
(単位：円）

カテゴリ コード番号 型番 資産名称 メーカー 定価 販売価格 仕様

1
電圧・電流・
電力測定器

0100008666 34420A
ﾅﾉﾎﾞﾙﾄ/ﾏｲｸﾛｵｰﾑ
ﾒｰﾀ

キーサイト・
テクノロジー

452,103 280,000

高感度ﾏﾙﾁﾒｰﾀ(微小ﾚﾍﾞﾙ測定) DC電圧ﾚﾝｼﾞ:1mV～100V 抵抗ﾚﾝ
ｼﾞ:1Ω～1MΩ 温度(使用可能ｾﾝｻ):SPRT,RTD,ｻｰﾐｽﾀ,熱電対 桁
数:7.5 入力ﾁｬﾈﾙ:2 I/F:GPIB,RS-232C 電源:AC100V　※ｹﾙﾋﾞﾝｸﾘｯ
ﾌﾟｾｯﾄ（11062-32101）は添付しておりません。必要時はご相談くだ
さい。

2
電圧・電流・
電力測定器

0100016242
7352A/1108-
001,1111

ﾃﾞｼﾞﾀﾙﾏﾙﾁﾒｰﾀ
エーディー
シー

203,800 140,000

測定ﾌｧﾝｸｼｮﾝ:DCV/ACV/DCI/ACI/Ω/導通/ﾀﾞｲｵｰﾄﾞ/FREQ CH
数:2(Ach,Bch) 最大表示桁数:5 1/2 直流電圧測定範囲:1μV～
1000V,1μV～200V 交流電圧測定範囲:1μV～700V 直流電流測
定範囲:10pA～2A,100μA～10A 交流電流測定範囲:1nA～2A,100
μA～10A 周波数測定範囲:10Hz～300kHz 分解能:1μV/10pA
I/F:USB,GP-IB,RS-232C 電源:AC100V(100/120/220/240切換え
可) op1108-001:温度ｾﾝｻ op1111:ﾀｰﾐﾅﾙｱﾀﾞﾌﾟﾀ

3
電圧・電流・
電力測定器

0100011281 VOAC7521H ﾃﾞｼﾞﾀﾙﾏﾙﾁﾒｰﾀ 岩通計測 104,800 50,000

'最大表示桁数:5 1/2 DCV: (測定ﾚﾝｼﾞ)500mV～1,000V、(周波数範
囲(Hz)) -、(最大分解能)1μV、ACV:(測定ﾚﾝｼﾞ)500mV～750V、(周
波数範囲(Hz)) 15～100k、(最大分解能)1μV、DCI :(測定ﾚﾝｼﾞ)5mA
～10A、(周波数範囲(Hz))-、(最大分解能)10nA、ACI :(測定レン
ジ)5mA～10A、(周波数範囲(Hz))15～5k、(最大分解能)10nA、
Ω:(測定ﾚﾝｼﾞ)50Ω～500MΩ、 (周波数範囲(Hz))-、(最大分解
能)0.1mΩ、備考:I/F(RS-232C)

4
電圧・電流・
電力測定器

0100008610
3193/9602×
6,9604

ﾊﾟﾜｰﾊｲﾃｽﾀ 日置電機 1,506,000 480,000

測定電路:単相～3相4線 電流(A):電流ｾﾝｻによる(op9602) 電圧
(V):6～600(op9602) 電力(W):V･Aの組合せによる 周波数(Hz):-
op9602:AC/DCｸﾗﾝﾌﾟ入力ﾕﾆｯﾄ op9604:ﾌﾟﾘﾝﾀ･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

5
電圧・電流・
電力測定器

0100003644

3194/9600×
6,9603-
01,9604,9605-01

ﾓｰﾀ･ﾊｰﾓﾆｯｸﾊｲﾃｽ
ﾀ

日置電機 2,287,000 1,350,000

※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 測定
電路:単相～3相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)

6
電圧・電流・
電力測定器

0100003557 CDM330 ﾍﾞｸﾄﾙﾏﾙﾁﾒｰﾀ
デンソクテク
ノ

223,100 98,000
ｸﾗﾝﾌﾟ式 ACV:1.5/15/150/300V、ACI(ｸﾗﾝﾌﾟCT:CT-
25C):0.01/0.1/1/5/20A、交流電力:0.01W～10kW、直流電圧、位相
角、周波数

7
電圧・電流・
電力測定器

0100008766 8252 ﾃﾞｼﾞﾀﾙｴﾚｸﾄﾛﾒｰﾀ
エーディー
シー

460,000 253,000 測定範囲 DCI:30pA～30mA DCV:3V～200V 4 1/2桁表示 GP-IB

8
電圧・電流・
電力測定器

0100008767 8340A
ﾃﾞｼﾞﾀﾙ超高抵抗/微
少電流計

エーディー
シー

510,000 250,000
高抵抗測定:10Ω～3×1016Ω ､微少電流測定:10fA~19.999mA 分
解能10fA  DC1100Vのﾌﾛｰﾃｨﾝｸﾞ測定  BCD出力･D/A出力
IF:GPIB
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9
電圧・電流・
電力測定器

0100007542 RM-103 ﾘｯﾌﾟﾙﾉｲｽﾞﾒｰﾀ
計測技術研
究所

403,000 280,000
直流電圧測定ﾚﾝｼﾞ:±6.0000V,±60.000V,±500.00V ﾘｯﾌﾟﾙﾉｲｽﾞ測
定ﾚﾝｼﾞ:300mVp-p,3000mVp-p ｲﾝﾋﾟｰﾀﾞﾝｽ:直流1MΩ,高周波50Ω
ｲﾝﾀｰﾌｪｰｽ:GP-IB 入力端子:BNCｺﾈｸﾀ

10
回路素子・磁
性体測定器

0100010390
E4991A/002,010,8
00,810,820

ｲﾝﾋﾟｰﾀﾞﾝｽｱﾅﾗｲｻﾞ
キーサイト・
テクノロジー

7,172,930 3,950,000

測定ﾊﾟﾗﾒｰﾀ:|Z|,|Y|,θ,R,X,G,B,C,L,Q,D,Γ 測定周波数:1MHz～
3GHz 分解能:1mHz op002:材料測定ﾌｧｰﾑｳｪｱ追加 op010:ﾌﾟﾛｰﾌﾞｽ
ﾃｰｼｮﾝ接続ｷｯﾄ op800:標準周波数基準(DCﾊﾞｲｱｽなし) op810:ｷｰ
ﾎﾞｰﾄﾞ op820:ﾏｳｽ 測定に合わせたﾃｽﾄﾌｨｸｽﾁｬが別途必要

11
回路素子・磁
性体測定器

0100003597
3157/9296×
2,9593-02

保護導通試験器 日置電機 254,000 120,000

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

12
回路素子・磁
性体測定器

0000190010 3554 ﾊﾞｯﾃﾘﾊｲﾃｽﾀ 日置電機 206,500 81,000

(鉛蓄電池の劣化診断用) 抵抗測定ﾚﾝｼﾞ：3.100mΩ/31.00mΩ
/310.0mΩ/3.100Ω、測定ﾚﾝｼﾞ：±6.000V/±60.00V、温度測定範
囲：－10.0～60.0℃、最大許容入力電圧：DC60V（AC入力不可）、
(電源/単3電池×8) ﾃﾞｰﾀ記憶(4800個（USB-I/FにてPCへ転送可))

13
回路素子・磁
性体測定器

0100014638
E4360A/908,E436
1A×2(E4367A)

太陽電池ｼﾐｭﾚｰﾀ
キーサイト・
テクノロジー

1,647,939 1,100,000
太陽電池の出力特性(I-V曲線)をｼﾐｭﾚｰﾄ I/F:LAN,USB,GPIB 電源
入力:AC100,120,220,240V(50,60,400Hz) op908:ﾗｯｸﾏｳﾝﾄ･ｷｯﾄ
opE4361A:太陽電池ｼﾐｭﾚｰﾀDCﾓｼﾞｭｰﾙ(510W,65V,8.5A)

14
周波数・時間
測定器

0000200001 53181A/010,030 周波数ｶｳﾝﾀ
キーサイト・
テクノロジー

505,903 355,000
周波数範囲(Hz):1M～3G 表示桁数:10 ｴｰｼﾞﾝｸﾞﾚｰﾄ:5×10^-10/日
備考:GP-IB付 op010:高安定ﾀｲﾑﾍﾞｰｽ op030:3GHzﾁｬﾝﾈﾙ

15
周波数・時間
測定器

0100010213 TDC-300 ﾀｲﾑﾃﾞｰﾀｸﾛｯｸ
セイコータイ
ムシステム

180,000 80,000
時計部 内蔵水晶精度:平均週差±0.7秒 時刻修正:NHK-FM放送
の時報による修正,FMﾗｼﾞｵ 受信周波数:76MHz～90MHz,TV1ch～
3ch ｼﾘｱﾙ時刻ﾃﾞｰﾀ出力,TDC I/F出力 ,LFR I/F,ANT

