形:正弦波,方形波,任意波 入力電圧:AC100～230V ※
ｼｰｹﾝｽ機能,ｺﾝﾄﾛｰﾙｿﾌﾄｳｪｱ付

167 株式会社エヌエフ回路設
計ブロック

168 株式会社エヌエフ回路設
計ブロック

ES12000
高効率ｼｽﾃﾑ電源
(ﾀﾝｿｳ3ｾﾝｼｭﾂﾘｮｸ,ﾀﾝｿｳ200Vﾆｭｳ
ﾘｮｸ)

ES2000B

高効率ｼｽﾃﾑ電源ﾌﾞｰｽﾀ

8,013,400

ｼｽﾃﾑ構成:ES2000U(ﾏｽﾀ)×1,ES2000P(ｽﾚｰﾌﾞ)× 3ヶ月
2,400,000 単相3線(12kVA)ｷｬﾋﾞﾈｯﾄｼｽﾃﾑ
1,ES2000B(ﾌﾞｰｽﾀ)×4 定格出力電力:12kVA 出力形式:単相3線式(ﾌﾛｰﾃｨﾝｸﾞ出
力,中性点接地可能) 出力端子:M6 出力電圧設定範囲(線間電圧):0～
300Vrms(100Vﾚﾝｼﾞ),0～600Vrms(200Vﾚﾝｼﾞ) 出力周波数設定範囲:5Hz～1100Hz
計測機能:電圧計(実効値,ﾋﾟｰｸ値),電流計(実効値,ﾋﾟｰｸ値),有効電力計,皮相電力
および力率 低周波ｲﾐｭﾆﾃｨ試験機能:電圧急変(周波数不変),電圧変動(周波数変
動あり) 電源入力電圧:170～220Vrms(単相)

995,000

単相:ES2000S×1(2kVA)に
500,000 電源環境ｼﾐｭﾚｰﾀES2000ｼﾘｰｽﾞ用2kVAﾌﾞｰｽﾀ
ES2000B(2kVA)をN台で構成,2kVA～20kVA 三相:ES2000U×1+ES2000P×2台

1ヶ月

(6kVA)にES2000B×3(6kVA)をN組で構成,6kVA～60kVA
169 株式会社エヌエフ回路設
計ブロック

ES2000P

高効率ｼｽﾃﾑ電源三相ｽﾚｰ
ﾌﾞ

1,015,000

330,000 ｺﾝﾎﾟｰﾈﾝﾄｽﾀｲﾙ ES2000U+ES2000P×2台で6kVA

1ヶ月

170 株式会社エヌエフ回路設
計ブロック

ES2000U
/ES4473,
ES4493U,
ES4494

高効率ｼｽﾃﾑ電源三相ﾏｽﾀ

1,360,000

定格出力:2kVA 出力:0～150V(100Vﾚﾝ
620,000 高効率ｼｽﾃﾑ電源ﾏｽﾀ(ｺﾝﾎﾟｰﾈﾝﾄｽﾀｲﾙ)
ｼﾞ)/0～300V(200Vﾚﾝｼﾞ) 分解能:0.1V(480Vﾚﾝｼﾞ)/0.01A(80Aﾚﾝｼﾞ)/0.1W(2kWﾚﾝｼﾞ)

3ヶ月

＊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。
＊校正証明書類費用、送料、他別途費用が発生します。在庫についてはお問合わせください。
＊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。
＊国内のみの販売です。また保証は国内のみ有効です。
＊海外企業ならびに海外への輸出販売は行っておりません。

出力周波数設定範囲:5Hz～1100Hz AC入力電圧:170V～250V(48～62Hz)
ES2000P(2台)と組合わせて6kVA,最大60kVA(6kVA単位) opES4473:I/Fﾎﾞｰﾄﾞ
(GIPB,RS-232C) opES4493U:外部信号入力 opES4494:単相3線ﾏｽﾀ機能追加

22／44

【中古販売リスト ②】
＊お問合わせ時は【中古販売リスト①or②】の番号をお伝えください。

№

メーカー

型番

H30年4月27日掲載
有効期限：2018年6月末日

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

資産名称

定価

171 株式会社エヌエフ回路設
計ブロック

TG1703
(ESﾃﾞﾝｹﾞﾝｾﾝﾖｳ)

三相信号発生器

1,365,000

172 菊水電子工業株式会社

PCR500M

ｺﾝﾊﾟｸﾄ交流電源

251,000

販売価格

600,000

仕

様

P-STATION/ESｼﾘｰｽﾞ専用三相信号発生器 周波数範囲:1～500Hz(分解
能:1mHz) 振幅設定範囲:0～3Vrms(正弦波) 出力:1φ2W,1φ3W,3φ4W,3φ3W(V
結線) I/F:GPIB ※接続するESｼﾘｰｽﾞには、ｲﾝﾀｰﾌｪｰｽﾎﾞｰﾄﾞ(ES4473)と外部信号
入力(ES4493S/U/P)が必要。

、1.4～190、2.8～380(DC(切替)) 電力容
120,000 出力電圧(V)：1～135、2～270(AC(切替))
量(VA)：500(AC)、400W(DC) 出力ﾚﾝｼﾞ(Hz)：40～500 入力電圧(V)：AC90～132、

保証期間

3ヶ月

3ヶ月

180～250 (自動判別) 備考：RS-232C(D-sub9ﾋﾟﾝ)装備
173 菊水電子工業株式会社

PCR1000LA

交流安定化電源

836,000

174 菊水電子工業株式会社

PCR6000LE
(3φ3Wﾆｭｳﾘｮｸﾓﾃﾞﾙ)
/AC14-1P3M-M5C-4S

交流安定化電源

2,926,000

PCR12000W2

交流安定化電源

175 菊水電子工業株式会社

2～300、電力容量(VA)：1k、出力ﾚﾝｼﾞ(Hz)：1～999.9、入力
197,000 出力電圧(V)：1～150
電圧(V)：AC85～132 170～250

1ヶ月

電力容量:単相6kVA 出力電圧:1～150V/2～300V 最大電
3ヶ月
1,970,000 PCR-LEｼﾘｰｽﾞ
流:60A/30A 出力周波数:1～999.9Hz I/F:RS-232C 拡張運転(ﾄﾞﾗｲﾊﾞ必要):並列運
転最大5台(27kVAまで),単相3線･三相運転可 入力電圧:AC170～250V(三相3線)
opAC14-1P3M-M5C-4S:入力電源ｺｰﾄﾞ

5,508,000

2,250,000 出力電圧(V):AC1～150/DC1.4～212(100Vﾚﾝｼﾞ),AC2～300/DC2.8～424(200Vﾚﾝ
ｼﾞ) 電力容量(VA):12k 出力ﾚﾝｼﾞ(Hz):1～500 入力電圧(V):AC170～250 単相/三

1ヶ月

相出力切替機能 備考:PCR12000W2のGPIBｲﾝﾀｰﾌｪｰｽは型番(IB11)、RS-232Cｲ
ﾝﾀｰﾌｪｰｽは型番(RS11)、ﾘﾓｰﾄ･ｺﾝﾄﾛｰﾗは型番(RC02-PCR-L)となり、別途必要で
す。
176 株式会社高砂製作所

AA2000XG2
/AOP-110CC2,
ZA-0882

177 株式会社計測技術研究所 6315P/606,608,
616,650

ｱﾅﾗｲｼﾞﾝｸﾞ交流電源

1,404,000

700,000 定格出力電圧:AC100V,DC140V(150V(Lo)ﾚﾝｼﾞ)/AC200V,DC280V(300V(Hi)ﾚﾝｼﾞ)
可変範囲:AC0～150V,DC±200V(150V(Lo)ﾚﾝｼﾞ)/AC0～300V,DC±

1ヶ月

400V(300V(Hi)ﾚﾝｼﾞ) opAOP-110CC2:定電流ｺﾝﾄﾛｰﾙ opZA-0882:出力ｹｰﾌﾞﾙ
交流電源

3,728,000

出力容量:15kVA 出力電圧ﾚﾝｼﾞ:0～300V/0～600V(op608:出力電
1,670,000 三相PWM出力
圧600V) 最大出力電流:21A(0～300Vﾚﾝｼﾞ)/10.5A(0～600Vﾚﾝｼﾞ) 周波数ﾚﾝ

3ヶ月

ｼﾞ:45Hz～500Hz(op616) 入力電圧:AC200V(三相3線) op606:GP-IBｲﾝﾀｰﾌｪｰｽ
op608:出力電圧600V変更 op616:周波数45～500Hz op650:ﾘﾓｰﾄｾﾝｼﾝｸﾞ

178 株式会社計測技術研究所 6510P/606,608

交流電源

1,937,000

出力容量:10kVA 出力電圧ﾚﾝｼﾞ:0～300V/0～600V(op608:出力電
970,000 単相PWM出力
圧600V) 最大出力電流:42A(0～300Vﾚﾝｼﾞ)/21A(0～600Vﾚﾝｼﾞ) 出力周波数:45～

1ヶ月

70Hz 入力電圧:AC200V(三相3線) op606:GP-IBｲﾝﾀｰﾌｪｰｽ op608:出力電圧600V
変更

＊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。
＊校正証明書類費用、送料、他別途費用が発生します。在庫についてはお問合わせください。
＊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。
＊国内のみの販売です。また保証は国内のみ有効です。
＊海外企業ならびに海外への輸出販売は行っておりません。

23／44

【中古販売リスト ②】
＊お問合わせ時は【中古販売リスト①or②】の番号をお伝えください。

№

メーカー

型番

H30年4月27日掲載
有効期限：2018年6月末日

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

資産名称

定価

販売価格

仕

様

保証期間

179 株式会社計測技術研究所 6510P/606,608,
616,650

交流電源

180 サンリット商事株式会社

DC-ACｲﾝﾊﾞｰﾀ

324,000

直流定格入力電圧:24V 交流定格出力電圧:1φ
50,000 交流出力電力:1000VA
100V(115V) 交流出力周波数:50/60Hz

1ヶ月

181 キーサイト・テクノロジー合 E3631A
同会社

3出力電源

203,877

0～-25 0～6 出力電流(A):0～1 0～1 0～5 入力電圧
81,000 出力電圧(V):0～25
(ACV）:100 表示:ﾃﾞｼﾞﾀﾙ 備考:GP-IB,RS-232C付、3出力

1ヶ月

182 キーサイト・テクノロジー合 N6774A
同会社

DC電源ﾓｼﾞｭｰﾙ

216,656

97,000 N6700ｼﾘｰｽﾞ･DC電源ﾓｼﾞｭｰﾙ 出力電圧:DC35V 出力電流:8.5A 出力電力:300W

3ヶ月

183 菊水電子工業株式会社

PAN60-6A

直流安定化電源

134,000

45,000 出力電圧範囲:0～60V 出力電流範囲:0～6A 表示:ﾃﾞｼﾞﾀﾙ

1ヶ月

184 菊水電子工業株式会社

PAN60-20A

直流安定化電源

304,000

DH102A-2H

2,215,000

870,000

単相PWM出力 出力容量:10kVA 出力電圧ﾚﾝｼﾞ:0～300V/0～600V(op608:出力電 3ヶ月
圧600V) 最大出力電流:42A(0～300Vﾚﾝｼﾞ)/21A(0～600Vﾚﾝｼﾞ) 周波数ﾚﾝｼﾞ:45Hz
～500Hz(op616) 入力電圧:AC200V(三相3線) op606:GP-IBｲﾝﾀｰﾌｪｰｽ op608:出
力電圧600V変更 op616:周波数45～500Hz op650:ﾘﾓｰﾄｾﾝｼﾝｸﾞ

出力電圧:0～60V 出力電流:0～20A 並列運転:同一機 3ヶ月
147,000 PAN-Aｼﾘｰｽﾞ(1000Wﾀｲﾌﾟ)
種3台まで(ﾏｽﾀ1台+ｽﾚｰﾌﾞ2台) 直列運転:同一機種4台まで 入力電圧:AC100V 表
示:ﾃﾞｼﾞﾀﾙ

185 菊水電子工業株式会社

PAN110-1.5A

直流安定化電源

111,000

70,000 出力電圧(V)：0～110 出力電流(A)：0～1.5 入力電圧(ACV)：100 表示：ﾃﾞｼﾞﾀﾙ

186 菊水電子工業株式会社

PBZ40-10

ｲﾝﾃﾘｼﾞｪﾝﾄ･ﾊﾞｲﾎﾟｰﾗ電源

696,000

400,000 出力電圧:±40V、出力電流:±10A、公称入力電圧:100V～240Vac,50/60Hz、ﾌｧﾝ
ｸｼｮﾝｼﾞｪﾈﾚｰﾀ内蔵、I/F:RS232C,GPIB,USB

187 菊水電子工業株式会社

PMC35-2A

直流安定化電源

＊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。
＊校正証明書類費用、送料、他別途費用が発生します。在庫についてはお問合わせください。
＊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。
＊国内のみの販売です。また保証は国内のみ有効です。
＊海外企業ならびに海外への輸出販売は行っておりません。

55,000

30,000 出力電圧(V)：0～35 出力電流(A)：0～2 入力電圧(ACV)：100 表示：ﾃﾞｼﾞﾀﾙ

1ヶ月

1ヶ月

1ヶ月

24／44

【中古販売リスト ②】
＊お問合わせ時は【中古販売リスト①or②】の番号をお伝えください。

№

メーカー

型番

H30年4月27日掲載
有効期限：2018年6月末日

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

資産名称

定価

販売価格

仕

様

保証期間

188 株式会社高砂製作所

HV1.0-10

定電圧/定電流直流電源

出力電圧:0～1000V 出力電流:0～1000mA 入力電圧:100ACV 1φ ﾘｯﾌﾟﾙ:5mVrms 1ヶ月
ｼﾘｰｽﾞﾚｷﾞｭﾚｰﾀﾀｲﾌﾟ

803,500

330,000

189 株式会社高砂製作所

HV1.5-03

定電圧/定電流直流電源

345,000

出力電流:0～30mA 入力電圧:100ACV 1φ ﾘｯﾌﾟﾙ:5mVrms ｼ
120,000 出力電圧:0～1500V
ﾘｰｽﾞﾚｷﾞｭﾚｰﾀﾀｲﾌﾟ

1ヶ月

190 株式会社高砂製作所

HV1.5-05

定電圧/定電流直流電源

427,000

出力電圧:0～1500V 出力電流:0～50mA 入力電圧:AC100V 1φ
170,000 直流安定化電源
ﾘｯﾌﾟﾙ:5mVrms ｼﾘｰｽﾞﾚｷﾞｭﾚｰﾀﾀｲﾌﾟ

3ヶ月

191 株式会社高砂製作所

HX0300-50

定電圧/定電流直流電源

1,788,000

入力電圧(ACV)：3相 180～220,表示：
780,000 出力電圧(V)：0～300,出力電流(A)：0～50,
ﾃﾞｼﾞﾀﾙ,備考：最大出力電力15kW, 並列運転：同一機種最大10台,直列運転：同一

1ヶ月

機種最大2台
192 株式会社高砂製作所

HX0500-12M2

定電圧/定電流直流電源

828,070

出力電流:0～12A 出力電力:6kW 入力電圧:3相180～242V 表
370,000 出力電圧:0～500V
示:ﾃﾞｼﾞﾀﾙ I/F:RS-232C,RS-485 並列接続:同電圧ﾓﾃﾞﾙで最大10台(専用ﾌﾗｯﾄｹｰ