16 波形測定器 0100018593
16950B/064,E538
2A×3,E5382B

ｽﾃｰﾄﾛｼﾞｯｸｱﾅﾗｲｻﾞ
ﾓｼﾞｭｰﾙ

キーサイト・
テクノロジー

7,181,720 359,000

16900ｼﾘｰｽﾞ用、4GHzﾀｲﾐﾝｸﾞ/667MHzｽﾃｰﾄ、68ch(最大5ﾓｼﾞｭｰﾙ
搭載時340ch) 最高ﾀｲﾐﾝｸﾞｻﾝﾌﾟﾘﾝｸﾞﾚｰﾄ:1.2GHz/600MHz(ﾊｰﾌ/ﾌﾙ)
最高ｽﾃｰﾄｸﾛｯｸﾚｰﾄ:667MHz op064:ﾒﾓﾘ長:64M opE5382A:ｼﾝｸﾞﾙｴﾝ
ﾄﾞﾌﾗｲﾝｸﾞﾘｰﾄﾞﾌﾟﾛｰﾌﾞｾｯﾄ(90ﾋﾟﾝ･ｹｰﾌﾞﾙｺﾈｸﾀ付) opE5382B:ｼﾝｸﾞﾙｴﾝ
ﾄﾞﾌﾗｲﾝｸﾞﾘｰﾄﾞﾌﾟﾛｰﾌﾞｾｯﾄ(90ﾋﾟﾝ･ｹｰﾌﾞﾙｺﾈｸﾀ付)

17 波形測定器 0100012721 DPO7104C
ﾃﾞｼﾞﾀﾙ･ﾌｫｽﾌｧ･ｵｼﾛ
ｽｺｰﾌﾟ

ＴＦＦ　テクト
ロニクス社

2,581,200 1,800,000

周波数帯域:DC～1GHz 現象数:4 最高ｻﾝﾌﾟﾙﾚｰﾄ:20GS/s(1ch時)
垂直分解能:8bit ﾚｺｰﾄﾞ長:50M(1ch) 付属ﾌﾟﾛｰﾌﾞ(型番･数):P6139B
受動ﾌﾟﾛｰﾌﾞ×4 I/F:GP-IB,Ethernet(10/100/1000BASE-T),USB2.0
CD-R/W,DVD-Rﾄﾞﾗｲﾌﾞ付

18 波形測定器 0100000749 DPO7354
ﾃﾞｼﾞﾀﾙ･ﾌｫｽﾌｧ･ｵｼﾛ
ｽｺｰﾌﾟ

ＴＦＦ　テクト
ロニクス社

4,881,200 800,000
周波数帯域:DC～3.5GHz、現象数:4、最高ｻﾝﾌﾟﾙﾚｰﾄ:40GS/s(1ﾁｬ
ﾈﾙ時)、垂直分解能:8bit、ﾚｺｰﾄﾞ長(word/ch):40M(1ch)、ﾊﾟｯｼﾌﾞﾌﾟﾛｰ
ﾌﾞ(10:1,500MHz)×4付属 GP-IB,LAN,USB,CD-R/W

19 波形測定器 0100014753
DSA71254C/ERR
DT,PCE

ﾃﾞｼﾞﾀﾙｼﾘｱﾙｱﾅﾗｲ
ｻﾞ

ＴＦＦ　テクト
ロニクス社

18,707,100 2,800,000

周波数帯域:12.5GHz 入力ﾁｬﾈﾙ数:4ch 垂直分解能:8bit 最大ﾚｺｰ
ﾄﾞ長:31.25Mﾎﾟｲﾝﾄ(4ch時) ﾌﾟﾛｰﾌﾞ:無(ｵﾌﾟｼｮﾝ)
I/F:GPIB,LAN.USB2.0,TekLink,RS-232C 電源:AC100～240V
opERRDT:ﾌﾚｰﾑ/ﾋﾞｯﾄ･ｴﾗｰﾚｰﾄ･ﾃﾞｨﾃｸﾀ opPCE:PCI Express測定ｿ
ﾌﾄｳｪｱ
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20 波形測定器 0100017483

DSA90804A/009,0
14,800,805,821,N5
413B-001

ﾃﾞｼﾞﾀﾙｵｼﾛｽｺｰﾌﾟ
キーサイト・
テクノロジー

14,629,636 2,000,000

Infiniium90000ｼﾘｰｽﾞ(DSAﾓﾃﾞﾙ:SDA,EZJIT Plus,帯域制限･ﾉｲｽﾞﾘﾀﾞ
ｸｼｮﾝｿﾌﾄｳｪｱ,50Mﾎﾟｲﾝﾄ･ﾒﾓﾘ標準付属) ﾁｬﾈﾙ数:4 周波数帯
域:8GHz 最高ｻﾝﾌﾟﾙﾚｰﾄ(4ch同時):40GS/s 最大ﾚｺｰﾄﾞ長(4ch
時):50Mﾎﾟｲﾝﾄ/ch 垂直軸分解能:8bit ﾌﾟﾛｰﾌﾞI/F:AutoProbe IOﾎﾟｰ
ﾄ:USB2.0(A,B),RS-232C 電源:AC100～240V op009:InfiniiScan波
形･ｲﾍﾞﾝﾄ検索ｿﾌﾄｳｪｱ op014:ｱﾄﾞﾊﾞﾝｽﾄﾞInfiniiSim波形変換ﾂｰﾙｾｯﾄ
op800:ｽﾀﾝﾀﾞｰﾄﾞ･ﾊｰﾄﾞﾄﾞﾗｲﾌﾞ op805:GPIBｶｰﾄﾞ･ｲﾝﾀﾌｪｰｽ op821:追
加の精密BNC-SMAｱﾀﾞﾌﾟﾀ2個 opN5413B-001:DDR2/LPDDR2ｺﾝﾌﾟ
ﾗｲｱﾝｽﾃｽﾄ･ｱﾌﾟﾘｹｰｼｮﾝ

21 波形測定器 0100015884

DSA90804A/009,8
00,805,821,N5465
A-
002,N5471A,N547
1B

ﾃﾞｼﾞﾀﾙｵｼﾛｽｺｰﾌﾟ
キーサイト・
テクノロジー

18,532,624 2,540,000

周波数帯域:DC～13GHz 現象数:4 最高ｻﾝﾌﾟﾙﾚｰﾄ:40GS/s 垂直分
解能:8bit ﾒﾓﾘ容量:50Mﾎﾟｲﾝﾄ(4ch) I/F:LAN,GP-IB,RS-
232C,USB2.0 電源:AC100～240V op009:IinfiniiScan波形･ｲﾍﾞﾝﾄ検
索ｿﾌﾄｳｪｱ op800:ｽﾀﾝﾀﾞｰﾄﾞHD op805:GPIBｶｰﾄﾞ･ｲﾝﾀﾌｪｰｽ op821:
精密BNC-SMAｱﾀﾞﾌﾟﾀ2個 opN5465A-002:ｱﾄﾞﾊﾞﾝｽﾄﾞInfiniiSim波形
変換ﾂｰﾙｾｯﾄ opN5471A:DSA/DSO91204AからDSA/DSO91304A
へのｱｯﾌﾟｸﾞﾚｰﾄﾞ(12GHz→13GHz) opN5471B:DSA/DSO90804Aから
DSA/DSO91204Aへのｱｯﾌﾟｸﾞﾚｰﾄﾞ(8GHz→12GHz)

22 波形測定器 0100014468
DSO9104A/002,0
09,100

ﾃﾞｼﾞﾀﾙｵｼﾛｽｺｰﾌﾟ
キーサイト・
テクノロジー

4,396,133 2,640,000

周波数帯域:DC～1GHz 現象数:4ch 最高ｻﾝﾌﾟﾙﾚｰﾄ(S/s):10G(4ﾁｬ
ﾈﾙ) 垂直分解能(bit):8 ﾒﾓﾘ長:100M(4ﾁｬﾝﾈﾙ) I/F:LAN,USB2.0,RS-
232C op002:EZJITｼﾞｯﾀ解析ｿﾌﾄｳｪｱ op009:InfiniiScan op100:ﾒﾓﾘ･
ｱｯﾌﾟｸﾞﾚｰﾄﾞ(100Mﾎﾟｲﾝﾄ/4ch)

23 波形測定器 0100013307
DSO9404A/002,0
03,009,019,035

ﾃﾞｼﾞﾀﾙｵｼﾛｽｺｰﾌﾟ
キーサイト・
テクノロジー

6,350,630 3,480,000

周波数帯域:DC～4GHz 現象数:4ch 最高ｻﾝﾌﾟﾙﾚｰﾄ(S/s):10G(4ﾁｬ
ﾈﾙ) 垂直分解能(bit):8 ﾒﾓﾘ長(ﾎﾟｲﾝﾄ/ch):20M(4ﾁｬﾝﾈﾙ)
I/F:LAN,USB2.0,RS-232C op002:EZJITｼﾞｯﾀ解析ｿﾌﾄｳｪｱ op003:高
速SDAおよびｸﾛｯｸ･ﾘｶﾊﾞﾘ op009:InfiniiScan op019:MIPI D-PHYﾄﾘｶﾞ
/ﾃﾞｺｰﾄﾞ op035:MIPI D-PHYｺﾝﾌﾟﾗｲｱﾝｽ･ｱﾌﾟﾘｹｰｼｮﾝ

24 波形測定器 0100014246 DSOX3104A ﾃﾞｼﾞﾀﾙｵｼﾛｽｺｰﾌﾟ
キーサイト・
テクノロジー

1,516,806 550,000

帯域幅:1GHz ﾁｬﾈﾙ数:4 最高ｻﾝﾌﾟﾘﾝｸﾞﾚｰﾄ:2GS/s(chあた
り),4GS/s(ﾊｰﾌﾁｬﾈﾙ･ｲﾝﾀﾘｰﾌﾞ) ﾒﾓﾘ容量:1Mﾎﾟｲﾝﾄ(chあたり),2Mﾎﾟｲ
ﾝﾄ(ﾊｰﾌﾁｬﾈﾙ･ｲﾝﾀﾘｰﾌﾞ) 垂直分解能:8bit I/F:USB2.0 付属ﾌﾟﾛｰﾌﾞ:
ﾊﾟｯｼﾌﾞﾌﾟﾛｰﾌﾞN2890A×4(500MHz,減衰比10:1)

25 波形測定器 0100014397 MSO9104A/009 ﾃﾞｼﾞﾀﾙｵｼﾛｽｺｰﾌﾟ
キーサイト・
テクノロジー

3,500,024 1,800,000

周波数帯域:DC～1GHz 現象数:4ch(ｱﾅﾛｸﾞ)+16ch(ﾃﾞｼﾞﾀﾙ) 最高ｻﾝ
ﾌﾟﾙﾚｰﾄ(S/s):10G(4ch) 垂直分解能(bit):8 ﾒﾓﾘ長(ﾎﾟｲﾝﾄ
/ch):20M(4ch) I/F:LAN,USB2.0,RS-232C 付属ﾌﾟﾛｰﾌﾞ:N2873A×
4(500MHz),ﾛｼﾞｯｸ･ﾌﾟﾛｰﾌﾞ op009:InfiniiScan

26 波形測定器 0100016158
MSOX3054A/805,
LSS

ﾃﾞｼﾞﾀﾙｵｼﾛｽｺｰﾌﾟ
キーサイト・
テクノロジー

1,510,964 450,000

ｱﾅﾛｸﾞ帯域幅:500MHz ﾁｬﾈﾙ数:4(ｱﾅﾛｸﾞ)+16(ﾃﾞｼﾞﾀﾙ) 最高ｻﾝﾌﾟﾘﾝ
ｸﾞﾚｰﾄ(ｱﾅﾛｸﾞ):2GS/s(chあたり),4GS/s(ﾊｰﾌﾁｬﾈﾙ･ｲﾝﾀﾘｰﾌﾞ) ﾒﾓﾘ容
量(ｱﾅﾛｸﾞ):1Mﾎﾟｲﾝﾄ(chあたり),2Mﾎﾟｲﾝﾄ(ﾊｰﾌﾁｬﾈﾙ･ｲﾝﾀﾘｰﾌﾞ) 垂直
分解能:8bit I/F:USB2.0,LAN(op805) 付属ﾌﾟﾛｰﾌﾞ:ﾊﾟｯｼﾌﾞﾌﾟﾛｰﾌﾞ
N2890A×4(500MHz,減衰比10:1),ﾛｼﾞｯｸﾌﾟﾛｰﾌﾞN6450-60001(16ch)
op805:LAN/VGAﾓｼﾞｭｰﾙ opLSS:I^2C/SPIﾛｰｽﾋﾟｰﾄﾞ･ｼﾘｱﾙﾃﾞｺｰﾄﾞ

27 波形測定器 0100003808

710130-M-
HJ/B5,M2,P4,C11,
F1,C8,F4(DLM205
4)

ﾐｯｸｽﾄﾞｼｸﾞﾅﾙｵｼﾛｽ
ｺｰﾌﾟ

横河電機 1,791,000 1,100,000

周波数帯域：DC～500MHz、感度div：10mV～10V/div、最高ｻﾝﾌﾟﾙ
ﾚｰﾄ：1.25GS/s、垂直分解能ﾒﾓﾘ長：8bit、CH：4、opB5：内蔵ﾌﾟﾘﾝﾀ、
opM2：ﾒﾓﾘ拡張(連続6.25Mﾎﾟｲﾝﾄ/ｼﾝｸﾞﾙ62.5Mﾎﾟｲﾝﾄ)、opP4：4chﾓ
ﾃﾞﾙ用ﾌﾟﾛｰﾌﾞ電源、opC11：GP-IB+Ethernet Interface、op C8：内蔵
ｽﾄﾚｰｼﾞ(1.8GB)、opF1：UARTﾄﾘｶﾞ&解析、opF4：CAN+LINﾄﾘｶﾞ&解
析、消耗品:9000129　B9988AE(紙)

28 波形測定器 0100001503 11970W/009,C01 ﾊｰﾓﾆｯｸﾐｷｻ
キーサイト・
テクノロジー

589,962 280,000

周波数ﾚﾝｼﾞ(GHz):75～110 LO高調波次数:18+ 変換ﾛｽ(dB):47 雑
音ﾚﾍﾞﾙ(dBm):-85 周波数ﾚｽﾎﾟﾝｽ(dB):±3.0 利得圧縮ﾚﾍﾞﾙ(dBm):-
1 op009:接続ｷｯﾄ SMAｹｰﾌﾞﾙ3本 opC01:改善されたEMC放射妨害
感受性

29 波形測定器 0100004572 11974V/001 ﾌﾟﾘｾﾚｸﾄﾐﾘ波ﾐｷｻ
キーサイト・
テクノロジー

2,567,323 1,500,000

周波数範囲:50～75GHz 感度:≦-95dBm LO入力/IF出力:SMAｺﾈｸ
ﾀ op001:ｷｬﾘﾌﾞﾚｰｼｮﾝのためのRF入力断路器 ※ｺﾝﾊﾟﾁﾋﾞﾘﾃｨに条
件あり ﾃﾞｰﾄｺｰﾄﾞ2948以前の8560A,61B,66B/全ての
70907A,8561A,62A/Bはｱｯﾌﾟｸﾞﾚｰﾄﾞが必要(8560A/002付はｱｯﾌﾟｸﾞ
ﾚｰﾄﾞ対応不可)

30 波形測定器 0100012902
N9030A/513,P13,
PC4

ｼｸﾞﾅﾙｱﾅﾗｲｻﾞ
キーサイト・
テクノロジー

7,734,097 4,260,000

周波数範囲:3Hz～13.6GHz(op513) 分解能帯域幅:1Hz～
3MHz,4,5,6,8MHz 測定ﾚﾍﾞﾙ(dBm):-163～+30dBm RF入力:N(ﾒｽ),50
Ω I/F:GP-IB,USB2.0,LAN(100Base-T) op513:周波数3Hz～
13.6GHz opP13:ﾌﾟﾘｱﾝﾌﾟ,13.6GHz opPC4:ﾃﾞｭｱﾙｺｱ･ﾊｲﾊﾟﾌｫｰﾏﾝｽﾌﾟ
ﾛｾｯｻ



(単位：円）

カテゴリ コード番号 型番 資産名称 メーカー 定価 販売価格 仕様

31 波形測定器 0100011915

N9030A/526,B25,
EA3,LNP,MPB,P2
6,N9080A-1FP

ｼｸﾞﾅﾙｱﾅﾗｲｻﾞ
キーサイト・
テクノロジー

11,679,054 5,840,000

周波数範囲:3Hz～26.5GHz(op526)、分解能:1Hz～
3MHz,4,5,6,8MHz 測定ﾚﾍﾞﾙ(dBm):-170～+30dBm RF入力:N(ﾒｽ)50
Ω I/F:GP-IB,USB2.0,LAN(100Base-T) op526:周波数3Hz～
26.5GHz、opB25:25MHz解析帯域幅、opEA3:3.6GHz電子式ｱｯﾃﾈｰ
ﾀ､opLNP:低雑音経路 opMPB:ﾏｲｸﾛ波ﾌﾟﾘｾﾚｸﾀ･ﾊﾞｲﾊﾟｽ opP26:ﾌﾟﾘｱ
ﾝﾌﾟ、opN9080A-1FP:LTE FDD測定ｱﾌﾟﾘｹｰｼｮﾝ

32 波形測定器 0100014735 N9340B/PA3
ﾊﾝﾄﾞﾍﾙﾄﾞｽﾍﾟｸﾄﾗﾑｱ
ﾅﾗｲｻﾞ

キーサイト・
テクノロジー

955,727 245,000

HSAｼﾘｰｽﾞ 周波数範囲:100kHz～3GHz 分解能帯域幅:30Hz～
1MHz 測定ﾚﾍﾞﾙ:-144～+20dBm ｺﾈｸﾀ:N型(ﾒｽ)50Ω
I/F:USB1.1(A,B),LAN 電源:ACｱﾀﾞﾌﾟﾀ,Li-ionﾊﾞｯﾃﾘ opPA3:3GHzﾌﾟﾘｱ
ﾝﾌﾟ(1MHz～3GHz,20dB)