3ヶ月

ﾌﾞﾙが必要)
193 株式会社高砂製作所

HX060-200M2

定電圧/定電流直流電源

1,359,500

出力電圧(V):0～60 出力電流(A):0～200 最大出力電力(kW):12
650,000 HXmk2ｼﾘｰｽﾞ
I/F:RS-232C,RS-485 入力電圧(ACV):3相180～242 表示:ﾃﾞｼﾞﾀﾙ ※並列運転(同

3ヶ月

一電圧機種最大10台,専用並列運転ｹｰﾌﾞﾙは別売)
194 株式会社高砂製作所

KX-100L

直流安定化電源

89,300

最大出力電力:100W 出力電圧:0～40V 出力電流:0～10A
59,000 KXｼﾘｰｽﾞ(ｽﾞｰﾑ方式)
I/F:RS-232C ﾏﾙﾁ接続:RS-232Cで31台まで(要、専用ｹｰﾌﾞﾙ) 入力電圧:AV90～

3ヶ月

125V
195 株式会社テクシオ・テクノロ PS20-20A
ジー

直流安定化電源

130,000

出力電力:400Wﾀｲﾌﾟ 出力電圧:0～20V 出力電流:0～
40,000 PS-Aｼﾘｰｽﾞ(ｽｲｯﾁﾝｸﾞ方式)
20A 直並列動作:同一電圧機種最大2400Wまで(並列,op接続ｹｰﾌﾞﾙ必要),同一機

1ヶ月

種2台(直列,op接続ｹｰﾌﾞﾙ必要) 表示:ﾃﾞｼﾞﾀﾙ 入力電圧:100～240V
196 株式会社テクシオ・テクノロ IF-70GU
ジー

GP-IB/USBｺﾝﾄﾛｰﾙﾎﾞｰﾄﾞ

197 株式会社ＴＦＦ ケースレー 2303
インスツルメンツ社

高速ﾘｰﾄﾞﾊﾞｯｸ電源

＊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。
＊校正証明書類費用、送料、他別途費用が発生します。在庫についてはお問合わせください。
＊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。
＊国内のみの販売です。また保証は国内のみ有効です。
＊海外企業ならびに海外への輸出販売は行っておりません。

29,800
264,000

20,000 PS-A,PDS-Aｼﾘｰｽﾞ用ｺﾝﾄﾛｰﾙﾎﾞｰﾄﾞ I/F:GP-IB,USB

3ヶ月

出力電圧:0～+15V 出力電流:5A(0～9V),3A(9V～15V) 入力電
97,000 出力電力:45W
圧:100V～120/220～240VAC ※2A ｼﾝｸ機能

1ヶ月

25／44

【中古販売リスト ②】
＊お問合わせ時は【中古販売リスト①or②】の番号をお伝えください。

№

メーカー

型番

H30年4月27日掲載
有効期限：2018年6月末日

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

資産名称

定価

198 株式会社松永製作所

S3-2450

ｽﾗｲﾄﾞﾚｷﾞｭﾚｰﾀ

342,000

199 株式会社松永製作所

SD-1330

ｽﾗｲﾄﾞﾚｷﾞｭﾚｰﾀ

56,100

200 株式会社松永製作所

SD-2620

ｽﾗｲﾄﾞﾚｷﾞｭﾚｰﾀ

109,000

201 株式会社高砂製作所

EWL-4000

交流電子負荷装置

3,809,500

販売価格

仕

様

保証期間

三相 入力:200V 出力:0～240V 最大:50A 容量:17.3kVA ｷｬｽﾀｰ付

1ヶ月

28,000 出力電圧:0～130V 出力容量:3KVA 相数:単相 入力電圧:100V 最大電流:30A

3ヶ月

50,000 単相、入力:200V、出力:0～260V、最大:20A、容量:4kVA、ｷｬｽﾀｰ付

1ヶ月

190,000

890,000 動作電圧:14～150Vrms(150Vﾚﾝｼﾞ)/14～300Ｖrms(300Vﾚﾝｼﾞ)、最大電
流:40A(150Vﾚﾝｼﾞ)/20A(300Vﾚﾝｼﾞ)、最大負荷有効電力:4000W、最大負荷皮相電

3ヶ月

力:4000VA、定電流(CC)ﾓｰﾄﾞ:0～4A/0～40A(150Vﾚﾝｼﾞ),0～2A/0～20A（300Vﾚﾝ
ｼﾞ)、定抵抗(CR)ﾓｰﾄﾞ:0.1～19.9Ω(ﾚﾝｼﾞ1)/20～400Ω(ﾚﾝｼﾞ2)、定電力(CP)ﾓｰﾄﾞ:0
～4000W、I/F:RS-232C,RS-485

202 株式会社計測技術研究所 32616A
/GPIB-USB-HS

AC/DC電子負荷

7,462,000

定格電流:126Arms 定格電圧:60～300Vrms 周波数ﾚﾝｼﾞ:DC,40
1,200,000 定格電力:12.6kW
～400Hz(CCﾓｰﾄﾞ) I/F:GP-IB,RS-232C 電源:AC100/200V opGPIB-USB-HS:GP-

3ヶ月

IBｲﾝﾀｰﾌｪｰｽ(NI)
203 株式会社計測技術研究所 33703
/13300F811

大容量直流電子負荷装置

4,431,000

定格電流:0～100/0～1000A 定格電圧:0～60V I/F:GP3,000,000 定格電力:20kW
IB(op13300F811) 電源電圧:AC100/200V op13300F811:GP-IBｲﾝﾀﾌｪｰｽ

3ヶ月

204 株式会社計測技術研究所 34320
/13300F811

大容量直流電子負荷装置

6,429,000

定格電圧:0～1000V 定格電流:0～20A,0～200A 入力電
4,000,000 定格電力:20kW
圧:AC100V～230V(50/60Hz) op13300F811:GP-IBｲﾝﾀﾌｪｰｽ

3ヶ月

205 株式会社計測技術研究所 LN-1000A-G7
/LX-OP01,
RC-02A

電子負荷装置

206 株式会社計測技術研究所 LN-300A-G6
/LX-OP01,
RC-02A

電子負荷装置

669,000

電圧:0～120V 電流:0～180A ﾌﾞｰｽﾀｰ接続:最大10kW,10台まで(要
280,000 電力:1kW
opLX-OP03:ﾏｽﾀ/ｽﾚｰﾌﾞ接続ｹｰﾌﾞﾙ) I/F:USB,GP-IB(opLX-OP01) 電源:AC85～

3ヶ月

264V opLX-OP01:GP-IB/DIDOｲﾝﾀｰﾌｪｰｽ opRC-02A:ﾘｯﾌﾟﾙﾉｲｽﾞ測定ﾓｼﾞｭｰﾙ ※
G7ﾓﾃﾞﾙ:CEﾏｰｸ付

＊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。
＊校正証明書類費用、送料、他別途費用が発生します。在庫についてはお問合わせください。
＊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。
＊国内のみの販売です。また保証は国内のみ有効です。
＊海外企業ならびに海外への輸出販売は行っておりません。

449,000

電圧:0～120V 電流:0～60A ﾌﾞｰｽﾀｰ接続:最大10kW,10台まで(要
150,000 電力:300W
opLX-OP03:ﾏｽﾀ/ｽﾚｰﾌﾞ接続ｹｰﾌﾞﾙ) I/F:USB,GP-IB(opLX-OP01) 電源:AC85～

3ヶ月

264V opLX-OP01:GP-IB/DIDO opRC-02A:ﾘｯﾌﾟﾙﾉｲｽﾞ測定ﾓｼﾞｭｰﾙ

26／44

【中古販売リスト ②】
＊お問合わせ時は【中古販売リスト①or②】の番号をお伝えください。

№

メーカー

型番

H30年4月27日掲載
有効期限：2018年6月末日

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

資産名称

207 株式会社計測技術研究所 LN-300C-G6
/LX-OP01,
RC-02A

電子負荷装置

208 菊水電子工業株式会社

TOS8030

耐圧試験器

209 日置電機株式会社

3153

定価

販売価格

仕

様

保証期間

電力:300W 電圧:0～500V 電流:0～12A ﾌﾞｰｽﾀｰ接続:最大10kW,10台まで(要
opLX-OP03:ﾏｽﾀ/ｽﾚｰﾌﾞ接続ｹｰﾌﾞﾙ) I/F:USB,GP-IB(opLX-OP01) 電源:AC85～
264V opLX-OP01:GP-IB/DIDO opRC-02A:ﾘｯﾌﾟﾙﾉｲｽﾞ測定ﾓｼﾞｭｰﾙ

3ヶ月

87,000

最大定格負荷:30VA(3kV/10mA) 試験
42,000 出力電圧範囲:AC0.05kV～3.00kV/1ﾚﾝｼﾞ
時間:0.1ﾚﾝｼﾞ(0.5s～9.9s,分解能0.1s)/1ﾚﾝｼﾞ(1s～99s,分解能1s)

1ヶ月

自動絶縁耐圧試験器

486,500

DC耐圧試験:0.20～5.00kV,10mA 絶縁試験:50
270,000 AC耐圧試験:0.20～5.00kV,100mA
～1200V(DC),0.10～9999MΩ ﾀｲﾏ:0.3～999s I/F:GP-IB,RS-232C

3ヶ月

210 株式会社計測技術研究所 7473

耐圧試験器

936,000

300,000 AC超高電圧耐電圧試験器 出力:20kV/10mA

3ヶ月

211 株式会社ムサシインテック IP-701G

直流耐電圧試験器

432,650

出力電流:DC0～200μA 電圧計:DC-0.00kV～270,000 出力電圧:DC-0.5～-37kV
37.00kV 電流計:2μA,20μA,200μA,2mA 電源:内蔵ﾊﾞｯﾃﾘ,DC12～14V,AC90～

3ヶ月

459,000

150,000

240V
212 日置電機株式会社

3196/9448,9339

電源品質ｱﾅﾗｲｻﾞ

500,500

電圧ﾚﾝ
220,000 測定ﾗｲﾝ:単相2線,単相3線,三相3線,三相4線のいずれかと付加入力1ch
ｼﾞ:150～600V(AC測定) ±60/600vpk(DC測定) ﾒﾓﾘ容量:13MB I/F:PCｶｰﾄﾞ

1ヶ月

RS232C,LAN 6.4&quot;TFTｶﾗｰLCD 電圧電力測定時､別途ｸﾗﾝﾌﾟｾﾝｻ必要
op9448:ｺﾝｾﾝﾄ入力ｺｰﾄﾞ op9339:携帯ｹｰｽ

213 日置電機株式会社

9624-50

PQAﾊｲﾋﾞｭｰﾌﾟﾛ

214 日置電機株式会社

3145/9447,9727,
9754

ﾉｲｽﾞﾊｲﾛｶﾞｰ

60,000
482,500

1ヶ月
35,000 対応機種:PW3198(9624-50VER2.0以降必要),3197,3196、機能:測定ﾃﾞｰﾀのCSV変
換,ﾚﾎﾟｰﾄ作成･出力等

入力端子:BNC 最大入力電圧(端子間):5V(PEAK) 測
240,000 周波数帯域:5kHz～100MHz
定ﾚﾝｼﾞ:電流(200mA,2A,20A),電圧(10mV,100mV,1V) PCｱﾌﾟﾘ:DATA_Viewer 通信

3ヶ月

I/F:10BASE-T 電源:ACｱﾀﾞﾌﾟﾀ,ﾊﾞｯﾃﾘﾊﾟｯｸ op9447:ﾊﾞｯﾃﾘﾊﾟｯｸ op9727:PCｶｰﾄﾞ
(256M) op9754:ｸﾗﾝﾌﾟｵﾝﾉｲｽﾞｾﾝｻ(定格電流:AC10A,測定可能導体径:φ20mm以
下,ｹｰﾌﾞﾙ長:2m)

＊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。
＊校正証明書類費用、送料、他別途費用が発生します。在庫についてはお問合わせください。
＊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。
＊国内のみの販売です。また保証は国内のみ有効です。
＊海外企業ならびに海外への輸出販売は行っておりません。
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【中古販売リスト ②】
＊お問合わせ時は【中古販売リスト①or②】の番号をお伝えください。

№

メーカー

型番

H30年4月27日掲載
有効期限：2018年6月末日

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

資産名称

215 株式会社ノイズ研究所

FNS-AX3-B50B-H2399
/15-00009A

ﾌｧｽﾄﾄﾗﾝｼﾞｪﾝﾄ/ﾊﾞｰｽﾄ試験
器

216 株式会社ノイズ研究所

AT-810

波形観測用ｱｯﾃﾈｰﾀ

定価

2,962,000

122,000

販売価格

1,200,000

仕

様

保証期間

IEC/EN61000-4-4 Ed2.0適合 単･三相用(DC400V/50A改造) ﾊﾟﾙｽ発生方式:半導 1ヶ月
体方式 出力電圧:200～4800V 極性:+･- ﾊﾟﾙｽ周波数:0.1kHz～2MHz ﾊﾟﾙｽ波形:
立上り時間5ns,ﾊﾟﾙｽ幅50ns(50Ω負荷時) ﾊﾞｰｽﾄ期間:1～1000個 ﾊﾞｰｽﾄ周
期:10ms～1000ms(10msｽﾃｯﾌﾟ) 被試験装置電力容量:単三相
500V/50A,DC400V/50A(H2329) op15-00009A:ｶｯﾌﾟﾘﾝｸﾞ･ｸﾗﾝﾌﾟ

入力電圧:4000V MAX、入力ﾊﾟﾙｽ幅:50ns～1μs、 1ヶ月
70,000 ﾌｧｽﾄﾄﾗﾝｼﾞｪﾝﾄ・ﾉｲｽﾞｼﾐｭﾚｰﾀ用
減衰量40dB(1/100)、入力ｲﾝﾋﾟｰﾀﾞﾝｽ:50Ω、出力ｲﾝﾋﾟｰﾀﾞﾝｽ:50Ω、周波数特
性:DC～500MHz(-4dB)、質量:約550g

217 菊水電子工業株式会社

218 菊水電子工業株式会社

PFX2332
/PFX2011×5,
PFX2121,SD002,
TL06-PFX×5

ﾊﾞｯﾃﾘﾃｽﾄｼｽﾃﾑ

SPEC90476

ﾊﾞｯﾃﾘﾃｽﾀ(PFX2011S)

1,992,000

最大電圧:5V/ch(opPFX2011) 最大電
650,000 5ﾕﾆｯﾄ用ﾌﾚｰﾑ(PFX2332)
流:5A/ch(opPFX2011) 最大充放電電力:25W/ch(opPFX2011) 出力数:2ch×5台

1ヶ月

PFX2121とPC(別途必要)は、付属USBｹｰﾌﾞﾙで接続 opPFX2121:ｺﾝﾄﾛｰﾙﾕﾆｯﾄ
opPFX2011:充放電電源ﾕﾆｯﾄ(2ch) opSD002:ｱﾌﾟﾘｹｰｼｮﾝｿﾌﾄｳｪｱ
(BPChecker2000,USBｷｰ対応) opTL06-PFX:負荷ｹｰﾌﾞﾙ(7m)