33 波形測定器 0100017035

MS2691A/001,003
,008,MA24106A,M
X269020A,MX269
030A,MX703721A
-010,B0589A

ｼｸﾞﾅﾙｱﾅﾗｲｻﾞ アンリツ 9,143,000 1,100,000

周波数範囲:50Hz～13.5GHz 分解能帯域幅:1Hz～1MHz(1-3ｼｰｹﾝ
ｽ) 測定ﾚﾍﾞﾙ:-166～+30dBm(op008) 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) opMA24106A:USBﾊﾟﾜｰｾﾝｻ
opMX269020A:LTE FDD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)

34 波形測定器 0100009592

MS2691A/001,003
,008,MX269010A,
MX269020A,MX26
9021A,B0479

ｼｸﾞﾅﾙｱﾅﾗｲｻﾞ アンリツ 10,930,000 1,310,000

周波数範囲:50Hz～13.5GHz 分解能帯域幅:30～3MHz（1-3ｼｰｹﾝ
ｽ)5,10,20MHz 最大入力ﾚﾍﾞﾙ:連続波平均電力±30dBm(入力ｱｯﾃ
ﾈｰﾀ≧10dB) RF入力:N(f),50Ω I/F:Ethernet/GP-
IB(1EEE488.2)/USB2.0 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) opMX269010A:Mobile WiMAX測定ｿﾌﾄｳｪｱ
opMX269020A:LTEﾀﾞｳﾝﾘﾝｸ測定ｿﾌﾄｳｪｱ opMX269021A:LTEｱｯﾌﾟﾘﾝ
ｸ測定ｿﾌﾄｳｪｱ opB0479:ｿﾌﾄｷｬﾘﾝｸﾞｹｰｽ

35 波形測定器 0100015703
MS2691A/001,003
,008,MX269011A

ｼｸﾞﾅﾙｱﾅﾗｲｻﾞ アンリツ 6,708,000 810,000

周波数範囲:50Hz～13.5GHz 分解能帯域幅:1Hz～1MHz(1-3ｼｰｹﾝ
ｽ) 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) opMX269011A:W-CDMA/HSPAﾀﾞｳﾝﾘﾝｸ測定ｿﾌﾄ
ｳｪｱ

36 波形測定器 0100013461

MS2712E/0009,00
42,0043,0062,0063
,0541,0542,65681,
J0133C,YP-
1079B

ｽﾍﾟｸﾄﾗﾑﾏｽﾀ アンリツ 2,759,410 1,650,000

周波数範囲:100kHz～4GHz 測定ﾚﾍﾞﾙ:-162～+26dBm 分解能帯域
幅:10Hz～3MHz ｺﾈｸﾀ:N型(ﾒｽ)50Ω I/F:USB(Type-A,mini-B) ﾏｯﾌﾟ
ﾏｽﾀ･ｿﾌﾄｳｪｱ付 op0009:復調帯域幅拡張(20MHz)
op0042:cdmaOne/CDMA2000 1X RF測定機能
op0043:cdmaOne/CDMA2000 1X 復調機能 op0062:CDMA2000
1xEV-DO RF測定機能 op0063:CDMA2000 1xEV-DO 復調機能
op0541:LTE RF測定機能 op0542:LTE 復調機能 op65681:ｿﾌﾄｷｬﾘﾝ
ｸﾞｹｰｽ opJ0133C:同軸ｺｰﾄﾞ(2m) opYP-1079B:ﾙﾋﾞｼﾞｳﾑ基準信号発
生器

37 波形測定器 0100009301
MS2830A/002,006
,008,041

ｼｸﾞﾅﾙｱﾅﾗｲｻﾞ アンリツ 2,508,000 510,000

周波数範囲:9k～6GHz(op041) 最大入力ﾚﾍﾞﾙ:連続波平均電力
+10dBm(入力ｱｯﾃﾈｰﾀ0dB,op008) 分解能帯域幅:1Hz～3MHz(1-3
ｼｰｹﾝｽ),50kHz,5MHz,10MHz,20MHz,31.25MHz RF入力:N(f)50Ω
I/F:Ethernet(10/100/1000BASE-T),GPIB,USB(B),USB(A) op002:高
安定基準発振器 op006:解析帯域幅10MHz op008:ﾌﾟﾘｱﾝﾌﾟ
op041:6GHzｼｸﾞﾅﾙｱﾅﾗｲｻﾞ

38 波形測定器 0100015394

MS2830A/002,006
,021,022,041,066,
MX269017A,MX26
9902A

ｼｸﾞﾅﾙｱﾅﾗｲｻﾞ アンリツ 5,858,000 1,170,000

周波数範囲:9kHz～6GHz(op041) 分解能帯域幅:1Hz～3MHz(1-3
ｼｰｹﾝｽ),50kHz,5,10MHz 測定ﾚﾍﾞﾙ:-153～+30dBm RF入力:N(ﾒ
ｽ)50Ω I/F:Ethernet,GPIB,USB 2.0(A,B) op002:高安定基準発振器
(ｴｰｼﾞﾝｸﾞﾚｰﾄ±1×10^-8/日) op006:解析帯域幅(10MHz)
op021:6GHzﾍﾞｸﾄﾙ信号発生器 op022:ﾍﾞｸﾄﾙ信号発生器用ﾛｰﾊﾟﾜｰ
拡張 op041:周波数範囲(9kHz～6GHz) op066:低位相雑音
opMX269017A:ﾍﾞｸﾄﾙ変調解析ｿﾌﾄｳｪｱ opMX269902A:TDMA
IQproducer

39 波形測定器 0100011276 MS2830A/040,062 ｼｸﾞﾅﾙｱﾅﾗｲｻﾞ アンリツ 1,588,000 320,000

周波数範囲:9k～3.6GHz(op040) 最大入力ﾚﾍﾞﾙ:連続波平均電力
+20dBm(入力ｱｯﾃﾈｰﾀ0dB) 分解能帯域幅:1Hz～3MHz(1-3ｼｰｹﾝ
ｽ),50kHz,5MHz,10MHz,20MHz,31.25MHz RF入力:N(f)50Ω
I/F:Ethernet(10/100/1000BASE-T),GPIB,USB(B),USB(A)
op040:3.6GHzｼｸﾞﾅﾙｱﾅﾗｲｻﾞ op062:低位相雑音

40 波形測定器 0100015385 FSC6-16/B22 ｽﾍﾟｸﾄﾗﾑｱﾅﾗｲｻﾞ
Ｒｏｈｄｅ　＆
Ｓｃｈｗａｒｚ

1,329,000 800,000

周波数範囲:9kHz～6GHz 分解能帯域幅:10Hz～3MHz 入力ﾚﾍﾞﾙ:-
161～+20dBm RF入力ｺﾈｸﾀ:N(ﾒｽ)50Ω ﾄﾗｯｷﾝｸﾞｼﾞｪﾈﾚｰﾀ:100kHz
～6GHz,N(ﾒｽ)50Ω I/F:USB1.1(A,B端子),LAN 電源:AC100～
240V,DC14V～16V opB22:ﾌﾟﾘｱﾝﾌﾟ(100kHz～6GHz)

41 波形測定器 0100016081

FSH4-
04/K40,K46,K47-
02,K50,HA-Z222

ﾊﾝﾄﾞﾍﾙﾄﾞｽﾍﾟｸﾄﾗﾑｱ
ﾅﾗｲｻﾞ

Ｒｏｈｄｅ　＆
Ｓｃｈｗａｒｚ

2,024,000 1,200,000

周波数範囲:9kHz～3.6GHz(ﾓﾃﾞﾙ04) 分解能帯域幅:10Hz～3MHz
表示平均雑音ﾚﾍﾞﾙ:-161(ﾌﾟﾘｱﾝﾌﾟ内蔵) 最大入力ﾚﾍﾞﾙ:30dBm(CW)
ｺﾈｸﾀ:N(ﾒｽ),50Ω I/F:LAN,USB 電源:ACｱﾀﾞﾌﾟﾀ,ﾊﾞｯﾃﾘ
opK40:LAN/USB経由ﾘﾓｰﾄ･ｺﾝﾄﾛｰﾙ opK46:CDMA2000 BTSﾊﾟｲﾛｯ
ﾄ･ﾁｬﾝﾈﾙおよびEVM測定ｱﾌﾟﾘｹｰｼｮﾝ opK47-02:1xEV-DO ﾊﾟｲﾛｯﾄ･
ﾁｬﾝﾈﾙおよびEVM測定ｱﾌﾟﾘｹｰｼｮﾝ opK50:LTE FDD ﾀﾞｳﾝﾘﾝｸ,ﾊﾟｲ
ﾛｯﾄ･ﾁｬﾝﾈﾙおよびEVM測定ｱﾌﾟﾘｹｰｼｮﾝ opHA-Z222:ｷｬﾘﾝｸﾞﾎﾙｽﾀ



(単位：円）
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42 波形測定器 0100015384 FSL18-28 ｽﾍﾟｸﾄﾗﾑｱﾅﾗｲｻﾞ
Ｒｏｈｄｅ　＆
Ｓｃｈｗａｒｚ

3,063,000 1,750,000

周波数範囲:9kHz～18GHz 分解能帯域幅:300Hz～10MHz,20MHz
入力ﾚﾍﾞﾙ:-140～+20dBm ｴｰｼﾞﾝｸﾞﾚｰﾄ:1×10^-7/年(opB4標準装
備) RF入力ｺﾈｸﾀ:N(ﾒｽ)50Ω ﾄﾗｯｷﾝｸﾞｼﾞｪﾈﾚｰﾀ:10MHz～18GHz,N(ﾒ
ｽ)50Ω I/F:LAN 電源:AC100～240V

43 波形測定器 0100012668

FSV13/B1,B14,B1
8,B22,B25,K72,K1
00,S11,S100,S51,
SUCOFLEX106

ｼｸﾞﾅﾙｱﾅﾗｲｻﾞ
Ｒｏｈｄｅ　＆
Ｓｃｈｗａｒｚ

9,107,000 1,630,000

周波数範囲(Hz):9kHz～13.6GHz 分解能帯域幅(Hz):1～10MHz 測
定ﾚﾍﾞﾙ(dBm):-151～+30dBm ｺﾈｸﾀ種類:N型(ﾒｽ)50Ω opB1:調整可
能ｷｬﾘﾝｸﾞ･ﾊﾝﾄﾞﾙ付ｹｰｽ opB14:超高安定ﾘﾌｧﾚﾝｽｵｼﾚｰﾀ(4×10^9/
年) opB18:ﾘﾑｰﾊﾞﾌﾞﾙSSD opB22:ﾌﾟﾘｱﾝﾌﾟ(9kHz～7GHz) opB25:電
子式ｱｯﾃﾈｰﾀ(1dBｽﾃｯﾌﾟ) opK72:3GPP BS(DL)解析(HSDPA)
opK100:LTE BS(DL)解析 opS11:RFﾌｨﾙﾀﾎﾞｯｸｽ(3ﾊﾟｽ)
opS100:LTE/3G FDD BTS/eNB TXﾃｽﾄｿﾌﾄｳｪｱ opS51:ﾊｰﾄﾞｷｬﾘﾝｸﾞ
ｹｰｽ opSUCOFLEX106:N(ｵｽ)-N(ｵｽ)ﾌｨﾙﾀﾎﾞｯｸｽ接続用RFｹｰﾌﾞﾙ
(1m)

44 波形測定器 0100012780

FSV13/B1,B18,B2
2,B25,K72,K100,S
16,S100,SUCOFL
EX106

ｼｸﾞﾅﾙｱﾅﾗｲｻﾞ
Ｒｏｈｄｅ　＆
Ｓｃｈｗａｒｚ

8,389,000 1,500,000

周波数範囲(Hz):9kHz～13.6GHz 分解能帯域幅(Hz):1～10MHz 測
定ﾚﾍﾞﾙ(dBm):-151～+30dBm ｺﾈｸﾀ種類:N型(ﾒｽ)50Ω opB1:調整可
能ｷｬﾘﾝｸﾞ･ﾊﾝﾄﾞﾙ付ｹｰｽ opB18:ﾘﾑｰﾊﾞﾌﾞﾙSSD opB22:ﾌﾟﾘｱﾝﾌﾟ(9kHz
～7GHz) opB25:電子式ｱｯﾃﾈｰﾀ(1dBｽﾃｯﾌﾟ) opK72:3GPP BS(DL)解
析(HSDPA) opK100:LTE BS(DL)解析 opS16:RFﾌｨﾙﾀﾎﾞｯｸｽ(6ｾｸﾀ対
応) opS100:LTE/3G FDD BTS/eNB TXﾃｽﾄｿﾌﾄｳｪｱ
opSUCOFLEX106:N(ｵｽ)-N(ｵｽ)ﾌｨﾙﾀﾎﾞｯｸｽ接続用RFｹｰﾌﾞﾙ(1m)

45 波形測定器 0100015386
FSVR7/B4-
02,B22,B25,K40

ﾘｱﾙﾀｲﾑｽﾍﾟｸﾄﾗﾑｱ
ﾅｲﾗｻﾞ

Ｒｏｈｄｅ　＆
Ｓｃｈｗａｒｚ

7,790,000 4,880,000

周波数範囲:10Hz～7GHz 分解能帯域幅:1Hz～10MHz 測定ﾚﾍﾞﾙ:-
163～+30dBm ｺﾈｸﾀ種類:N型(ﾒｽ)50Ω I/F:USB2.0,LAN.GPIB 電
源:AC100～240V opB4-02:OCXO基準発振器(±1×10^-7/年)
opB22:ﾌﾟﾘｱﾝﾌﾟ(9kHz～7GHz) opB25:電子式ｱｯﾃﾈｰﾀ(1dBｽﾃｯﾌﾟ)
opK40:位相雑音測定 ※残光ﾓｰﾄﾞ,ｽﾍﾟｸﾄﾛｸﾞﾗﾑ表示機能

46 波形測定器 0100017349

RSA5103A/22,50,
59,200,SignalVu-
PC

ｼｸﾞﾅﾙｱﾅﾗｲｻﾞ
ＴＦＦ　テクト
ロニクス社

4,787,800 3,400,000

周波数範囲:1Hz～3GHz 分解能帯域幅:0.1Hz～5MHz 最大入力ﾚ
ﾍﾞﾙ:+30dBm ｺﾈｸﾀ:N(ﾒｽ),50Ω ｴｰｼﾞﾝｸﾞﾚｰﾄ:1×10^-9/年
I/F:GPIB,LAN,USB2.0 電源:AC90～264V(50～60Hz),AC90～
132V(400Hz) op22:OFDM解析 op50:内蔵ﾌﾟﾘｱﾝﾌﾟ(1MHz～3GHz)
op59:内蔵HDD(160GB) op200:拡張DPX/DPX掃引,ﾀｲﾑ･ｸｵﾘﾌｧｲ,ﾗﾝ
ﾄ･ﾄﾘｶﾞ,ｾﾞﾛｽﾊﾟﾝDPX opSignalVu-PC:信号解析ｿﾌﾄｳｪｱ(PCで動作)

47
発振器・信号
発生器

0100014613
E8257D/520,1E1,1
ED,UNW,UNX

ﾏｲｸﾛ波ｼｸﾞﾅﾙｼﾞｪﾈ
ﾚｰﾀ

キーサイト・
テクノロジー

5,145,138 3,350,000

PSGｼﾘｰｽﾞ 周波数範囲:250kHz～20GHz(op520) 周波数分解
能:0.001Hz(CW) 出力ﾚﾍﾞﾙ:-135～+15dBm(0.4～3.2GHz,op520,1E1)
ｺﾈｸﾀ:N(ﾒｽ)50Ω(op1ED) ｴｰｼﾞﾝｸﾞﾚｰﾄ:<±2.5×10^-10/日
I/F:GPIB,LAN op520:周波数範囲(250kHz～20GHz) op1E1:内蔵ｽ
ﾃｯﾌﾟｱｯﾃﾈｰﾀ op1ED:N型(ﾒｽ)RF出力ｺﾈｸﾀ opUNW:高速ﾊﾟﾙｽ変調
opUNX:超低位相雑音

48
発振器・信号
発生器

0100015433
E8257D/567,1E1,1
EU,UNT,UNW,UNX

ﾏｲｸﾛ波ｼｸﾞﾅﾙｼﾞｪﾈ
ﾚｰﾀ

キーサイト・
テクノロジー

12,244,552 8,600,000

PSGｼﾘｰｽﾞ 周波数範囲:250kHz～67GHz(op567) 周波数分解
能:0.001Hz(CW) 出力ﾚﾍﾞﾙ:-110～+19dBm(0.4～
3.2GHz,op567,1E1,1EU) ｺﾈｸﾀ:1.85mm(ｵｽ)50Ω(op567) ｴｰｼﾞﾝｸﾞﾚｰ
ﾄ:<±2.5×10^-10/日 I/F:GPIB,LAN op567:周波数範囲(250kHz～
67GHz) op1E1:内蔵ｽﾃｯﾌﾟｱｯﾃﾈｰﾀ op1EU:高出力ﾊﾟﾜｰ opUNT:AM･
FM･位相変調,LF出力 opUNW:高速ﾊﾟﾙｽ変調 opUNX:超低位相雑
音

49
発振器・信号
発生器

0100014794 E8257DS15 ﾐﾘ波信号源ﾓｼﾞｭｰﾙ
キーサイト・
テクノロジー

2,531,991 1,670,000

Agilent PSG信号発生器用(PSGの対応周波数を拡張,OML
社:S15MS-AG) 入力周波数:12.5～18.7GHz 出力周波数:50.0～
75.0GHz RF入力:PSG(E82x7C/D)+op1EA(ﾊｲﾊﾟﾜｰ)より供給 RF出
力:+8dBm 入力ﾎﾟｰﾄ:SMA(ﾒｽ) 出力ﾎﾟｰﾄ:WR-15 電
源:PSG(E82x7C/D)より供給

50
発振器・信号
発生器

0100018711
N5182B/099,320,5
03,UNW

RFﾍﾞｸﾄﾙ信号発生
器

キーサイト・
テクノロジー

2,850,266 1,570,000

MXG Xｼﾘｰｽﾞ 周波数範囲:9kHz～3GHz(op503) 周波数分解
能:0.001Hz 出力ﾚﾍﾞﾙ:-110～+18dBm ｺﾈｸﾀ:N(ﾒｽ)50Ω ｴｰｼﾞﾝｸﾞﾚｰ
ﾄ:<±5×10^-10/日 I/F:GPIB,LAN(1000BaseT),USB2.0(A,B) 電
源:AC100～120V(50,60,400Hz),AC220～240V(50,60Hz) 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 op320:Pulse train generator op503:周
波数範囲(9kHz～3GHz) opUNW:高速ﾊﾟﾙｽ変調