488,000

ﾊﾟｯｹｰｼﾞ内容:充放電電源ﾕﾆｯﾄ,ｺﾝﾄﾛｰﾙﾕ
197,000 ﾊﾞｯﾃﾘﾃｽﾀﾍﾞｰｼｯｸﾊﾟｯｹｰｼﾞ(PFX2011S)
ﾆｯﾄ,単ﾕﾆｯﾄ専用ﾌﾚｰﾑ,専用ｱﾌﾟﾘｹｰｼｮﾝｿﾌﾄｳｪｱ,試料接続用負荷ｹｰﾌﾞﾙ(ﾜﾆ口) 出

1ヶ月

力数:2 充電電流範囲:0.0mA～5000.0mA(Highﾚﾝｼﾞ),0.00mA～500.00mA(Lowﾚﾝｼﾞ)
充電電圧範囲:0.0001～5.0000V 放電電流範囲:0.0mA～5000.0mA(Highﾚﾝ
ｼﾞ),0.00mA～500.00mA(Lowﾚﾝｼﾞ) 最大充放電電力:25W

219 株式会社計測技術研究所 MCD-05-05002
/MCD-05-DCO-TYPEB

多ﾁｬﾝﾈﾙ充放電試験器

855,000

ﾁｬﾈﾙ数:5(独立絶縁ﾁｬﾈﾙ) 充電部(直流電圧電流 3ヶ月
320,000 充放電試験器/ﾊﾞｯﾃﾘ･ｴﾐｭﾚｰﾀ
出力):0～5V,0～200mA 放電部(直流電流負荷):0～5V,-200～0mA 測定部(直流
電圧測定):0～6V,-220～220mA I/F:USB1.1 電源:AC100～240V opMCD-05DCO-TYPEB:MCD用断線制御ｵﾌﾟｼｮﾝﾕﾆｯﾄ(MCD-05-B00を含む)

220 株式会社ノイズ研究所

LSS-F02A1-H2454
/05-00136A,
11-00008A,
18-00058B,
TF-2302P

雷ｻｰｼﾞ試験器

＊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。
＊校正証明書類費用、送料、他別途費用が発生します。在庫についてはお問合わせください。
＊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。
＊国内のみの販売です。また保証は国内のみ有効です。
＊海外企業ならびに海外への輸出販売は行っておりません。

5,837,000

ed2.0対応 単相ﾓﾃﾞﾙ ｻｰｼﾞ波形:1.2/50μs(電圧)-8/20μs(電流),
3,600,000 IEC61000-4-5
開放電圧:0.5～15kV,短絡電流:250～7500,出力極性:正または負,出力ｲﾝﾋﾟｰﾀﾞﾝ

3ヶ月

ｽ:2Ω EUT電源容量:AC240V/20A,DC550V/50A(H2454) 駆動電源:AC100～240V
op05-00136A:DC入力用ｹｰﾌﾞﾙ op11-00008A:警告灯 op18-00058B:接続端子台
opTF-2302P:絶縁ﾄﾗﾝｽ(単相用) ※H2454:EUT電源容量DC125V/20A→
DC550V/50A,減結合ｺｲﾙ1.5mH固定→手動切換え可能
(0.8mH/1.0mH/1.3mH/1.5mH)
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【中古販売リスト ②】
＊お問合わせ時は【中古販売リスト①or②】の番号をお伝えください。

№

メーカー

型番

資産名称

定価

221 株式会社ノイズ研究所

LSS-F02A3-H2357-1
/11-00008A,
TF-6503P

雷ｻｰｼﾞ試験器

11,072,000

222 株式会社ノイズ研究所

LSS-F02C3-H2398
/05-00134A,
05-00136A,
11-00008A,
18-00058B,
TF-6503P

雷ｻｰｼﾞ試験器

8,772,000

SWCS-900-100K-B

低周波減衰波振動波試験
器

223 株式会社ノイズ研究所

H30年4月27日掲載
有効期限：2018年6月末日

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

販売価格

4,000,000

仕

様

保証期間

三相ﾓﾃﾞﾙ(単･三相共有) ｻｰｼﾞ波形:1.2/50μs(電圧),8/20μs(電流) 開放電圧:0.5 1ヶ月
～15kV 短絡電流:250～7500A 出力極性:正または負 出力ｲﾝﾋﾟｰﾀﾞﾝｽ:2Ω
IEC61000-4-5(ed2.0)対応 op11-00008A:警告灯 opTF-6503P:絶縁ﾄﾗﾝｽ ※
H2357-1:ｻｰｼﾞ波形:1.2/50μs(電圧),8/20μs(電流) 開放電圧:±3.0kV及び±
6.0kV 短絡電流:±1.5kV及び±3.0kA

ed2.0対応 単･三相ﾓﾃﾞﾙ(DC400V/50A改造) 1.2/50 C/W(ｻｰｼﾞ波
4,300,000 IEC61000-4-5
形:1.2/50μs(電圧)-8/20μs(電流),開放電圧:0.5～15kV,短絡電流:250～7500A,

1ヶ月

出力極性:正または負,出力ｲﾝﾋﾟｰﾀﾞﾝｽ:2Ω) ﾃﾚｺﾑ(10/700 C/W)･ｻｰｼﾞ(ｻｰｼﾞ波
形:10/700μs(電圧)-5/320μs(電流),開放電圧:0.5～15kV,短絡電流:1.25～375A,
出力極性:正または負,出力ｲﾝﾋﾟｰﾀﾞﾝｽ:40Ω) EUT電源容
量:AC500V/50A,DC400V/50A(H2398) 駆動電源:AC100～240V op05-00134A:AC
ﾗｲﾝ入力ｹｰﾌﾞﾙ(単相用) op05-00136A:DC入力用ｹｰﾌﾞﾙ op11-00008A:警告灯
op18-00058B:接続端子台 opTF-6503P:絶縁ﾄﾗﾝｽ(単相･三相用)

1,992,000

Ed1.0対応 電圧出力:250～3000V 短絡電流:1.25～15A 発振周波 3ヶ月
400,000 IEC61000-4-18
数:100kHz CND電源容量:単相/三相AC240V20A,DC125V20A 電源:AC100～
240V

224 株式会社ノイズ研究所

SWCS-932/S4

減衰振動波試験器

1,400,000

STD-472(ANSI C37.90a)/JIS C4602準拠ﾃｽﾄ可能 出力波形:減衰振動波 出 1ヶ月
620,000 IEEE
力電圧:1500～4000V 周波数:1MHz～1.5MHz(範囲内固定) 繰返周期:50Hz/60Hz
被試験装置電力容量:AC240V/20A 単相/三相 DC 120V/20A

225 株式会社電研精機研究所 NCT-F3(1kVA)

ﾉｲｽﾞｶｯﾄﾄﾗﾝｽ

109,000

60,000 入力電圧:100/200V 出力電圧:100/200V 1kVA

3ヶ月

226 株式会社電研精機研究所 NCT-F3(5KVA)

ﾉｲｽﾞｶｯﾄﾄﾗﾝｽ

246,000

97,000 単相 入出力：100V又は200V切り替え、基本周波数50/60Hz、容量：5kVA

3ヶ月

227 株式会社松永製作所

UE-15N

ﾀﾞｳﾝﾄﾗﾝｽ

30,000

15,000 入力電圧:200V/220V/230V/240V(切替なし)、出力電圧:100V、容量:1.5kVA

1ヶ月

228 株式会社松永製作所

UP15

ｱｯﾌﾟﾄﾗﾝｽ

28,000

容量:1.5KVA(単相,50/60Hz) 入力電
20,000 輸出入製品用変圧器
圧:100/110/120/127V(内部切替) 出力電圧:120/220/240V 出力ｺﾝｾﾝﾄ:2P(接地

3ヶ月

付,120V)/丸ﾋﾟﾝﾌﾟﾗｸﾞ(220/240V) 入力ｺﾝｾﾝﾄ:2P平行ﾌﾟﾗｸﾞ

＊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。
＊校正証明書類費用、送料、他別途費用が発生します。在庫についてはお問合わせください。
＊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。
＊国内のみの販売です。また保証は国内のみ有効です。
＊海外企業ならびに海外への輸出販売は行っておりません。
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【中古販売リスト ②】
＊お問合わせ時は【中古販売リスト①or②】の番号をお伝えください。

№

メーカー

229 株式会社エヌエフ回路設
計ブロック

型番
NT-500C

230 株式会社計測技術研究所 LE-5150-02
/1UOPT-GPIB-LE

H30年4月27日掲載
有効期限：2018年6月末日

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

資産名称
ﾉｲｽﾞﾌｨﾙﾀﾄﾗﾝｽ

LEDｴﾐｭﾚｰﾀ

定価

74,600
515,000

販売価格

35,000

仕

様

入力電圧:100/200V 出力電圧:100V 500VA

ﾁｬﾈﾙ数:2 定格電圧:500V 定格電
197,000 LED電源･LEDﾄﾞﾗｲﾊﾞの評価試験用負荷装置
流:3A 定格電力:150W 負荷ﾓｰﾄﾞ:CV+CR,ﾘｱﾙLED PWM調光用ﾊﾟﾙｽ出力:4ch

保証期間

1ヶ月

3ヶ月

I/F:USB,GPIB(op1UOPT-GPIB-LE),ﾃﾞｼﾞﾀﾙI/O 設定ｿﾌﾄｳｪｱ:PCとUSB接続(Win
Xp,Vista,7) 電源:AC85～264V op1UOPT-GPIB-LE:GP-IBｲﾝﾀｰﾌｪｰｽ

231 株式会社ＴＦＦ ケースレー 2302
インスツルメンツ社

ﾊﾞｯﾃﾘｼﾐｭﾚｰﾀ

232 協立電子工業株式会社

擬似電源回路網

KNW-342F
/KFL-009D

352,800
1,685,000

電圧出力(DC):0～15V 電流出力(DC):最大5A(0～4V)
97,000 ﾊﾞｯﾃﾘ駆動製品の試験用
ﾊﾟﾙｽ電流測定機能 ﾃﾞｼﾞﾀﾙﾎﾞﾙﾄﾒｰﾀ機能 I/F:GP-IB

1ヶ月

2)適合 周波数範囲:150kHz～30MHz 測定線路:単相,
500,000 CISPR16-1-2(Amendment
三相3線 線路形式:50Ω/50μH,V型 電源線路定格:440V,200A(50/60Hz) 測定端

3ヶ月

子:BNC,50Ω opKFL-009D:ﾊｲﾊﾟｽﾌｨﾙﾀ(ﾘﾐｯﾀ付)
233 日置電機株式会社

234 日置電機株式会社

8808-50/8992,
9198×4,9391,
9418-15,9447

ﾒﾓﾘﾊｲｺｰﾀﾞ

8826/8936×16,
9599,L9198×32

ﾒﾓﾘﾊｲｺｰﾀﾞ

343,000

測定ﾚﾝｼﾞ:10mV～100V/DIV（13ﾚﾝｼﾞ） PCｶｰﾄﾞ（TYPEⅡ）ｽ
150,000 ｱﾅﾛｸﾞ4ch＋ﾛｼﾞｯｸ8ch
ﾛｯﾄ×1 外部Ｉ/Ｆ:RS-232C 測定機能:ﾒﾓﾘﾚｺｰﾀﾞ、ﾚｺｰﾀﾞ、実効値＆ﾒﾓﾘﾚｺｰﾀﾞ、高

1ヶ月

調波解析 op8992:ﾌﾟﾘﾝﾀﾕﾆｯﾄ op9198:接続ｺｰﾄﾞ(CATⅡ300V, 線径φ5mmｹｰﾌﾞﾙ、
1.5m) op9391:携帯用ｹｰｽ(ｿﾌﾄｹｰｽ) op9418-15:ACｱﾀﾞﾌﾟﾀ(100～240V, 50/60Hz)
消耗品:9000248 9234(感熱紙)

2,834,500

測定範囲(V/Fs):5m～20 ﾒﾓﾘ
700,000 ch数(ｱﾅﾛｸﾞ･ﾛｼﾞｯｸ):ｱﾅﾛｸﾞ32･ﾛｼﾞｯｸ32（ﾌﾟﾛｰﾌﾞ要）
（word/ch):2M（4ch時16M） ｻﾝﾌﾟﾙ(kS/s):100 備考:GP-IB付、op8936:ｱﾅﾛｸﾞﾕﾆｯﾄ

1ヶ月

op9599:ﾒﾓﾘﾎﾞｰﾄﾞ opL9198:接続ｺｰﾄﾞ(低圧用) 消耗品:9000028 9229(紙)
235 日置電機株式会社

8835-01/8936×2,
9197×4,9388

ﾒﾓﾘﾊｲｺｰﾀﾞ

637,000

測定ﾚﾝｼﾞ:10mV～50V/div 4Mﾜｰﾄﾞ(1ch)～1Mﾜｰﾄﾞ(4ch) PC
120,000 ｱﾅﾛｸﾞ4ch+ﾛｼﾞｯｸ16ch
ｶｰﾄﾞI/F FDD op8936:2chｱﾅﾛｸﾞﾕﾆｯﾄ実装 op9197:接続ｹｰﾌﾞﾙ(最大500V) op9388:

1ヶ月

携帯用ｹｰｽ 消耗品:9000027 9221(紙)
236 日置電機株式会社

8835-01/8936×2,
9198×4

ﾒﾓﾘﾊｲｺｰﾀﾞ

587,000

測定ﾚﾝｼﾞ:10mV～50V/div 4Mﾜｰﾄﾞ(1ch)～1Mﾜｰﾄﾞ(4ch) PC
97,000 ｱﾅﾛｸﾞ4ch+ﾛｼﾞｯｸ16ch
ｶｰﾄﾞI/F FDD op8936:2chｱﾅﾛｸﾞﾕﾆｯﾄ実装 op9198:接続ｹｰﾌﾞﾙ(最大300V) 消耗

1ヶ月

品:9000027 9221(紙)
237 日置電機株式会社

8842/8936×8,
9197×16,9607,
9608

ﾒﾓﾘﾊｲｺｰﾀﾞ

＊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。
＊校正証明書類費用、送料、他別途費用が発生します。在庫についてはお問合わせください。
＊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。
＊国内のみの販売です。また保証は国内のみ有効です。
＊海外企業ならびに海外への輸出販売は行っておりません。

1,819,000

測定ﾚﾝｼﾞ5mV～20V/div 16M(2ch)～2M(16ch) PCｶｰﾄﾞI/F
280,000 ｱﾅﾛｸﾞ16ch+ﾛｼﾞｯｸ16ch
FDD MO op8936:2chｱﾅﾛｸﾞﾕﾆｯﾄ実装 op9197:接続ｹｰﾌﾞﾙ(最大500V)

1ヶ月

op9607:640MB MOﾕﾆｯﾄ op9608:24Mﾜｰﾄﾞ ﾒﾓﾘﾎﾞｰﾄﾞ 消耗品:9000029 9231(紙)
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【中古販売リスト ②】
＊お問合わせ時は【中古販売リスト①or②】の番号をお伝えください。

№

メーカー

型番

H30年4月27日掲載
有効期限：2018年6月末日

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

資産名称

定価

販売価格

仕

様

保証期間

238 日置電機株式会社

8855/8950×8,
8994,9198×8,
9645-01,9663

ﾒﾓﾘﾊｲｺｰﾀﾞ

1,607,000

470,000

ｱﾅﾛｸﾞ8ch+ﾛｼﾞｯｸ16ch 最大32Mﾜｰﾄﾞ FDD×1,PCｶｰﾄﾞ(TypeⅡ)ｽﾛｯﾄ×1 10.4型
TFTｶﾗｰ液晶 op8950:ｱﾅﾛｸﾞﾕﾆｯﾄ(1ch) op8994:ﾌﾟﾘﾝﾀﾕﾆｯﾄ op9198:接続ｺｰﾄﾞ
op9663:HDﾕﾆｯﾄ(20GB) op9645-01:ﾒﾓﾘﾎﾞｰﾄﾞ(512M) 消耗品:9000029 9231(感熱
ﾛｰﾙ紙)