51
発振器・信号
発生器

0000570747
MG3700A/002,01
1,021

ﾍﾞｸﾄﾙ信号発生器 アンリツ 4,108,000 410,000

周波数範囲：250kHz～6GHz(op011) 出力ﾚﾍﾞﾙ設定可能範囲：-140
～+19dBm(CW時、確度保証範囲：-136～+10dBm)(op002) ｴｰｼﾞﾝｸﾞ
ﾚｰﾄ:±1×10^-8/日,±1×10^-7/年 出力ｺﾈｸﾀ：50Ω,N型(f)
I/F:GPIB,Ethernet op002:ﾒｶﾆｶﾙｱｯﾃﾈｰﾀ op011:上限周波数6GHz
op021:ARBﾒﾓﾘ拡張512Mｻﾝﾌﾟﾙ)

52
発振器・信号
発生器

0100015653

MG3700A/002,01
1,021,MX370084A,
MX370108A,MX37
0111A

ﾍﾞｸﾄﾙ信号発生器 アンリツ 5,508,000 550,000

周波数範囲:250kHz～6GHz(op011) 出力ﾚﾍﾞﾙ設定可能範囲:-140
～+19dBm(op002) ｺﾈｸﾀ:N(ﾒｽ)50Ω I/F:GPIB,Ethernet op002:ﾒｶﾆｶ
ﾙｱｯﾃﾈｰﾀ op011:上限周波数6GHz op021:ARBﾒﾓﾘ拡張(512Mｻﾝﾌﾟ
ﾙ) opMX370084A:ISDB-Tmm 波形ﾊﾟﾀｰﾝ opMX370108A:LTE
IQproducer opMX370111A:WLAN IQproducer



(単位：円）

カテゴリ コード番号 型番 資産名称 メーカー 定価 販売価格 仕様

53
発振器・信号
発生器

0100013526

MG3710A/002,01
7,018,029,036,042,
043,045,048,049,M
X370102A

ﾍﾞｸﾄﾙ信号発生器 アンリツ 4,678,000 2,800,000

周波数設定範囲:100kHz～6GHz(1stRF,op036)、op002:高安定基準
発振器、op017:汎用入出力、op018:ｱﾅﾛｸﾞIQ入出力、op029:OSｱｯﾌﾟ
ｸﾞﾚｰﾄﾞ Windows 7、op036:1stRF 100kHz～6GHz、op042:1stRFﾛｰﾊﾟ
ﾜｰ拡張、op043:1stRF逆入力電力保護、op045:1stRF ARBﾒﾓﾘ拡張
256Mｻﾝﾌﾟﾙ、op048:1stRFﾍﾞｰｽﾊﾞﾝﾄﾞ信号加算、op049:1stRF
AWGN、opMX370102A:TDMA IQproducer

54
発振器・信号
発生器

0100012735

SMB100A-
03/B1H,B31,B120,
S50

ｱﾅﾛｸﾞｼｸﾞﾅﾙｼﾞｪﾈ
ﾚｰﾀ

Ｒｏｈｄｅ　＆
Ｓｃｈｗａｒｚ

3,572,000 2,500,000

周波数範囲:100kHz～20GHz(opB120) 出力ﾚﾍﾞﾙ:-145dBm～
+30dBm(opB31) 出力ｺﾈｸﾀ:N型(ﾒｽ)50Ω I/F:GP-IB,USB2.0,LAN
opB1H:高性能基準発信器(ｴｰｼﾞﾝｸﾞﾚｰﾄ:5×10^-10/日) opB31:高
出力 opB120:周波数範囲100kHz～20GHz(ﾒｶﾆｶﾙ･ｱｯﾃﾈｰﾀ付)
opS50:ｷｬﾘﾝｸﾞｹｰｽ

55
発振器・信号
発生器

0100012408

SMBV100A/B103,
B1H,B10,B92,K42,
K46,K47,K55,S50

ﾍﾞｸﾄﾙｼｸﾞﾅﾙｼﾞｪﾈﾚｰ
ﾀ

Ｒｏｈｄｅ　＆
Ｓｃｈｗａｒｚ

5,702,000 1,010,000

周波数範囲:9kHz～3.2GHz(opB103) 最大出力:+18dBm
opB103:9kHz～3.2GHz opB1H:高性能基準発信器(ｴｰｼﾞﾝｸﾞﾚｰﾄ:5×
10^-10/日) opB10:ﾍﾞｰｽﾊﾞﾝﾄﾞ･ｼﾞｪﾈﾚｰﾀ(32MｻﾝﾌﾟﾙARBおよびﾘｱﾙ
ﾀｲﾑﾃﾞｼﾞﾀﾙ変調),帯域幅120MHz opB92:ﾊｰﾄﾞﾃﾞｨｽｸ opK42:3GPP
FDD opK46:CDMA2000 1xEV-DO opK47:1xEV-DO Rev.A
opK55:LTE/EUTRA opS50:ﾊｰﾄﾞ･ｷｬﾘﾝｸﾞｹｰｽ

56
発振器・信号
発生器

0100016734

SMBV100A/B103,
B1H,B10-
04,B92,S50

ﾍﾞｸﾄﾙｼｸﾞﾅﾙｼﾞｪﾈﾚｰ
ﾀ

Ｒｏｈｄｅ　＆
Ｓｃｈｗａｒｚ

3,523,000 620,000

周波数範囲:9kHz～3.2GHz(opB103) 最大出力:+18dBm RF帯域
幅:120MHz I/F:LAN,USB2.0 ｺﾈｸﾀ:N型(ﾒｽ),50Ω ｱﾅﾛｸﾞ変
調:AM,FM,φM 電源:AC90～264V opB103:9kHz～3.2GHz opB1H:
高性能基準発信器(ｴｰｼﾞﾝｸﾞﾚｰﾄ:5×10^-10/日) opB10-04:ﾍﾞｰｽﾊﾞ
ﾝﾄﾞ･ｼﾞｪﾈﾚｰﾀ(32MｻﾝﾌﾟﾙARBおよびﾘｱﾙﾀｲﾑﾃﾞｼﾞﾀﾙ変調),帯域幅
120MHz opB92:ﾊｰﾄﾞﾃﾞｨｽｸ opS50:ﾊｰﾄﾞ･ｷｬﾘﾝｸﾞｹｰｽ

57
発振器・信号
発生器

0100014550
SMU200A/B11,B1
3,B103,K55,K62

ﾍﾞｸﾄﾙｼｸﾞﾅﾙｼﾞｪﾈﾚｰ
ﾀ

Ｒｏｈｄｅ　＆
Ｓｃｈｗａｒｚ

5,407,000 3,400,000

周波数範囲:100kHz～3GHz(opB103) 出力ﾚﾍﾞﾙ範囲:-145dBm～＋
13dBm ｺﾈｸﾀ:N型(ﾒｽ)50Ω ｴｰｼﾞﾝｸﾞﾚｰﾄ:1×10^-9/日
I/F:GPIB,LAN,USB 電源:AC100～240V opB11:ﾍﾞｰｽﾊﾞﾝﾄﾞ信号発生
器 opB13:ﾍﾞｰｽﾊﾞﾝﾄﾞﾒｲﾝﾓｼﾞｭｰﾙ opB103:RF出力100k～3GHz
opK55:ﾃﾞｼﾞﾀﾙ規格(LTE/EUTRA) opK62:白色ｶﾞｳｽ雑音

58
発振器・信号
発生器

0100010836
AWG7122C/01,06,
08

ﾌｧﾝｸｼｮﾝｼﾞｪﾈﾚｰﾀ
ＴＦＦ　テクト
ロニクス社

18,938,800 3,800,000

最高ｻﾝﾌﾟﾙﾚｰﾄ:24GS(1ch)､12GS(2ch)､周波数帯域:4.8GHz(ｲﾝﾀｰ
ﾘｰﾌﾞ(op06)9.6GHz)､出力電圧:100m～4.0Vpp(ﾉｰﾏﾙ)/100m～
2.0Vpp(ﾀﾞｲﾚｸﾄ)､垂直分解能:10ﾋﾞｯﾄ､最大波形ﾒﾓﾘ長:64Mﾜｰﾄﾞ､ｲﾝ
ﾀｰﾌｪｰｽ:GPIB､Ethernet,USB、op01:波形長拡張(32M→64M)、op06:
ｲﾝﾀｰﾘｰﾌﾞ出力、op08:高速ｼｰｹﾝｽ機能

59
発振器・信号
発生器

0000430102
81110A/81112A
×2

ﾊﾟﾙｽﾊﾟﾀｰﾝｼﾞｪﾈﾚｰﾀ
キーサイト・
テクノロジー

2,330,325 810,000

周波数範囲(Hz):1m～330M 出力波形:ﾊﾟﾙｽ,ﾊﾞｰｽﾄ,ﾊﾟﾀｰﾝﾓｰﾄﾞ 振
幅(Vp-p):100m～3.8(50Ω) 信号源ｲﾝﾋﾟｰﾀﾞﾝｽ(Ω):50のみ 遷移時間
範囲(10/90):0.8nsまたは1.6nsを選択可能  備考:GP-IB付,2ch出力
op81112A:330MHz,3.8V出力ﾓｼﾞｭｰﾙ

60
電波・無線測
定器

0100011581

PR100/FS,PS,RC,
HA-Z203,HA-
Z206

ﾎﾟｰﾀﾌﾞﾙﾚｼｰﾊﾞｰ
Ｒｏｈｄｅ　＆
Ｓｃｈｗａｒｚ

3,191,000 1,300,000

周波数範囲:9kHz～7.5GHz、内蔵ﾄﾗｯｷﾝｸﾞ式ﾌﾟﾘｾﾚｸﾀ、10MHzﾘｱﾙﾀ
ｲﾑ･ｽﾍﾟｸﾄﾗﾑ表示、opFS:電界強度測定、opPS:ﾊﾟﾉﾗﾏｽｷｬﾝ、
opRC:LAN用ﾘﾓｰﾄｺﾝﾄﾛｰﾙ及びﾃﾞｰﾀ記録、opHA-Z203:ﾊﾞｯﾃﾘ･ﾁｬｰ
ｼﾞｬ･ﾕﾆｯﾄ、opHA-Z206:ﾘﾁｳﾑ･ｲｵﾝ･ﾊﾞｯﾃﾘ･ﾊﾟｯｸ

61
電波・無線測
定器

0100011750 STA-61/610,625 ｼﾝｸﾃｽﾀｱﾅﾗｲｻﾞ
Ｓｐｅｃｔｒａｃｏ
ｍ

2,828,000 600,000

測定ﾓｰﾄﾞ:ｺﾓﾝﾓｰﾄﾞ,差分、測定表示ﾓｰ
ﾄﾞ:TIE,MTIE,TDEV,ADEV,MADEV,FDEV,RTIE,MRTIE(std),MAFE,MA
T、op610:E1/T1/1-pps入力ﾓｼﾞｭｰﾙ、op625:E1/T1ｸﾛｯｸﾘﾌｧﾚﾝｽ出
力

62
電波・無線測
定器

0100013924 EHP-200A
等方性電磁界測定
器

Ｎａｒｄａ　Ｓａｆ
ｅｔｙ　Ｔｅｓｔ
Ｓｏｌｕｔｉｏｎｓ

1,410,000 980,000
周波数ﾚﾝｼﾞ:9kHz～30MHz 測定ﾚﾝｼﾞ:0.1～200V/m(電界),3mA～
60A/m(磁界) I/F:光ﾌｧｲﾊﾞｰ,RS-232C 電源:Li-ION充電池,ACｱﾀﾞﾌﾟ
ﾀ 備考:PCｿﾌﾄｳｪｱ(制御･測定･解析用)

63
電波・無線測
定器

0100014173

ELT-400(2304-
06)/2300-
90.10,2300-90.20

磁界曝露ﾚﾍﾞﾙﾃｽﾀ
Ｎａｒｄａ　Ｓａｆ
ｅｔｙ　Ｔｅｓｔ
Ｓｏｌｕｔｉｏｎｓ

1,050,000 800,000

ICNIRP2010ｶﾞｲﾄﾞﾗｲﾝ対応ﾓﾃﾞﾙ 周波数ﾚﾝｼﾞ:1Hz～400kHz ﾀﾞﾒｰｼﾞﾚ
ﾍﾞﾙ(rms):160mT(op2300-90.10),1500mT(op2300-90.20) 測定ﾓｰ
ﾄﾞ:Exposure STDﾓｰﾄﾞ,FIELD STRENGTHﾓｰﾄﾞ ｱﾅﾛｸﾞ出
力:3ch(X,Y,Z) I/F:RS232C 電源:NiMHﾊﾞｯﾃﾘ op2300-
90.10:100cm^2(等方性)磁界ﾌﾟﾛｰﾌﾞ op2300-90.20:3cm^2(等方性)
磁界ﾌﾟﾛｰﾌﾞ



(単位：円）

カテゴリ コード番号 型番 資産名称 メーカー 定価 販売価格 仕様

64
電波・無線測
定器

0000530381 NRT ﾊﾟﾜｰﾒｰﾀ
Ｒｏｈｄｅ　＆
Ｓｃｈｗａｒｚ

485,000 150,000
周波数範囲(Hz):200K～4G 測定ﾚﾍﾞﾙ(dBm):0.007～120W ch数ｺﾈｸ
ﾀ種類:4ch

65
電波・無線測
定器

0000530500 NRT-Z44 ﾊﾟﾜｰｾﾝｻ
Ｒｏｈｄｅ　＆
Ｓｃｈｗａｒｚ

402,000 158,000
周波数範囲(Hz):200M～4G 測定ﾚﾍﾞﾙ:+4.8dBm～+50.8dBm(3mW～
120W) ｺﾈｸﾀ種類:N型 50Ω

66
電波・無線測
定器

0100008916

E5515C/002,003,
E1962B,E1966A-
102,E1987A

10ﾜｲﾔﾚｽ通信ﾃｽﾄ
ｾｯﾄ

キーサイト・
テクノロジー

10,603,748 160,000

8960ｼﾘｰｽﾞ、I/F:GP-IB/LAN、op002:ｾｶﾝﾄﾞRFｿｰｽ op003:ﾌﾚｷｼﾌﾞﾙ
CDMA基地局ｴﾐｭﾚｰﾀ opE1966A-102:1xEVDO REL A and Bﾃｽﾄ･ｱ
ﾌﾟﾘｹｰｼｮﾝ,opE1962B：CDMA2000/IS-95/AMPSﾃｽﾄ･ｱﾌﾟﾘｹｰｼｮﾝ
opE1987A:高速ｽｲｯﾁ

67
電波・無線測
定器

0100012060

MT8820C/001,002
,MX882000C,MX8
82001C-
011,MX882050C-
007･008･009

ﾗｼﾞｵｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝｱﾅ
ﾗｲｻﾞ

アンリツ 7,208,000 850,000

周波数範囲:30MHz～2.700MHz、最大入力ﾚﾍﾞﾙ:+35dBm、ｲﾝﾋﾟｰﾀﾞ
ﾝｽ:50Ω、I/F:GPIB、op001:W-CDMA測定ﾊｰﾄﾞｳｪｱ、op002:TDMA測
定ﾊｰﾄﾞｳｪｱ、opMX882000C:W-CDMA測定ｿﾌﾄｳｪｱ、
opMX882001C:GSM測定ｿﾌﾄｳｪｱ-op011:EGPRS測定ｿﾌﾄｳｪｱ、
opMX882050C:W-CDMA呼接続ｿﾌﾄｳｪｱ-op007:W-CDMA Band X
Ⅱ,XⅢ,XⅣ,XIX,XX,XXI･op008:W-CDMA Band XI･op009:W-CDMA
Band lX

68
電波・無線測
定器

0100011536

MT8820C/008×
2,012,MX882010C,
MX882012C

ﾗｼﾞｵｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝｱﾅ
ﾗｲｻﾞ

アンリツ 11,508,000 2,970,000

周波数:30MHz～2700MHz 最大入力ﾚﾍﾞﾙ:+35dBm 50Ω Nｺﾈｸﾀ 出
力ﾚﾍﾞﾙ範囲:-140～-10dBm(Main) 分解能:0.1dB op008:LTE測定
ﾊｰﾄﾞｳｪｱ×2 op012:ﾊﾟﾗﾚﾙﾌｫﾝ測定ﾊｰﾄﾞｳｪｱ opMX882010C:ﾊﾟﾗﾚﾙ
ﾌｫﾝ測定ｿﾌﾄｳｪｱ、opMX882012C:LTE FDD測定ｿﾌﾄｳｪｱ

69
電波・無線測
定器

0100016196

MT8820C/008×
2,012,MX882010C,
MX882012C,MX88
2013C

ﾗｼﾞｵｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝｱﾅ
ﾗｲｻﾞ

アンリツ 13,508,000 3,050,000

周波数範囲:30MHz～2.7GHz 最大入力ﾚﾍﾞﾙ:+35dBm ｺﾈｸﾀ:N型,50
Ω 出力ﾚﾍﾞﾙ範囲:-140～-10dBm(Main) 分解能:0.1dB I/F:GP-
IB,Ethernet op008:LTE測定ﾊｰﾄﾞｳｪｱ op012:ﾊﾟﾗﾚﾙﾌｫﾝ測定ﾊｰﾄﾞｳｪ
ｱ opMX882010C:ﾊﾟﾗﾚﾙﾌｫﾝ測定ｿﾌﾄｳｪｱ opMX882012C:LTE FDD
測定ｿﾌﾄｳｪｱ opMX882013C:LTE TDD測定ｿﾌﾄｳｪｱ