1ヶ月

239 日置電機株式会社

8855/8950×8,
8994,9327,
9645-01,9646,
9198×8

ﾒﾓﾘﾊｲｺｰﾀﾞ

1,702,000

最大512Mﾜｰﾄﾞ FDD×1,PCｶｰﾄﾞ(TYPEⅡ)ｽﾛｯﾄ×1 10.4型
470,000 ｱﾅﾛｸﾞ8ch+ﾛｼﾞｯｸ16ch
TFTｶﾗｰ液晶 op8950:ｱﾅﾛｸﾞﾕﾆｯﾄ(1ch) op8994:ﾌﾟﾘﾝﾀﾕﾆｯﾄ op9198:接続ｺｰﾄﾞ

1ヶ月

240 日置電機株式会社

8957

高分解能ﾕﾆｯﾄ

126,500

測定ﾚﾝｼﾞ:5mV～20V/DIV(ﾌﾙｽｹｰﾙ:20DIV) 周波数特性:DC～200kHz ｺ 3ヶ月
48,000 ﾁｬﾈﾙ数:2
ﾈｸﾀ:絶縁BNC端子

241 日置電機株式会社

8961

高圧ﾕﾆｯﾄ

166,500

55,000 8860-50/8861-50用、ﾁｬﾝﾈﾙ数：2ch(電圧測定,DC/RMS切替)、測定ﾚﾝｼﾞ：1V～
50V/DIV(20DIVフルスケール),LPF：5/50/500/5kHz、最高ｻﾝﾌﾟﾘﾝｸﾞ速度：

op9327:ﾛｼﾞｯｸﾌﾟﾛｰﾌﾞ op9645-01:ﾒﾓﾘﾎﾞｰﾄﾞ(512M) op9646:MOﾕﾆｯﾄ(1.3G) 消耗
品:9000029 9231(紙)

1ヶ月

2MS/s(2ﾁｬﾝﾈﾙ同時ｻﾝﾌﾟﾘﾝｸﾞ)、最大入力電圧：DC1000V、周波数特性：DC～
100kHz、9242：接続ｺｰﾄﾞ、9243：ｸﾞﾗﾊﾞｰｸﾘｯﾌﾟ ※8860-50/8861-50 1台につき最大
4ﾕﾆｯﾄまで装着可能

242 日置電機株式会社

8972

DC/RMSﾕﾆｯﾄ

30,000 8847用 ﾁｬﾝﾈﾙ数：2 表示範囲：100mV f.s.～400V f.s. 最高分解能：50μV

1ヶ月

243 日置電機株式会社

8973

ﾛｼﾞｯｸﾕﾆｯﾄ

80,000

ﾁｬﾈﾙ数:16(ﾛｼﾞｯｸﾌﾟﾛｰﾌﾞ4本接続可) 適合ﾛｼﾞｯｸﾌﾟﾛｰ
28,000 ﾒﾓﾘﾊｲｺｰﾀﾞ用ﾛｼﾞｯｸﾕﾆｯﾄ
ﾌﾞ:9320-01,9327,MR9321-01 端子:Mini-DIN

3ヶ月

244 日置電機株式会社

9320

ﾛｼﾞｯｸﾌﾟﾛｰﾌﾞ

30,000

21,000 88ｼﾘｰｽﾞ用4ｃｈ/GND共通 ～50VDC

1ヶ月

245 日置電機株式会社

9321

ﾛｼﾞｯｸﾌﾟﾛｰﾌﾞ

35,000

12,000 88XXｼﾘｰｽﾞ用 4ｃｈ/GND絶縁 ～250Vrms

3ヶ月

246 日置電機株式会社

9321-01

ﾛｼﾞｯｸﾌﾟﾛｰﾌﾞ

35,000

20,000 88XXｼﾘｰｽﾞ用 4ｃｈ/GND絶縁 ～250Vrms、接続ｺﾈｸﾀ:小型端子

1ヶ月

＊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。
＊校正証明書類費用、送料、他別途費用が発生します。在庫についてはお問合わせください。
＊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。
＊国内のみの販売です。また保証は国内のみ有効です。
＊海外企業ならびに海外への輸出販売は行っておりません。

106,500
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【中古販売リスト ②】
＊お問合わせ時は【中古販売リスト①or②】の番号をお伝えください。

№

メーカー

H30年4月27日掲載
有効期限：2018年6月末日

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

型番

資産名称

定価

販売価格

仕

様

保証期間

247 日置電機株式会社

9666

ﾌﾟﾛｰﾌﾞ

8855/8860S用 100：１ 分圧比：100：1、適合容量：15～45ｐＦ、最大入力電圧：5kV 3ヶ月
peak

25,000

18,000

248 日置電機株式会社

MR9321

ﾛｼﾞｯｸﾌﾟﾛｰﾌﾞ

35,000

20,000 ﾊｲｺｰﾀﾞ旧機種用ﾛｼﾞｯｸﾌﾟﾛｰﾌﾞ(AC/DCﾘﾚｰの駆動信号,電源ﾗｲﾝの瞬停検出等)
入力ﾁｬﾈﾙ数:4 最大入力電圧:AC250Vrms

1ヶ月

249 日置電機株式会社

MR9321-01

ﾛｼﾞｯｸﾌﾟﾛｰﾌﾞ

35,000

25,000 ﾊｲｺｰﾀﾞ側小型接続端子用ﾛｼﾞｯｸﾌﾟﾛｰﾌﾞ(AC/DCﾘﾚｰの駆動信号,電源ﾗｲﾝの瞬停
検出等) 入力ﾁｬﾈﾙ数:4 最大入力電圧:AC250Vrms

3ヶ月

250 リオン株式会社

DA-20
/MC-20CF2,
NC-98C

ﾃﾞｰﾀﾚｺｰﾀﾞ

476,000

opMC-20CF2:CFｶｰﾄﾞ(2GB)、opNC-98C:ACｱﾀﾞ
180,000 CH数:4、周波数範囲:DC～20kHz
ﾌﾟﾀ付

1ヶ月

251 リオン株式会社

DA-40
/MC-40HS2
,NC-99

ﾃﾞｰﾀﾚｺｰﾀﾞ

1,067,000

320,000 CH数:8,周波数範囲:DC～20kHz,opMC40HS2:CFｶｰﾄﾞ(4GB),opNC-99:ACｱﾀﾞﾌﾟﾀ付

1ヶ月

252 リオン株式会社

VP-80

3ch 振動入力ﾌﾟﾘｱﾝﾌﾟ

100,000

25,000 入力切替ｽｲｯﾁによる3ch同時設定、感度:1mV/pC(×1倍),0.1mV/pC(×1/10倍)

1ヶ月

253 日置電機株式会社

LR5021

温度ﾛｶﾞｰ

35,500

記録容量:60,000ﾃﾞｰﾀ/ch(瞬時値記
20,000 測定項目:温度2ch(Kﾀｲﾌﾟ熱電対専用)
録),15,000ﾃﾞｰﾀ/ch(統計値記録) 記録間隔:(1～30秒,1～60分,15設定) ｲﾝﾀｰﾌｪｰ

1ヶ月

ｽ:赤外線通信 電源:単3形乾電池×2 ※K熱電対必要
254 日本アビオニクス株式会社 R300S(SR)

ｻｰﾓｸﾞﾗﾌｨ

1,513,000

測定温度範囲:-40～120℃ 温度分解能:0.025℃(S/N
450,000 構造物診断向けｻｰﾓｸﾞﾗﾌｨ
改善時) 測定距離範囲:10cm～∞ 画素数:320×240ﾄﾞｯﾄ ﾃﾞｼﾞﾀﾙｽﾞｰﾑ:×1～4倍

1ヶ月

動画保存:10fps(SDｶｰﾄﾞ) 記録媒体:SDｶｰﾄﾞ I/F:USB2.0(ﾏｽｽﾄﾚｰｼﾞ機能),ﾋﾞﾃﾞｵ出
力(NTSC/PAL切替) 電源:ACｱﾀﾞﾌﾟﾀ,ﾊﾞｯﾃﾘ(専用ﾊﾞｯﾃﾘﾊﾟｯｸ) PCｿﾌﾄｳｪ
ｱ:NS95000LT/STD(計測･解析･ﾚﾎﾟｰﾄ) ※超解像処理機能追加(R300SRと同機
能)
255 日本アビオニクス株式会社 R300W2R15(SR)
/IRR-HR300A

ｻｰﾓｸﾞﾗﾌｨ

2,223,000

温度分解
670,000 測定温度範囲:－40℃～500℃/200℃～2000℃(opIRR-HR300A)
能:0.03℃(at30℃) 測定波長:8～14μm 測定距離範囲:10cm～∞ 記録媒体:SDｶｰ

1ヶ月

ﾄﾞ(SDHC対応) 外部I/F:USB2.0 ﾋﾞﾃﾞｵ出力:NTSC/PAL(切替) 電源:AC100V～
220V,専用ﾊﾞｯﾃﾘﾊﾟｯｸ opIRR-HR300A:高温ﾚﾝｼﾞ(200℃～2000℃) ※超解像処理
機能追加(R300SRと同機能)

＊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。
＊校正証明書類費用、送料、他別途費用が発生します。在庫についてはお問合わせください。
＊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。
＊国内のみの販売です。また保証は国内のみ有効です。
＊海外企業ならびに海外への輸出販売は行っておりません。
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【中古販売リスト ②】
＊お問合わせ時は【中古販売リスト①or②】の番号をお伝えください。

№

メーカー

型番

H30年4月27日掲載
有効期限：2018年6月末日

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

資産名称

256 日本アビオニクス株式会社 R500
/IRL-C052UB,
NS9500PRO-V

ｻｰﾓｸﾞﾗﾌｨ

257 株式会社ＴＦＦ フルーク社 TI10

IR-FUSIONｻｰﾓｸﾞﾗﾌｨ

定価

2,801,000

680,000

販売価格

1,700,000

仕

様

保証期間

赤外線ｻｰﾓｸﾞﾗﾌｨｶﾒﾗ(InfRec R500ｼﾘｰｽﾞ)設備診断ﾓﾃﾞﾙ 測定温度範囲:-40～
3ヶ月
500℃ 測定波長:8～14μm 温度分解能:0.03℃ at 30℃ 測定距離範囲:10cm～∞
(標準ﾚﾝｽﾞ搭載時) 最大記録画素数:120万画素(超解像度ﾓｰﾄﾞ) 表示装置:3.5型ｶ
ﾗｰ液晶ﾓﾆﾀ 記録媒体:SDｶｰﾄﾞ(SDHC対応) I/F:USB2.0,ﾋﾞﾃﾞｵ出力(NTSC/PAL切
替) 電源:ﾊﾞｯﾃﾘ,AC電源(AC100～220V) opIRL-C052UB:近接拡大ﾚﾝｽﾞ(測定距
離:56mm,分解能:52μm) opNS9500PRO-V:NS9500ｱｯﾌﾟｸﾞﾚｰﾄﾞ(動画対応版ｿﾌﾄｳｪ
ｱへのｱｯﾌﾟｸﾞﾚｰﾄﾞ)

温度ﾚﾝｼﾞ-20～250℃,確度±5℃または5% 放射率補正なし｡温
280,000 ﾊﾝﾃﾞｨｻｰﾓｸﾞﾗﾌｨｰ
度分解能0.2℃以下(30℃),ﾌﾚｰﾑﾚｰﾄ9Hz 最小焦点距離15cm(熱画像)46cm(可視

1ヶ月

画像),手動焦点,測定波長7.5μm～14μm 3.6"ﾃﾞｨｽﾌﾟﾚｲ,熱画像､可視画像重ね合
せ可能､ｽﾏｰﾄﾋﾞｭｰ分析/ﾚﾎﾟ-ﾄ作成ｿﾌﾄ付き,2GBﾒﾓﾘ標準,SDｶｰﾄﾞ対応可,ﾊﾞｯﾃﾘ
ﾊﾟｯｸ×1付,連続使用時間3～4時間

258 Ｖａｉｓａｌａ

HM70
/D1D1A0AJ

ﾊﾝﾃﾞｨﾀｲﾌﾟ湿度温度計

394,000

湿度測定範囲:0～100%RH 指示計:MI70(ﾊﾞｯﾃﾘ,ACｱ
150,000 温度測定範囲:-70～+180℃
ﾀﾞﾌﾟﾀ付) ｾﾝｻﾌﾟﾛｰﾌﾞ:HMP77 PC/ｱﾅﾛｸﾞ用ｱｸｾｻﾘ:MI70LINKｿﾌﾄｳｪｱ+RS232Cｹｰﾌﾞ

1ヶ月

ﾙ(USBｹｰﾌﾞﾙ無し,ｱﾅﾛｸﾞ出力ｹｰﾌﾞﾙ無し) 取扱説明書:日本語
259 Ｖａｉｓａｌａ

HMI41/HMP45

湿度温度計

106,000

260 日置電機株式会社

LR5001

温湿度ﾛｶﾞｰ

32,500

261 株式会社共和電業

DPM-711B

動ひずみ測定器

225,000

1ヶ月
60,000 湿度測定範囲：0～100%RH,温度測定範囲：-20～+60℃,演算値:露点温度/絶対湿
度/湿球温度/混合比,opHMP45:Pt1000Ω IEC751 1/3 ｸﾗｽB

24,000 測定項目:温度/湿度各1ch、測定範囲:-40℃～85℃(温度),0～100%(湿度)、標準
付属温湿度ｾﾝｻ:LR9504,40mm、電源:単3形ｱﾙｶﾘ乾電池(LR6)×1

1ヶ月

1ヶ月
68,000 ﾌﾞﾘｯｼﾞ電源:交流2Vrms,0.5Vrms切換,1ch(収納ｹｰｽで多ﾁｬﾝﾈﾙ化可能)、応答周波
数：DC～2.5kHz(±10%)、搬送周波数：5kHz、電源：AC90～110V,DC10.5～15V、
SN比：46dBp-p(ﾚﾝｼﾞ100×10^-6ひずみ)，52dBp-p(ﾚﾝｼﾞ100×10^-6以外)

262 株式会社共和電業

MCD-16A
/DPE-71A(U-59)

ﾕﾆｯﾄﾍﾞｰｽ/ﾓﾆﾀｶｰﾄﾞ

513,200

270,000 16ch収納用、6種類のﾕﾆｯﾄを任意に組合せ可能(最大16ch)、電源:AC100～
240V,DC9～18V、DPE-71A(ﾓﾆﾀｶｰﾄﾞ,4桁ﾃﾞｨｼﾞﾀﾙ表示)、出力ｹｰﾌﾞﾙ:BNC-

3ヶ月

BNC(U-59)
263 株式会社共和電業

CTA-40A

熱電対ｶｰﾄﾞ

358,000

120,000 適合熱電対:k(CA),T(CC)､入力ﾁｬﾝﾈﾙ数:8ch､測定ﾚﾝｼﾞ:K1230(-200～1230℃)､
K480(-200～480℃)､K240(-200～240℃)､T400(-200～400℃)､T210(-00～

1ヶ月

210℃)､総合精度:周囲温度20±3℃ ±(0.5%rdg+1)℃以内/ 周囲温度0～40℃時
±(0.5%rdg+2)℃以内､応答周波数範囲:DC～10Hz

＊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。
＊校正証明書類費用、送料、他別途費用が発生します。在庫についてはお問合わせください。
＊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。
＊国内のみの販売です。また保証は国内のみ有効です。
＊海外企業ならびに海外への輸出販売は行っておりません。

33／44

【中古販売リスト ②】
＊お問合わせ時は【中古販売リスト①or②】の番号をお伝えください。

№

メーカー

型番

H30年4月27日掲載
有効期限：2018年6月末日

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

資産名称

定価

販売価格

仕

様

DB-120A

ﾌﾞﾘｯｼﾞﾎﾞｯｸｽ

19,000

265 株式会社共和電業

DB-120T-8

ﾌﾞﾘｯｼﾞﾎﾞｯｸｽ

157,000

80,000 8ch、120Ωｹﾞｰｼﾞ用、ｸﾗﾝﾌﾟ式ﾜﾝﾀｯﾁ端子、1.5mｹｰﾌﾞﾙ付属

3ヶ月

266 株式会社共和電業

DBB-120A
/TT-04×10

ﾌﾞﾘｯｼﾞﾎﾞｯｸｽ

144,000

72,000 10ch、120Ωｹﾞｰｼﾞ用、TT04(5mｹｰﾌﾞﾙ×10本)

1ヶ月

267 株式会社東京測器研究所 DC-204Ra
/CR-1860,
CR-4010×4,
CR-3620,2GBCF

小型動ひずみﾚｺｰﾀﾞ

590,500

268 株式会社東京測器研究所 DC-204Ra
/CR-1866,
CR-4010×4,
CR-3620,2GBCF

小型動ひずみﾚｺｰﾀﾞ

269 ｉｍｃ

CRONOS-PL8
/CRPL-BR4×8,
CRPL-OFA,
CRPL-ONKLASS,
CRPL-GPS-PRP,
CRPL-GPS,
IMC-DEV-UP28

ﾓｼﾞｭﾗｰｲﾝﾃﾘｼﾞｪﾝﾄﾃﾞｰﾀﾛ
ｶﾞｰ(8ｽﾛｯﾄ)

270 ｉｍｃ

CRC-LV3-8
/DS-G-V1-M-C-1.5×2

8ch差動ｱﾝﾌﾟﾓｼﾞｭｰﾙ

271 株式会社共和電業

DB-120C-3R

ﾌﾞﾘｯｼﾞﾎﾞｯｸｽ

8,000

1ch測定用 適用ｹﾞｰｼﾞ120Ω

保証期間

264 株式会社共和電業

1ヶ月

測定範囲:±80000×10^-6ひずみ 応答周波数範囲:DC～10kHz(-3dB 1ヶ月
210,000 測定点数:4
±1dB) 最高ｻﾝﾌﾟﾙ速度:5μ/s(1ch),10μ/s(2ch),20μ/s(4ch) ｱﾅﾛｸﾞ出力:5V CF
ｶｰﾄﾞ(128MB),出力ｹｰﾌﾞﾙ(CR-3610)付 opCR-1860:ACｱﾀﾞﾌﾟﾀ opCR-4010:1/1000
電圧入力ｱｯﾃﾈｰﾀｹｰﾌﾞﾙ×4 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)

579,000

測定範囲:±80000×10^-6ひずみ,±20V(opCR-4010) 応答周波数範
240,000 測定点数:4
囲:DC～10kHz(-3dB±1dB) 最高ｻﾝﾌﾟﾙ速度:5μs(1ch),10μs(2ch),20μs(4ch) ｱﾅ

1ヶ月

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)

11,081,000

本体ｽﾛｯﾄ数:8 ﾁｬﾈﾙ数:32(opCRPL-BR4) 周波数帯
1,200,000 ﾓｼﾞｭｰﾙ式ﾃﾞｰﾀﾛｶﾞｰ
域:8.6kHz(opCRPL-BR4) 測定物理量:電圧,ひずみ(opCRPL-BR4) ｺﾈｸﾀ:imc製

1ヶ月

DSUBﾌﾟﾗｸﾞ I/F:Ethernet(100Base-T) 電源:DC10～36V,ACｱﾀﾞﾌﾟﾀ(AC100～230V)
opCRPL-BR4:AC/DC4ch高感度ｱﾝﾌﾟﾓｼﾞｭｰﾙ(TEDS対応) opCRPL-OFA:ﾊﾟｰｿﾅﾙ
ｱﾅﾗｲｻﾞOnline-FAMOS opCRPL-ONKLASS:ﾘｱﾙﾀｲﾑ頻度処理 opCRPL-GPSPRP:GPS受信ｸﾛｯｸ opIMC-DEV-UP28:制御ｿﾌﾄｳｪｱｱｯﾌﾟﾃﾞｰﾄ(CRONOSCOMPACTと同期可能)

＊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。
＊校正証明書類費用、送料、他別途費用が発生します。在庫についてはお問合わせください。
＊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。
＊国内のみの販売です。また保証は国内のみ有効です。
＊海外企業ならびに海外への輸出販売は行っておりません。

525,000
20,000

ｻﾝﾌﾟﾘﾝｸﾞ周波数:最大100kHz/ch 入力電圧ﾚﾝｼﾞ:±5m～±50V(差動
250,000 ﾁｬﾈﾙ数:8ch
入力,7ﾚﾝｼﾞ) opDS-G-V1-M-C-1.5:4ch-BNC(ｵｽ)ｹｰﾌﾞﾙ加工(1.5m)

12,000 EDS-400A用、120Ω、3線式用

1ヶ月

3ヶ月

34／44

【中古販売リスト ②】
＊お問合わせ時は【中古販売リスト①or②】の番号をお伝えください。

№

メーカー

H30年4月27日掲載
有効期限：2018年6月末日

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

型番

資産名称

272 株式会社共和電業

EDX-200A-4H
/CVM-40A×4,
U-15×32,
U-121×4,
UEA360-1540

ﾕﾆﾊﾞｰｻﾙﾚｺｰﾀﾞ

273 株式会社共和電業

PCD-300B

ｾﾝｻｲﾝﾀﾌｪｰｽ

定価

3,220,720

269,000

販売価格

1,670,000

仕

様

保証期間

ｽﾛｯﾄ数:4 入力ﾁｬﾈﾙ数:32ch(opCVM-40A×4) 測定対象:ひずみｹﾞｰｼﾞ,ひずみｹﾞｰ 1ヶ月
ｼﾞ式変換器,電圧,圧電型加速度計(増幅器内蔵型) 応答周波数:DC～5kHz 測定ﾚ
ﾝｼﾞ:±50V(電圧測定) ﾃﾞｰﾀ記憶:CFｶｰﾄﾞ(推奨品) I/F:USB2.0(B),LAN 電源:ACｱﾀﾞ
ﾌﾟﾀ,DC10～36V ※TEDS機能,最大８台同期計測 opCVM-40A:ひずみ/電圧/加速
度測定ｶｰﾄﾞ opU-15:電圧入力ｹｰﾌﾞﾙ opU-121:CVM用入力ｹｰﾌﾞﾙ opUEA3601540:ACｱﾀﾞﾌﾟﾀ

80,000 測定対象:ひずみｹﾞｰｼﾞ,ひずみｹﾞｰｼﾞ式変換器、測定ﾁｬﾝﾈﾙ:4(同期により最大
16ch。別途N-90必要)、抵抗:1,2ｹﾞｰｼﾞ法120Ω,4ｹﾞｰｼﾞ法120Ω～1kΩ、応答周波

1ヶ月

数範囲:DC～200Hz、USBｲﾝﾀﾌｪｰｽ、別途入力ｱﾀﾞﾌﾟﾀ必要
274 株式会社共和電業

PCD-300B
/UI-11A

ｾﾝｻｲﾝﾀﾌｪｰｽ

309,000

110,000 測定対象:ひずみｹﾞｰｼﾞ,ひずみｹﾞｰｼﾞ式変換器、測定ﾁｬﾝﾈﾙ:4(同期により最大
16ch。別途N90必要) 抵抗:1,2ｹﾞｰｼﾞ法120Ω,4ｹﾞｰｼﾞ法120Ω～1kΩ、応答周波数

1ヶ月

範囲:DC～200Hz、USBｲﾝﾀﾌｪｰｽ、UI-11A:入力ｱﾀﾞﾌﾟﾀ
275 株式会社共和電業

PCD-300B-F
/UI-11A

ｾﾝｻｲﾝﾀﾌｪｰｽ

322,000

測定対象:ひずみｹﾞｰｼﾞ,ひずみｹﾞｰｼﾞ式変換器、測定ﾁｬﾝﾈﾙ:4(同 1ヶ月
110,000 ﾛｰﾊﾟｽﾌｨﾙﾀ内蔵
期により最大16ch。別途N90必要) 抵抗:1,2ｹﾞｰｼﾞ法120Ω,4ｹﾞｰｼﾞ法120Ω～1kΩ、
応答周波数範囲:DC～200Hz、USBｲﾝﾀﾌｪｰｽ、UI-11A:入力ｱﾀﾞﾌﾟﾀ

276 株式会社共和電業

UCAM-550A
/KB-STP-02L,
USS-51B×5,
UT-50A×5

高速ﾃﾞｰﾀﾛｶﾞ

UCAM-550A
/USS-51B×3,
UT-50A×3

高速ﾃﾞｰﾀﾛｶﾞ

UCAM-60B-AC
/USS-62B×3,
UCS-60B,
USI-67A

ﾃﾞｰﾀﾛｶﾞ

279 株式会社共和電業

USB-70B-20
/UPS-70B,
NDISCONNECTOR

ｽｷｬﾅ/AC電源ﾕﾆｯﾄ,NDISｺ
ﾈｸﾀ付き

280 株式会社共和電業

USI-67A

ｽｷｬﾅｲﾝﾀｰﾌｪｰｽ

277 株式会社共和電業

278 株式会社共和電業

1,643,150

780,000 測定ﾁｬﾈﾙ数:最大50ﾁｬﾈﾙ/台(測定ﾕﾆｯﾄ5台まで混載可能）、ｻﾝﾌﾟﾘﾝｸﾞ周波
数:1,2,10,20,50Hz、DCS-100A(ﾀﾞｲﾅﾐｯｸﾃﾞｰﾀ収録ｿﾌﾄｳｪｱ)付、opKB-STP-

1ヶ月

02L:LANｹｰﾌﾞﾙ2m、opUSS-51B:ひずみﾕﾆｯﾄ、opUT-50A:入力部保護・防塵用端
子ｶﾊﾞｰ

1,188,000

450,000 測定ﾁｬﾈﾙ数:最大50ﾁｬﾈﾙ/台(測定ﾕﾆｯﾄ5台まで混載可能）、ｻﾝﾌﾟﾘﾝｸﾞ周波
数:1,2,10,20,50Hz、DCS-100A(ﾀﾞｲﾅﾐｯｸﾃﾞｰﾀ収録ｿﾌﾄｳｪｱ)付、opUSS-51B:ひずみ

3ヶ月

ﾕﾆｯﾄ、opUT-50A:入力部保護・防塵用端子ｶﾊﾞｰ

1,579,000

650,000 測定対象:ひずみｹﾞｰｼﾞ,ひずみｹﾞｰｼﾞ式変換器,測温機能付き土木変換器,ﾎﾟﾃﾝｼｮ
ﾒｰﾀ式ｾﾝｻ,熱電対,直流電圧､測定ch数:専用ｽｷｬﾅ実装時 最大30,外部ｽｷｬﾅ実

3ヶ月

装時 最大1000､設定･測定･ｸﾞﾗﾌ表示はﾊﾟｿｺﾝで実行 ｲﾝﾀﾌｪｰｽ:RS-232C(D-sub9
ｵｽ),LAN(10BASE-T/100BASE0-TX) opUSS-62B:ｽｷｬﾆﾝｸﾞﾕﾆｯﾄ10CH､opUSI67A:ｽｷｬﾅｲﾝﾀｰﾌｪｰｽ､opUCS-60B:制御ｿﾌﾄｳｴｱ

＊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。
＊校正証明書類費用、送料、他別途費用が発生します。在庫についてはお問合わせください。
＊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。
＊国内のみの販売です。また保証は国内のみ有効です。
＊海外企業ならびに海外への輸出販売は行っておりません。

1,035,000
78,000

1ヶ月
320,000 UCAMｼﾘｰｽﾞ用(一般計測用)、50点、測定対象:ひずみ,電圧･電流,温度,NDISｺﾈｸﾀ
内蔵、opUPS-70B:AC電源ﾕﾆｯﾄ

45,000 USB-70ｼﾘｰｽﾞ/65A用ｽｷｬﾅｲﾝﾀｰﾌｪｰｽ

1ヶ月

35／44

【中古販売リスト ②】
＊お問合わせ時は【中古販売リスト①or②】の番号をお伝えください。

№

メーカー

H30年4月27日掲載
有効期限：2018年6月末日

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

型番

資産名称

定価

販売価格

仕

様

UST-51A

熱電対ﾕﾆｯﾄ

222,000

67,000

282 株式会社共和電業

UST-51B

熱電対ﾕﾆｯﾄ

222,000

測定ﾁｬﾈﾙ:10 測定対象:温度(熱電対) 対
97,000 UCAM-550A用熱電対ﾕﾆｯﾄ(静的測定)
応熱電対:K,T,E,J,Rﾀｲﾌﾟ

3ヶ月

283 株式会社共和電業

USV-51B

電圧測定ﾕﾆｯﾄ

183,000

ﾁｬﾈﾙ数:10(直流電圧,電圧出力型ｾﾝｻ)
82,000 高速ﾃﾞｰﾀﾛｶﾞｰUCAM-550A用電圧ﾕﾆｯﾄ
測定範囲:0～±20V 分解能:1mV

3ヶ月

284 株式会社東京測器研究所 TDS-530-30

ﾃﾞｰﾀﾛｶﾞ

1,473,000

UCAM500用 測定ﾁｬﾝﾈﾙ数:10ch/測定ﾕﾆｯﾄ1台 測定対象:温度(熱電対) 種
類:K,T,E,J,R

保証期間

281 株式会社共和電業

1ヶ月

1ヶ月
670,000 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 P80(紙)

285 株式会社東京測器研究所 TMR-211
/TMR-211-01,
TMR-221×4,
TMR-281,
TMR-7630-H,
CR-1890,
CR-4010×16,
ﾌﾞﾗｹｯﾄ,ﾊﾝﾄﾞﾙ,
4GBCFｶｰﾄﾞ

ﾏﾙﾁﾚｺｰﾀﾞ

286 株式会社東京測器研究所 TMR-211
/TMR-221×4,
TMR-281,
CR-4010×16,
ﾌﾞﾗｹｯﾄ,ﾊﾝﾄﾞﾙ,
4GBCFｶｰﾄﾞ

ﾏﾙﾁﾚｺｰﾀﾞｺﾝﾄﾛｰﾙﾕﾆｯﾄ

287 株式会社東京測器研究所 TMR-221

ﾏﾙﾁﾚｺｰﾀﾞひずみ4ｹﾞｰｼﾞﾕ
ﾆｯﾄ

443,000

測定点数:8 入力:ひずみ,電圧(opCR-4010使用時) 適用ゲージ抵
197,000 TMR-200ｼﾘｰｽﾞ
抗:120～350Ω 電源:TMR-211より供給

1ヶ月

288 株式会社東京測器研究所 TMR-241

電圧出力ﾕﾆｯﾄ

390,000

197,000 TMR-200ｼﾘｰｽﾞ 出力点数:8 出力ﾚﾍﾞﾙ:±10V,±5V,0～+5V ｺﾈｸﾀ:BNC(ｵｽ)

3ヶ月

3,349,000

ﾏﾙﾁﾚｺｰﾀﾞ 測定点数:32(ひずみ),16(電圧:opCR-4010)) 応答周波
1,350,000 TMR-200ｼﾘｰｽﾞ
数範囲:DC～10kHz ｻﾝﾌﾟﾘﾝｸﾞ速度:0.01～20000ms ﾃﾞｰﾀﾒﾓﾘ:1Mﾜｰﾄﾞ/CH 記録媒

3ヶ月

体:ｺﾝﾊﾟｸﾄﾌﾗｯｼｭﾒﾓﾘｶｰﾄﾞ(op4GBCFｶｰﾄﾞ) I/F:LAN,USB 電源:DC10V～30V,AC90
～250V(opCR-1890) opTMR-211-01:頻度解析ﾗｲﾌﾞﾗﾘ opTMR-221:ひずみ4ｹﾞｰｼﾞ
ﾕﾆｯﾄ(8ch) opTMR-281:表示ﾕﾆｯﾄ opTMR-7630-H:動的計測ｿﾌﾄｳｪｱ(頻度解析処
理版) opCR-1890:ACｱﾀﾞﾌﾟﾀ opCR-4010:ｱｯﾃﾈｰﾀ･ｹｰﾌﾞﾙ(電圧測定用(1/1000),±
20V) opﾌﾞﾗｹｯﾄ:据付用L金具 opﾊﾝﾄﾞﾙ:運搬および固定用ﾊﾝﾄﾞﾙ op4GBCFｶｰ
ﾄﾞ:4Gｺﾝﾊﾟｸﾄﾌﾗｯｼｭﾒﾓﾘｶｰﾄﾞ

2,478,000

測定点数:32点(最大80点)、ﾃﾞｰﾀﾒﾓﾘ:1Mﾜｰﾄﾞ/CH、記録
670,000 ﾏﾙﾁﾚｺｰﾀﾞｺﾝﾄﾛｰﾙﾕﾆｯﾄ
媒体:ｺﾝﾊﾟｸﾄﾌﾗｯｼｭﾒﾓﾘｶｰﾄﾞ(最大4G)、opTMR-221:ひずみ4ｹﾞｰｼﾞﾕﾆｯﾄ、opTMR-

1ヶ月

281:表示ﾕﾆｯﾄ、opCR-4010:ｱｯﾃﾈｰﾀｹｰﾌﾞﾙ、ﾌﾞﾗｹｯﾄ・ﾊﾝﾄﾞﾙ・4Gｺﾝﾊﾟｸﾄﾌﾗｯｼｭﾒﾓﾘ
ｶｰﾄﾞ付き

＊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。
＊校正証明書類費用、送料、他別途費用が発生します。在庫についてはお問合わせください。
＊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。
＊国内のみの販売です。また保証は国内のみ有効です。
＊海外企業ならびに海外への輸出販売は行っておりません。

36／44

【中古販売リスト ②】
＊お問合わせ時は【中古販売リスト①or②】の番号をお伝えください。

№

メーカー

型番

H30年4月27日掲載
有効期限：2018年6月末日

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

資産名称

定価

289 株式会社東京測器研究所 DFA-7610

FFT解析処理ｿﾌﾄｳｪｱ

360,000

290 株式会社東京測器研究所 ASW-50C

ｽｲｯﾁﾎﾞｯｸｽ

997,000

291 株式会社東京測器研究所 ASW-50C-05

ｽｲｯﾁﾎﾞｯｸｽ

292 株式会社東京測器研究所 ISW-50G

販売価格

97,000

仕

様

計測処理したﾃﾞｰﾀﾌｧｲﾙに対し各種解析処理を行うｿﾌﾄｳｪｱ 動作
OS:WindowsXP/Vista/7/8 ﾌﾟﾛﾃｸﾄｷｰ:HASPｷｰ(USB) 解析処理:時間軸波形処
理,X-Yｸﾞﾗﾌ,微積分演算,自己相関関数,周波数解析,伝達関数等

保証期間

3ヶ月

330,000 TDSｼﾘｰｽﾞ用、50点、測定対象:ひずみ,電圧(±40V),温度測定(熱電対
T,K,E,B,J,S,D,N)

1ヶ月

1,120,000

測定点数:50 測定対象:ひずみ,直流電圧(±40V),温
360,000 TDS-530の測定点数拡張用
度測定(熱電対 T,K,E,B,J,S,D,N) ※NDISﾜﾝﾀｯﾁｺﾈｸﾀ付き

3ヶ月

ｽｲｯﾁﾎﾞｯｸｽ

1,180,000

280,000 TDS-602/TDS-303用ｽｲｯﾁﾎﾞｯｸｽ

3ヶ月

293 株式会社東京測器研究所 ISW-50G-05

ｽｲｯﾁﾎﾞｯｸｽ(ｺﾈｸﾀ付)

1,280,000

580,000 TDS-602/TDS-303用ｽｲｯﾁﾎﾞｯｸｽ(ｺﾈｸﾀ併用型)

3ヶ月

294 株式会社東京測器研究所 NZR-7A

計器保護用避雷器

123,000

50,000 TDS-303/ASW-50B/ASW-50C/SSW-50C/SSW-10MC用

1ヶ月

295 株式会社東京測器研究所 TDS-7130

静的計測ｿﾌﾄｳｪｱ

360,000

最大計測回数:50,000回 動作環境:PC Win2000/Xp,ｺﾝﾄﾛｰ
97,000 最大測定点数:4,000点
ﾙI/F:LAN(TDS602,TDS-530,TDS-303),GP-IB(National Instruments製GP-IBカー

3ヶ月

ド),RS-232C,USB(TDS-530,DRA-30A) 対応ﾃﾞｰﾀﾛｶﾞｰ:TDS-530,TDS300,TDS302/303,TDS-601/601A,TDS-602,THS-1000/1100,TDS102,DRA30A,NIF-100

296 リオン株式会社

NC-74

音響校正器

85,000

60,000 周波数:1kHz 音圧ﾚﾍﾞﾙ:94dB 校正可能ﾏｲｸﾛﾎﾝ:ﾘｵﾝ製1ｲﾝﾁ,1/2ｲﾝﾁ型ﾏｲｸﾛﾎﾝ

3ヶ月

297 リオン株式会社

PV-87

圧電式加速度ﾋﾟｯｸｱｯﾌﾟ

50,000

電荷感度:40pC/(m/s^2) ※接続ｹｰﾌﾞﾙ:VP-51A
30,000 大出力、振動数範囲:1Hz～3kHz
ｼﾘｰｽﾞ

1ヶ月

＊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。
＊校正証明書類費用、送料、他別途費用が発生します。在庫についてはお問合わせください。
＊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。
＊国内のみの販売です。また保証は国内のみ有効です。
＊海外企業ならびに海外への輸出販売は行っておりません。

37／44

【中古販売リスト ②】
＊お問合わせ時は【中古販売リスト①or②】の番号をお伝えください。

№

メーカー

型番

H30年4月27日掲載
有効期限：2018年6月末日

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

資産名称

定価

販売価格

仕

様

298 リオン株式会社

PV-90I

圧電式加速度ﾋﾟｯｸｱｯﾌﾟ

ｱﾝﾌﾟ内蔵 振動数範囲:3～20,000Hz、電荷感度:0.44mV(m/s^2)、取付共振振動
数:60kHz質量:1.8g ﾁｬｰｼﾞｱﾝﾌﾟ（電源）必要

103,000

45,000

299 リオン株式会社

PV-91C

圧電式加速度ﾋﾟｯｸｱｯﾌﾟ

133,000

測定周波数範囲:1Hz～20kHz 最大測定加速
72,000 高温度対応CCLDﾀｲﾌﾟ
度:5000m/s^2(Peak) 電源(CCLD):DC18～30V(2～4mA) 使用温度範囲:-50～

保証期間

3ヶ月

3ヶ月

+170℃ 質量:約1.8g
300 リオン株式会社

PV-93

3方向加速度ﾋﾟｯｸｱｯﾌﾟ

140,000

1ヶ月
65,000 圧電式、3方向(せん断)、振動数範囲:1～8000Hz(2軸),1～4000Hz(1･3軸)、電荷感
度:0.831pC/(m/s^2)、外形寸法(mm):16(H)×21(W)×21(D)、質量：30g、簡易梱包ﾀ
ｲﾌﾟ:絶縁ｱﾀｯﾁﾒﾝﾄ･ｽﾊﾟﾅ(六角平型ｱﾀｯﾁﾒﾝﾄ以外のｱﾀｯﾁﾒﾝﾄ)は含まれません。

301 リオン株式会社

PV-95

加速度ﾋﾟｯｸｱｯﾌﾟ

73,000

1～10000Hz 質量:9g 電荷感度:0.714pC/(ms^2) 取付共
50,000 圧電式､振動数測定範囲
振振動数 :36kHz

1ヶ月

302 リオン株式会社

UV-06

振動計ﾕﾆｯﾄ

160,000

入力種類:圧電式加速度ﾋﾟｯｸｱｯﾌﾟ/ﾌﾟﾘｱﾝﾌﾟ内蔵型加速度ﾋﾟｯｸ
57,000 入力ﾁｬﾝﾈﾙ数:2ch
ｱｯﾌﾟ 別途ACｱﾀﾞﾌﾟﾀ必要

1ヶ月

303 リオン株式会社

UV-06A

振動計ﾕﾆｯﾄ

170,000

入力種類:圧電式加速度ﾋﾟｯｸｱｯﾌﾟ/ﾌﾟﾘｱﾝﾌﾟ内蔵型加速度ﾋﾟｯｸ
78,000 入力ﾁｬﾝﾈﾙ数:2ch
ｱｯﾌﾟ 別途ACｱﾀﾞﾌﾟﾀ必要

1ヶ月

304 リオン株式会社

UV-15

振動計ﾕﾆｯﾄ

233,000

入力種類:電圧式加速度ﾋﾟｯｸｱｯﾌﾟ,ﾌﾟﾘｱﾝﾌﾟ内蔵型加速度ﾋﾟｯｸ
150,000 測定ﾁｬﾝﾈﾙ数:1ch
ｱｯﾌﾟ,TEDS対応ﾌﾟﾘｱﾝﾌﾟ内蔵型加速度ﾋﾟｯｸｱｯﾌﾟ 測定ﾓｰﾄﾞ:ACC(加速度),VEL(速

3ヶ月

度),DISP(変位) 別途ACｱﾀﾞﾌﾟﾀ(NC-97又はNC-99)/ﾊﾞｯﾃﾘﾕﾆｯﾄ(BP-17)必要
305 リオン株式会社

UV-16

2ﾁｬﾝﾈﾙﾁｬｰｼﾞｱﾝﾌﾟ

198,000

入力種類:圧電式加速度ﾋﾟｯｸｱｯﾌﾟ/ﾌﾟﾘｱﾝﾌﾟ内蔵型加速度ﾋﾟｯｸ
80,000 入力ﾁｬﾝﾈﾙ数:2ch
ｱｯﾌﾟ 別途ACｱﾀﾞﾌﾟﾀ(NC-97又はNC-99)/ﾊﾞｯﾃﾘﾕﾆｯﾄ(BP-17)必要

1ヶ月

306 リオン株式会社

UV-22

ｲﾝﾀﾌｪｰｽﾕﾆｯﾄ

190,000

ｲﾝﾀｰﾌｪｰｽ:USB1.1,ｲｰ
90,000 UN-14,UV-15用、UN-14/U-V15を合計16台まで接続可能
ｻｰﾈｯﾄ(10/100Base-T/TX) 電源:DC9～15V(別途ACｱﾀﾞﾌﾟﾀ:NC-97/NC-99,専用

1ヶ月

ﾊﾞｯﾃﾘﾕﾆｯﾄ:BP-17,ｼｶﾞﾚｯﾄｱﾀﾞﾌﾟﾀ:CC-82等ｵﾌﾟｼｮﾝが必要)
307 リオン株式会社

VM-53A
/NC-34E(128M)

振動ﾚﾍﾞﾙ計（検定済証付
き）

444,000

197,000 測定周波数範囲：1～80Hz、測定ﾚﾍﾞﾙ範囲：25～120dB(Z方向)、30～120dB(X/Y
方向)、PV-83C(3方向振動ﾋﾟｯｸｱｯﾌﾟ)付属、ｲﾝﾀｰﾌｪｰｽ用ｺﾈｸﾀ(D-sub9ﾋﾟﾝｵｽ型)

1ヶ月

標準装備、BNC出力（3方向独立)、CFｶｰﾄﾞ(128MB)、NC-34E：ACｱﾀﾞﾌﾟﾀ

＊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。
＊校正証明書類費用、送料、他別途費用が発生します。在庫についてはお問合わせください。
＊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。
＊国内のみの販売です。また保証は国内のみ有効です。
＊海外企業ならびに海外への輸出販売は行っておりません。

38／44

【中古販売リスト ②】
＊お問合わせ時は【中古販売リスト①or②】の番号をお伝えください。

№

メーカー

H30年4月27日掲載
有効期限：2018年6月末日

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

型番

資産名称

定価

販売価格

仕

様

308 リオン株式会社

VM-53A
/NC-34E(256M)

振動ﾚﾍﾞﾙ計（検定済証付
き）

444,000

197,000

309 リオン株式会社

VM-55EX
/NC-98C

振動ﾚﾍﾞﾙ計（検定済証付
き）

466,000

測定周波数範囲:1～80Hz 測定ﾚﾍﾞﾙ範囲:25
330,000 VX-55EX(機能拡張ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ)付ﾓﾃﾞﾙ
～120dB(鉛直方向),30～120dB(水平方向) 振動ﾋﾟｯｸｱｯﾌﾟ:PV-83C(3方向)

保証期間

測定周波数範囲：1～80Hz、測定ﾚﾍﾞﾙ範囲：25～120dB(Z方向)、30～120dB(X/Y 1ヶ月
方向)、PV-83C(3方向振動ﾋﾟｯｸｱｯﾌﾟ)付属、ｲﾝﾀｰﾌｪｰｽ用ｺﾈｸﾀ(D-sub9ﾋﾟﾝｵｽ型)
標準装備、BNC出力（3方向独立)、CFｶｰﾄﾞ(256MB)、NC-34E：ACｱﾀﾞﾌﾟﾀ
3ヶ月

I/F:USB,RS-232C,SDｶｰﾄﾞ 電源:単3形乾電池,ACｱﾀﾞﾌﾟﾀ(opNC-98C),外部電源
(DC5～7V) opNC-98C:ACｱﾀﾞﾌﾟﾀ

310 リオン株式会社

VM-63A

振動計

98,000

Peak,10Hz～1kHz(Lo),1kHz～15kHz(Hi) 速度:0.1～
55,000 加速度:0.1～199.9m/s^2
199.9mm/s rms,10Hz～1kHz 変位:0.001～1.999mmP-P,10Hz～1kHz 測定値表

1ヶ月

示:3 1/2桁(ﾃﾞｼﾞﾀﾙ表示) 信号出力:2VPeak(表示ﾌﾙｽｹｰﾙ) 電源:積層乾電池×1
311 リオン株式会社

VM-82/NC-34

汎用振動計

256,000

速度:0.3～1000mm/s 変位:0.001～100mm ﾋﾟｯｸｱｯﾌﾟ(PV-57)
90,000 加速度:0.002～20G
付 opNC-34:ACｱﾀﾞﾌﾟﾀ

1ヶ月

312 リオン株式会社

CAT-WAVE

波形解析ｿﾌﾄ

250,000

80,000 SA-78・DA-20/40・NX-28WR用波形分析ｿﾌﾄｳｴｱ

1ヶ月

313 リオン株式会社

LF-20

ｻｰﾎﾞ加速度計用電源

233,000

出力:ｼｸﾞﾅﾙｱｳﾄ1(ｽｲｯﾁで選択) 周波数範囲:DC～ 1ヶ月
70,000 LS-10C/40C用、ﾁｬﾝﾈﾙ数:3ch
100Hz(DIRECT),0.02～100Hz(FILTER) 出力感度:0.5V/(m/s^2)(DIRECT,LS-40C
使用時),0.3V/(m/s^2)(DIRECT,LS-10C使用時),約0.55V/(m/s^2)(FILTER,LS-40C
使用時),0.33V/(m/s^2)(FILTER,LS-10C使用時)

314 リオン株式会社

LS-10C

ｻｰﾎﾞ加速度計

100,000

80,000 最大測定加速度:±30(m/s^2),測定周波数範囲:DC～100Hz

1ヶ月

315 リオン株式会社

LS-40C

ｻｰﾎﾞ加速度計

313,000

最大測定加速度:±20m/s^2 ｹｰﾌﾞﾙ:1m(8pinｺﾈｸﾀ付) 質量:約230g 電
70,000 ｻｰﾎﾞ式
源:DC±15V

1ヶ月

316 株式会社共和電業

AS-10TG

小型三軸加速度変換器

180,000

99,000 定格容量:±98.07m/s^2(±10G)、応答周波数範囲:DC～150Hz

1ヶ月

＊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。
＊校正証明書類費用、送料、他別途費用が発生します。在庫についてはお問合わせください。
＊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。
＊国内のみの販売です。また保証は国内のみ有効です。
＊海外企業ならびに海外への輸出販売は行っておりません。

39／44

【中古販売リスト ②】
＊お問合わせ時は【中古販売リスト①or②】の番号をお伝えください。

№

メーカー

型番

資産名称

定価

317 株式会社共和電業

AS-20GB

小型低容量加速度変換器

318 株式会社共和電業

AS-20TG

小型三軸加速度変換器

160,000

319 昭和測器株式会社

4035-21
/4001B×4,
4001-10A

ﾁｬｰｼﾞｱﾝﾌﾟ

660,000

320 Ｂｒｕｅｌ ＆ Ｋｊａｅｒ

2692/A,0S4

4ﾁｬﾝﾈﾙﾁｬｰｼﾞｺﾝﾃﾞｨｼｮﾆﾝ
ｸﾞｱﾝﾌﾟ

799,000

321 Ｂｒｕｅｌ ＆ Ｋｊａｅｒ

3053-B-120
/7708,3099-A,
AO-0699-D-100×12

音響振動ﾃﾞｰﾀ収集ｼｽﾃﾑ

3,926,200

LR-07

ﾚﾍﾞﾙﾚｺｰﾀﾞ(検査合格証
付）

322 リオン株式会社

H30年4月27日掲載
有効期限：2018年6月末日

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

56,000

販売価格

38,000

仕

様

定格容量:±196.1m/s^2(±20G) 応答周波数範囲:DC～250Hz

97,000 定格容量:±196.1m/s^2(±20G)、応答周波数範囲:DC～250Hz
197,000 CH数:4、測定ﾚﾝｼﾞ:1,2,5,10,20,50,100UNIT/VOLT(10.0～99.9pC)、周波数特性:DC
～50kHz(ﾚﾝｼﾞ10～100)、出力電圧:±10V、出力電流:5mA、4035-21:収納ｹｰｽ

保証期間

1ヶ月

1ヶ月

1ヶ月

4ch、op4001B:ﾁｬｰｼﾞｱﾝﾌﾟ、op4001-10A:電源ﾕﾆｯﾄ

197,000 周波数範囲:0.1(Hz)～100kHz(加速度)、最大入力:10nC(Peak)、ｱﾅﾛｸﾞ出力:(ｺﾈｸ
ﾀ:BNC,最大出力:3.16Vpeak) opA:Aﾌｨﾙﾀ op0S4:積分機能なし

1ヶ月

電圧ﾚﾝｼﾞ:10Vpeak 入力ch数:12 ADC:12bit ｺﾈｸﾀ:SMB
630,000 周波数ﾚﾝｼﾞ:DC～25.6kHz
I/F:LAN 電源:ACｱﾀﾞﾌﾟﾀ op7708:ﾃﾞｰﾀﾚｺｰﾀﾞ･ｿﾌﾄｳｪｱ op3099-A:ノードﾛｯｸ･ﾗｲｾﾝｽ

1ヶ月

opAO-0699-D-100:低雑音ｹｰﾌﾞﾙ,10-32UNF(ｵｽ)-SMB(ﾒｽ)

483,000

ﾚﾍﾞﾙ範囲:10～50dB 騒音/振動
197,000 周波数範囲:1Hz～100kHz(50dB時:1Hz～20kHz)
ﾚﾍﾞﾙ記録/周波数分析/ 各種音響機器/ﾄﾗﾝｽﾃﾞｭｰｻなどの特性試験や電圧のﾘﾆ

1ヶ月

ｱ記録まで使用可｡電源:ACｱﾀﾞﾌﾟﾀ(別途),単1乾電池×6 消耗品:9000112
RP01D(ﾛｰﾙ紙), 100005995 LB25A(RED)(ﾍﾟﾝ)他

323 横河計測株式会社

767305-U1-C1-P1-M/DA
(MT220)

ﾃﾞｼﾞﾀﾙ圧力計

783,000

測定流体:気体,液体(非可
240,000 測定ﾚﾝｼﾞ(ｹﾞｰｼﾞ圧):0～700kPa(正圧),-80～0kPa(負圧)
燃性,非爆発性,非毒性,非腐食性の液体) 測定流体温度:5～50℃ opU1:圧力単位

1ヶ月

kPa opC1:GP-IB opP1:入力接続(Rc1/4) opM:電源ｺｰﾄﾞUL/CSA規格(3P-2Pｱﾀﾞﾌﾟ
ﾀ) opDA:D/A出力,ｺﾝﾊﾟﾚｰﾀ出力,外部ﾄﾘｶﾞ入力

324 株式会社共和電業

PG-10KU

圧力変換器

62,000

定格容量:1MPa 固有振動数:7kHz 取付ﾈｼﾞ:G3/8(ｵｽ)
40,000 ひずみｹﾞｰｼﾞ式圧力変換器
ｹｰﾌﾞﾙ長:3m(ｺﾈｸﾀﾌﾟﾗｸﾞ付) 温度補償範囲:-10～60℃ 質量:約300g(ｹｰﾌﾞﾙ含まず)

3ヶ月

325 株式会社コスモ計器

DP-330
(X1KD.N.VA)

DPｹﾞｰｼﾞ

98,000

50,000 微圧(差圧):0～1kPa ｾﾝｻ内蔵 AC100V

1ヶ月

＊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。
＊校正証明書類費用、送料、他別途費用が発生します。在庫についてはお問合わせください。
＊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。
＊国内のみの販売です。また保証は国内のみ有効です。
＊海外企業ならびに海外への輸出販売は行っておりません。

40／44

【中古販売リスト ②】
＊お問合わせ時は【中古販売リスト①or②】の番号をお伝えください。

№

メーカー

型番

H30年4月27日掲載
有効期限：2018年6月末日

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

資産名称

定価

販売価格

仕

様

保証期間

326 パナソニック デバイスＳＵ ANR1215
ＮＸ株式会社
/ANR5231

ﾚｰｻﾞｰ変位ｾﾝｻ/ｺﾝﾄﾛｰﾗ

146,000

50,000

327 株式会社共和電業

大容量変位計

121,400

1ヶ月
60,000 定格容量:2000mm、ﾜｲﾔ測定力引出し方向1.57N、巻込み方向0.98N、最大応答速
度:300mm/s、ｹｰﾌﾞﾙ先端形状:PRC03-12A10-7M10.5(多治見無線電機製7ﾋﾟﾝｺﾈ

DTP-D-2KS-P

測定中心距離:130mm 測定範囲:±50mm 光源:ﾚｰｻﾞﾀﾞｲｵｰﾄﾞ(発光ﾋﾟｰｸ波長
1ヶ月
650nm)ｸﾗｽ2 ｽﾎﾟｯﾄ径:約0.7×1.4mm 分解能(2σ):20μm(10Hz),65μ
m(100Hz),200μm(1kHz) 使用周囲照度(白熱灯):2,500lx以下 opANR5231:ｺﾝﾄﾛｰﾗ
(ｱﾅﾛｸﾞ出力±5V/F.S.最大2mA,応答周波数1kHz 0.4ms/100Hz 4ms/10Hz 40msｽ
ｲｯﾁ切換 出力ｲﾝﾋﾟｰﾀﾞﾝｽ50Ω,ｱﾗｰﾑ出力 光量ﾓﾆﾀ出力:±5V 操作電圧範囲12～
24V DC)

ｸﾀ)
328 富士電機株式会社

FSCS10A1-10J
/FSD220Y1

超音波流量計

1,021,700

適用流体:水,温水,蒸留水,ｱﾙｺｰﾙ,ﾐﾙｸ,ｴﾀﾉｰﾙその他 1ヶ月
470,000 測線:伝搬時間差式(1測線)
超音波が通る均一な液体 測定流速ﾚﾝｼﾞ:0～±32m/s(最小±0.3m/s) ｱﾅﾛｸﾞ出力
信号:DC4～20mA 記録媒体:SDｶｰﾄﾞ I/F:USB(PC接続用) 電源:内蔵ﾊﾞｯﾃﾘ,ACｱﾀﾞ
ﾌﾟﾀ opFSD220Y1:小口径検出器(適用配管口径:φ13～φ100mm,流体温度:-40～
100℃) 消耗品:0100005986 G40M(ｸﾞﾘｰｽ)

329 株式会社小野測器

FM-1500
/FZ-0300

ﾃﾞｼﾞﾀﾙ流量計

500,000

FP/FZｼﾘｰｽﾞ流量検出器用 I/F:RS232C、opFZ-0300:連続質量流量
210,000 流量表示器
検出器用計測ﾓｼﾞｭｰﾙ

1ヶ月

330 アテック株式会社

F520
(500kPa,200kPa)

ｴｱﾘｰｸﾃｽﾀ

502,000

差圧ﾚﾝｼﾞ:0～500Pa 最小目盛:0.1Pa 電空ﾚｷﾞｭﾚｰﾀ内蔵:500kPa
250,000 差圧式ﾘｰｸ測定
ﾃｽﾄ圧力仕様:200kPa 空気源:清浄で乾燥した空気(ISO8573-1) I/F:RS232C(D-

1ヶ月

sub 9ﾋﾟﾝ) 電源:DC24V,AC100～240V
331 株式会社アイドニック

FV21B

速度加減速度計

590,000

ﾊﾟﾙｽ入力,電圧出力(絶縁型 1ch) 出力範囲:0～±5V F.S 表示:0～
200,000 鉄道車両用
999.9km/h(速度),0～±99.9km/h/s(加減速度),0～99.99kHz(周波数) 送信ﾃﾞｰ

1ヶ月

ﾀ:RS232C
332 日本カノマックス株式会社 6501-A0
/6113-02,
6551-21

ｸﾘﾓﾏｽﾀｰ風速計

333 日本カノマックス株式会社 6501-A0
/6531-21

ｸﾘﾓﾏｽﾀｰ風速計

279,000

ｱﾅﾛｸﾞ出力:DC0～1V ﾌﾟﾛｰﾌﾞｹｰﾌﾞﾙ:2m I/F:USB
197,000 風速:0.01～30m/s(op6551-21)
電源:単3電池,ACｱﾀﾞﾌﾟﾀ op6113-02:ACｱﾀﾞﾌﾟﾀ op6551-21:ﾐﾆﾁｭｱ球状ｾﾝｻ(0.01～

1ヶ月

30m/s,熱式無指向性)

249,000

風速:0.01～30.0m/s 風温:-20.0～70.0 ℃ 湿度:2.0～ 1ヶ月
197,000 風速,温度,湿度を同時計測
98.0％RH(op6531-21)、表示分解能:0.01m/s(0～9.99m/s),0.1m/s(10～30m/s)、電
源:単3乾電池6本、ｱﾅﾛｸﾞ出力付き、op6531-21:ﾌﾟﾛｰﾌﾞ(風速:0.01～30.0m/s,風
温:-20.0～70.0 ℃,湿度:2.0～98.0％RH)

＊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。
＊校正証明書類費用、送料、他別途費用が発生します。在庫についてはお問合わせください。
＊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。
＊国内のみの販売です。また保証は国内のみ有効です。
＊海外企業ならびに海外への輸出販売は行っておりません。
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【中古販売リスト ②】
＊お問合わせ時は【中古販売リスト①or②】の番号をお伝えください。

№

メーカー

H30年4月27日掲載
有効期限：2018年6月末日

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

型番

資産名称

定価

販売価格

仕

様

保証期間

334 ノースワン株式会社

KADEC21-KAZE-C
/KDC-B01-U21,C02-USB,C05KAZE-10,H04-CF-2C,S0405103,T03-N-OP3,T04-Y-318940,9925-A

風向風速測定装置(気象庁
検定証書付き)

風向風速測定ｼｽﾃﾑ(測定装置+風向風速ｾﾝｻ) 風速測定範囲:0～90m/s 風向測 3ヶ月
定範囲:水平0～355° 耐風速:100m/s 風向風速ｾﾝｻ:KDC-S04-05103(標準用)
I/F:RS-232C 記憶媒体:CFｶｰﾄﾞ 電源:ｶﾒﾗ用電池(CR-123A)他 opKDC-B01-U21:
ｶﾒﾗ用電池ﾎﾙﾀﾞ opC02-USB:ﾐﾆUSBｹｰﾌﾞﾙ opC05-KAZE-10:風向風速用ｹｰﾌﾞﾙ
(10m) opH04-CF-2C:CFﾒﾓﾘｶｰﾄﾞ opS04-05103:風向風速ｾﾝｻ(気象庁検定付)
opT03-N-OP3:ﾛｶﾞｰ収納用ﾌﾟﾗﾎﾞｯｸｽ opT04-Y-3-18940:移動観測用簡易ﾎﾟｰﾙ(最
長:3m) op9925-A:ｹｰｽ

806,000

370,000

335 ノースワン株式会社

KADEC21-KAZE-C
/KDC-B01-U21,
CASE,C02-USB,C05-KAZE10,H04-CF-2C,S04-05305JM,T03-N-OP3,T04-Y-3-18940

風向風速測定装置(気象庁
検定証書付き)

771,500

風速測定範囲:0.4
400,000 弱風用風向風速測定ｼｽﾃﾑ(測定装置+弱風用風向風速ｾﾝｻ)
～40m/s 風向測定範囲:水平0～355° 耐風速:60m/s 風向風速ｾﾝｻ:KDC-S04-

336 株式会社小野測器

HT-5100

ﾃﾞｨｼﾞﾀﾙﾊﾝﾄﾞﾀｺﾒｰﾀ

55,000

6～99999rpm 5桁表示ｱﾅﾛｸﾞ出力 電源:単3乾電池×3,反射
30,000 接触/非接触両用式
ﾏｰｸ必要 消耗品:100005887 HT-011(反射ﾏｰｸ)

337 株式会社小野測器

LG-916/MX-7120

光電式回転検出器

47,000

検出距離:最大20mm 最大応答速度:20m/s 出力電圧:矩 1ヶ月
30,000 検出方式:光電反射方式
形波 電源:DC12V,60mA以下 質量:約150g opMX-7120:回転計用信号ｹｰﾌﾞﾙ(長

3ヶ月

05305(弱風用) I/F:RS-232C 記憶媒体:CFｶｰﾄﾞ 電源:ｶﾒﾗ用電池(CR-123A)他
opKDC-B01-U21:ｶﾒﾗ用電池ﾎﾙﾀﾞ opCASE:KADEC21-KAZE-C用ｹｰｽ opC02USB:ﾐﾆUSBｹｰﾌﾞﾙ opC05-KAZE-10:風向風速用ｹｰﾌﾞﾙ(10m) opH04-CF-2C:CFﾒ
ﾓﾘｶｰﾄﾞ opS04-05305-JM:弱風用風向風速ｾﾝｻ(気象庁検定付) opT03-N-OP3:ﾛ
ｶﾞｰ収納用ﾌﾟﾗﾎﾞｯｸｽ opT04-Y-3-18940:移動観測用簡易ﾎﾟｰﾙ(最長:3m)

1ヶ月

さ:20m)
338 株式会社小野測器

TM-3130
/AX-2050N

ﾃﾞｼﾞﾀﾙ回転計

83,500

入力端子:M3 出力:電
50,000 接続可能検出器:電磁式･光電式等回転検出器(別途用意)
圧(0～10V,1～5V等),電流(4～20mA等) 演算表示:回転速度,周期,周波数,通過時

1ヶ月

間等 検出器用電源出力:DC12V,100mA 本体電源:AC100～240V opAX2050N:AC100V用電源ｹｰﾌﾞﾙ(圧着端子-3P,3m)

339 株式会社小野測器

FG-1200/FS-540

非接触回転検出器

128,600

5V以
50,000 応答周波数:0～5kHz、出力信号:ｱﾅﾛｸﾞ出力(0～10V),ﾊﾟﾙｽ出力(Lo0.5V,Hi
下)、出力ｺﾈｸﾀ:BNC、電源電圧:AC100V±10％、opFS-540:光電反射型ﾌｧｲﾊﾞｾﾝ

1ヶ月

ｻ(検出方法:反射式,ﾌｧｲﾊﾞ部先端径:φ4mm,ﾌｧｲﾊﾞ長:1m)
340 コニカミノルタ株式会社

T-10A
/T-A20,T-A21,
KB-T5T-05

照度計

＊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。
＊校正証明書類費用、送料、他別途費用が発生します。在庫についてはお問合わせください。
＊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。
＊国内のみの販売です。また保証は国内のみ有効です。
＊海外企業ならびに海外への輸出販売は行っておりません。

163,200

C 1609:2006一般形AA級照度計に準拠,計量法
110,000 受光部分離型ﾃﾞｼﾞﾀﾙ照度計(JIS
の形式承認) 測定範囲:0.01～299,990lx(PWM光対応) 測定機能:照度,照度差,照

3ヶ月

度比,積算照度,積算時間,時間平均照度 I/F:USB,RS-232C 電源:単3形電池 opTA20:本体用ｱﾀﾞﾌﾟﾀ(多点･ｹｰﾌﾞﾙ延長測定用) opT-A21:受光部用ｱﾀﾞﾌﾟﾀ(多点･ｹｰ
ﾌﾞﾙ延長測定用) opKB-T5T-05:LANｹｰﾌﾞﾙ(ｽﾄﾚｰﾄ,5m)
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【中古販売リスト ②】
＊お問合わせ時は【中古販売リスト①or②】の番号をお伝えください。

№

メーカー

型番

資産名称

341 株式会社東芝

RD-E301

HDD&DVDﾚｺｰﾀﾞ

342 ＦＡＳＴＥＣ ＩＭＡＧＩＮＧ

TS3
(100-X,MONOCHROME)
/50mm-F0.95,
25mm-F0.95,
RING,LIGHT,BULB,BAG

小型ﾎﾟｰﾀﾌﾞﾙ高速度ｶﾒﾗ

CHDHX-401-JP
/ABPAK-401,ABSSC001,ACMPM-001,
AHBBP-401,AHDAF301,AHDMC-301,
ALCDB-401,ARMTE-002AS,AWALC-001,
SDSDQXL032GJ35A

ｳｪﾌﾞｶﾒﾗ一式

KC-52

ﾊﾝﾄﾞﾍﾙﾄﾞﾊﾟｰﾃｨｸﾙｶｳﾝﾀ

343 ＧｏＰｒｏＩｎｃ．

344 リオン株式会社

H30年4月27日掲載
有効期限：2018年6月末日

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

定価

57,900
3,861,200

販売価格

9,000

仕

様

ﾃﾞｼﾞﾀﾙﾊｲﾋﾞｼﾞｮﾝﾁｭｰﾅｰ内蔵、HDD容量:300GB

3200(ﾓﾉｸﾛ) 最大撮影速度:20000fps(分割ﾌﾚｰﾑ) 最大解像
1,500,000 ｾﾝｻｰ感度:ISO
度:1280ｘ1024ﾋﾟｸｾﾙ 内部ﾒﾓﾘ:4GB ﾃﾞｨｽｸ内蔵:64GB I/F:HDMI,LAN,USB2.0,SDHC

保証期間

1ヶ月

1ヶ月

ｶｰﾄﾞｽﾛｯﾄ ※WindowsOS,MacOS,LinuxOS標準ﾌﾞﾗｳｻﾞにより、制御可能。
op50mm-F0.95:高感度Cﾏｳﾝﾄﾚﾝｽﾞ(50mm,f/0.95) op25mm-F0.95:高感度Cﾏｳﾝﾄﾚﾝ
ｽﾞ(25mm,f/0.95) opRING:Cﾏｳﾝﾄ用接写ﾘﾝｸﾞｾｯﾄ opLIGHT:ﾊﾝﾃﾞｨﾐﾆﾗｲﾄ
(300W,AC100V) opBULB:予備ﾊﾞﾙﾌﾞ(ﾊﾝﾃﾞｨﾐﾆﾗｲﾄ用) opBAG:収納用ﾊﾞｯｸﾞ

128,200

最大画素数:1200万画素(静止画) ﾌﾚｰﾑﾚｰ
75,000 HERO4(ﾌﾞﾗｯｸ･ｱﾄﾞﾍﾞﾝﾁｬ)
ﾄ:30,25,24fps(4K動画) 通信機能:Wi-Fi+bluetooth 記録ﾒﾃﾞｨｱ:MicroSD 防水機

3ヶ月

能:40m(ﾊｳｼﾞﾝｸﾞ使用時) 電源:Li-ionﾊﾞｯﾃﾘ opABPAK-401:ﾊﾞｯﾃﾘ･ﾊﾟｯｸ
opABSSC-001:ｹｲｼｰ(専用ｹｰｽ) opACMPM-001:ｼﾞｮｰｽﾞﾌﾚｯｸｽ･ｸﾗﾝﾌﾟﾏｳﾝﾄ
opAHBBP-401:ﾊﾞｯﾃﾘ･ﾁｬｰｼﾞｬ opAHDAF-301:ｱﾝﾁﾌｫｸﾞﾌﾟﾚｰﾄ opAHDMC301:HDMIｹｰﾌﾞﾙ(microHDMI) opALCDB-401:LCDﾀｯﾁ･ﾊﾞｯｸﾊﾟｯｸ3rd opARMTE002-AS:ｽﾏｰﾄﾘﾓｰﾄ opAWALC-001:ｳｫｰﾙ･ﾁｬｰｼﾞｬ opSDSDQXL032GJ35A:SDHC
ｶｰﾄﾞ(32GB)

693,000

21501-4適合) 光源:半導体ﾚｰｻﾞ 粒径区
370,000 気中ﾊﾟｰﾃｨｸﾙｶｳﾝﾀ(ISO
分:0.3,0.5,1.0,2.0,5.0μm以上(5段階) 定格流量:2.83L/min 最大定格粒子個数濃

1ヶ月

度:140000個/L以上(計数損失10%以内) I/F:USB(mini B),SDｶｰﾄﾞ(ｵﾌﾟｼｮﾝ) 電
源:ACｱﾀﾞﾌﾟﾀ,ﾘﾁｳﾑｲｵﾝ電池(内蔵)

345 Ｄａｋｏｔａ Ｕｌｔｒａｓｏｎｉｃｓ

BOLT-MAXⅡ(25mm)

超音波ﾎﾞﾙﾄ軸力計

1,345,000

表示分解能:0.01kN(軸力),0.0001mm(伸び) 測定ﾃﾞｰ
720,000 測定範囲:12～2440mm(長)
ﾀ:8000点(波形,軸力,応力,ひずみ,時間) ﾎﾞﾙﾄ材質条件:ﾏﾃﾘｱﾙﾘｽﾄより選択

1ヶ月

I/F:RS-232C,USB(専用ｿﾌﾄｳｪｱ付属) ﾄﾗﾝｽﾃﾞｭｰｻ:25mm 電源:単3型電池3本 消
耗品:100024412 ULTRA SONIX(ｶﾌﾟﾗﾝﾄ)

346 Ｋｉｓｔｌｅｒ

5015A1010

ﾁｬｰｼﾞﾒｰﾀ

347 ＰＲＯＣＥＱ

EQUOTIP3(D)

硬さ試験機

388,800
1,545,000

ﾁｬﾝﾈﾙ数:1 周波数
150,000 圧電式ｾﾝｻ用汎用ﾁｬｰｼﾞﾒｰﾀ(ﾁｬｰｼﾞｱﾝﾌﾟ+測定結果表示等)
帯域:200kHz 出力電圧:±2～10V ｺﾈｸﾀ:BNC(ﾒｽ) I/F:RS232C 電源:115,230V

3ヶ月

ｲﾝﾊﾟｸﾄｴﾈﾙｷﾞｰ:11Nmm ﾃｽﾄﾁｯﾌﾟ径:φ3mm 試験範
720,000 ｲﾝﾊﾟｸﾄ装置:D形(標準ﾀｲﾌﾟ)
囲:1～999HL I/F:USB,LAN,RS232C 電源:充電式Li-Ionﾊﾞｯﾃﾘ,ACｱﾀﾞﾌﾟﾀ(AC100～

3ヶ月

240V)

＊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。
＊校正証明書類費用、送料、他別途費用が発生します。在庫についてはお問合わせください。
＊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。
＊国内のみの販売です。また保証は国内のみ有効です。
＊海外企業ならびに海外への輸出販売は行っておりません。
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【中古販売リスト ②】
＊お問合わせ時は【中古販売リスト①or②】の番号をお伝えください。

№

メーカー

型番

H30年4月27日掲載
有効期限：2018年6月末日

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

資産名称

348 ＰＲＯＣＥＱ

EQUOTIP3(DL)

硬さ試験機

349 株式会社エイテック

MOVTRA/MOVTRA-CABLE(6M) 交通量観測ｼｽﾃﾑ

定価

1,805,000
975,000

販売価格

810,000

仕

様

保証期間

ｲﾝﾊﾟｸﾄ装置:DL形(溝部の試験等) ｲﾝﾊﾟｸﾄｴﾈﾙｷﾞｰ:11Nmm ﾃｽﾄﾁｯﾌﾟ径:φ3mm 試 3ヶ月
験範囲:1～999HL I/F:USB,LAN,RS232C 電源:充電式Li-Ionﾊﾞｯﾃﾘ,ACｱﾀﾞﾌﾟﾀ
(AC100～240V)

ﾕﾆｯﾄ数:ﾒｲﾝｾ 3ヶ月
450,000 MOVTRA(ﾓﾊﾞﾄﾗ),可搬型交通量計測装置(対向2車線用),標準ﾓﾃﾞﾙ
ﾝｻ･ﾕﾆｯﾄ(MVT-3000)2台,ｻﾌﾞｾﾝｻ･ﾕﾆｯﾄ(MVT-3010)2台 測定方式:赤外線測距ｾﾝ
ｻ方式 幅員:3～4.75m対応 測定項目:通過日時,車両速度,車長,車種分類等 記録
媒体:SDｶｰﾄﾞ 電源:専用ﾊﾞｯﾃﾘ opMOVTRA-CABLE(6M):ｾﾝｻ間(ﾒｲﾝ-ｻﾌﾞ)距離6m
用ｹｰﾌﾞﾙ(外部電源接続用ｹｰﾌﾞﾙ(2m)付)

350 株式会社エイテック

351 ニッタ株式会社

MOVTRA-WIDE/ﾕﾆｯﾄｾﾂｿﾞｸﾎﾟｰﾙ 交通量観測ｼｽﾃﾑ
(500mm)×4,ﾕﾆｯﾄｾﾂｿﾞｸﾎﾟｰﾙ
(1200mm)×4

1,000,000

9110-01

3,800,000

ﾊﾟｰﾃｨｸﾙｶｳﾝﾀ

400,000 MOVTRA(ﾓﾊﾞﾄﾗ),WIDE可搬型交通量計測装置(対向2車線用),広幅員ﾓﾃﾞﾙ(広幅
員ｾﾝｻﾌｨﾙﾀ,広幅員用ﾎﾟｰﾙ800/1200mm) ﾕﾆｯﾄ数:ﾒｲﾝｾﾝｻ･ﾕﾆｯﾄ(MVT-3000)2台,

3ヶ月

ｻﾌﾞｾﾝｻ･ﾕﾆｯﾄ(MVT-3010)2台 測定方式:赤外線測距ｾﾝｻ方式 幅員:4.75～6.5m
対応 測定項目:通過日時,車両速度,車長,車種分類等 記録媒体:SDｶｰﾄﾞ 電源:専
用ﾊﾞｯﾃﾘ
B9921準拠) 最小可測粒径:0.1μ
2,600,000 ﾎﾟｰﾀﾌﾞﾙ型気中ﾊﾟｰﾃｨｸﾙｶｳﾝﾀ(ISO21501-4,JIS
ｍ 粒径区分:0.1/0.15/0.2/0.25/0.3/0.5/1.0/5.0μｍ(8粒径同時測定) 試料吸引

3ヶ月

量:28.3L/min 最大可測粒子濃度:100,000個/28.3L 光源:HeNeﾚｰｻﾞｰ
I/F:Ethernet,USB 電源:AC100～240V(50～60Hz),ﾊﾞｯﾃﾘ 消耗品:100020925
NSPR002(ﾌﾟﾘﾝﾀ用紙)

＊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。
＊校正証明書類費用、送料、他別途費用が発生します。在庫についてはお問合わせください。
＊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。
＊国内のみの販売です。また保証は国内のみ有効です。
＊海外企業ならびに海外への輸出販売は行っておりません。
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