70
電波・無線測
定器

0100013991
N4010A/101,107,1
10,113

無線ｺﾈｸﾃｨﾋﾞﾃｨﾃｽﾄ
ｾｯﾄ

キーサイト・
テクノロジー

3,361,889 1,500,000
BluetoothおよびBluetooth EDRﾃｽﾄｾｯﾄ op101:Bluetoothﾃｽﾄ
op107:Bluetooth EDRﾘﾝｸ･ﾌﾟﾗｽﾃｽﾄ op110:追加入出力ｺﾈｸﾃｨﾋﾞﾃｨ
op113:Bluetoothｵｰﾃﾞｨｵ信号生成･解析

71
電波・無線測
定器

0100015945

EPS-
02EMF/FT3470-
92,RTO-1004-
NSL,PROBOOK45
40S(C5P88PA#AB
J),MA-92HUNDY

空間磁界可視化ｼｽ
ﾃﾑ

ノイズ研究
所

6,306,964 3,240,000

磁界ﾉｲｽﾞ可視化ｿﾌﾄｳｪｱ(EPS-02EMF) opFT3470-92:磁界測定器
(測定周波数:10Hz～400kHz,日置電機製) opRTO-1004-NSL:ﾃﾞｼﾞﾀ
ﾙｵｼﾛｽｺｰﾌﾟ(R&S製) opPROBOOK4540S(C5P88PA#ABJ):HP製ﾉｰﾄ
PC opMA-92HUNDY:有線光学式ﾏｳｽ

72
伝送特性測
定器

0100008854 E5092A/020,08C ﾏﾙﾁﾎﾟｰﾄﾃｽﾄｾｯﾄ
キーサイト・
テクノロジー

3,904,007 2,250,000

4ﾎﾟｰﾄENAﾈｯﾄﾜｰｸ･ｱﾅﾗｲｻﾞE5071C用拡張可能ﾏﾙﾁﾎﾟｰﾄ･ﾃｽﾄｾｯﾄ
(ENAﾈｯﾄﾜｰｸ･ｱﾅﾗｲｻﾞ1台から最大2台のE5092Aを制御可能) 周波
数ﾚﾝｼﾞ:50MHz～20GHz RFｺﾈｸﾀ:SMA ﾌﾛﾝﾄﾊﾟﾈﾙ･ﾃｽﾄﾎﾟｰﾄ数:38
I/F:USB(B) 電源:AC90～132/198～264V op020:20GHzｽｲｯﾁﾝｸﾞﾃｽ
ﾄｾｯﾄ(最大10ﾎﾟｰﾄ･ﾌﾙ･ｸﾛｽﾊﾞｰ測定または最大22ﾎﾟｰﾄ測定機能)
op08C:4ﾎﾟｰﾄE5071C用ｹｰﾌﾞﾙ,ｱﾀﾞﾌﾟﾀ

73
伝送特性測
定器

0100016920
N5232A/010,080,2
16

ﾈｯﾄﾜｰｸｱﾅﾗｲｻﾞ
キーサイト・
テクノロジー

10,344,880 7,000,000

PNA-Lｼﾘｰｽﾞ(2ﾎﾟｰﾄ･ｼﾝｸﾞﾙ信号源･ﾓﾃﾞﾙ) 周波数帯域:300kHz～
20GHz 信号源出力:13dBm ｺﾈｸﾀ:3.5mm(ｵｽ)50Ω
I/F:GPIB,LAN,USB2.0(A,B) op010:ﾀｲﾑ･ﾄﾞﾒｲﾝ op080:周波数ｵﾌｾｯﾄ
測定 op216:2ﾎﾟｰﾄ･ﾓﾃﾞﾙ(ﾌﾛﾝﾄﾊﾟﾈﾙ･ｼﾞｬﾝﾊﾟｰ,ｿｰｽ･ｱｯﾃﾈｰﾀ追加)

74
伝送特性測
定器

0100009838
N9923A/104,112,1
22,305,308

FieldFoxﾊﾝﾄﾞﾍﾙﾄﾞ
RFﾍﾞｸﾄﾙﾈｯﾄﾜｰｸｱﾅ
ﾗｲｻﾞ

キーサイト・
テクノロジー

2,107,190 1,480,000
周波数範囲:2MHz～4GHz、op104:4GHzRFﾍﾞｸﾄﾙﾈｯﾄﾜｰｸｱﾅﾗｲｻﾞ、
op112:ｸｲｯｸｷｬﾙ、op112:ﾌﾙ2ﾎﾟｰﾄS-ﾊﾟﾗﾒｰﾀ、op305:ｹｰﾌﾞﾙ･ｱﾝﾃﾅｱ
ﾅﾗｲｻﾞ、op308:ﾍﾞｸﾄﾙ電圧計



(単位：円）

カテゴリ コード番号 型番 資産名称 メーカー 定価 販売価格 仕様

75
伝送特性測
定器

0100004746

S331D/15NNF50-
1.5C,760-
235,ICN50,OSLN5
0LF

ｻｲﾄﾏｽﾀ アンリツ 1,086,000 280,000

周波数範囲:25MHz～4GHz 測定特性:ﾘﾀｰﾝﾛｽ,SWR,ｹｰﾌﾞﾙﾛｽ,DTF
ﾏｰｶ数:6 表示ﾎﾟｲﾝﾄ:517(最大) opOSLN50LF:精密ｵｰﾌﾟﾝ/ｼｮｰﾄ/ﾛｰ
ﾄﾞ DC～6GHz,N(m) op15NNF50-1.5C:ﾃｽﾄﾎﾟｰﾄ延長ｹｰﾌﾞﾙ
1.5m,N(m)-N(f),6GHz op760-235:運搬ｹｰｽ opICN50:InstaCal校正ﾓ
ｼﾞｭｰﾙ,50Ω,25M～4GHz,N(m)

76
伝送特性測
定器

0100008364

S331E/15RNFN50
-1.5-R,760-243-
R,OSLN50-1

ｻｲﾄﾏｽﾀ アンリツ 958,000 450,000

周波数範囲:2MHz～4GHz　測定特性:ﾘﾀｰﾝﾛｽ,VSWR,ｹｰﾌﾞﾙﾛ
ｽ,DTF,位相,ｽﾐｽﾁｬｰﾄ opOSLN50-1:精密ｵｰﾌﾟﾝ/ｼｮｰﾄ/ﾛｰ
ﾄﾞ,N(m),42dB,6GHz,50Ω op15RNFN50-1.5-R:高耐久外装ﾃｽﾄﾎﾟｰﾄ
ｹｰﾌﾞﾙ1.5m,N(ｵｽ)-N(ﾒｽ),6GHz,50Ω op760-243-R:運搬ｹｰｽ

77
伝送特性測
定器

0100013490

ZVH4/K40,S200,F
SH-Z29-03,FSH-
Z320,HA-
Z221,HA-Z222

ｹｰﾌﾞﾙ･ｱﾝﾃﾅ･ｱﾅﾗｲ
ｻﾞ

Ｒｏｈｄｅ　＆
Ｓｃｈｗａｒｚ

928,000 198,000

周波数範囲:100kHz～3.6GHz、周波数分解能:1Hz、反射測定:(方
向性:100kHz～3GHz>43dB(代表値)、表示ﾓｰﾄﾞ:ﾘﾀｰﾝ･ﾛｽ
(dB),VSWR,1ﾎﾟｰﾄ･ｹｰﾌﾞﾙ･ﾛｽ)、伝送特性:(ﾀﾞｲﾅﾐｯｸﾚﾝｼﾞ:300kHz～
2.5GHz>80dB(>100dB代表値))、opK40:LAN/USB経由ﾘﾓｰﾄｺﾝﾄﾛｰ
ﾙ、opS200:ﾌｧｲﾙｺﾝﾊﾞｰﾄ･ﾂｰﾙ、opFSH-Z29-03:ｷｬﾘﾌﾞﾚｰｼｮﾝｷｯﾄ
DC～3.6GHz、opFSH-Z320:ｽﾍﾟｱRFｹｰﾌﾞﾙ,1m,Nｺﾈｸﾀ,DC～8GHz、
opHA-Z221:ﾊｰﾄﾞｹｰｽ、opHA-Z222:ｷｬﾘﾝｸﾞ･ﾎﾙｽﾀ

78
伝送特性測
定器

0100013738
N9912A/104,111,
N9910X-800･811

FieldFoxRFｱﾅﾗｲｻﾞ
キーサイト・
テクノロジー

1,151,359 280,000

周波数範囲:2MHz～4GHz(op104)、周波数分解能:2.5kHz(2M～
1.6GHz),5kHz(>1.6GHz～3.2GHz),10kHz(>3.2GHz～4GHz)、方向
性:>42dB(補正済み)、op104:4GHzｹｰﾌﾞﾙ/ｱﾝﾃﾅ･ｱﾅﾗｲｻﾞ、
op111:QuickCal、opN9910X:RF/ﾏｲｸﾛ波ﾊﾝﾄﾞﾍﾙﾄﾞ･ｱﾅﾗｲｻﾞ･ｱｸｾｻﾘ
-800:T校正ｷｯﾄ･811:位相安定ｹｰﾌﾞﾙ,N(ｵｽ)-N(ﾒｽ),1.5m

79 増幅器 0100000789 BP4620 ﾊﾞｲﾎﾟｰﾗ電源
エヌエフ回路
設計ブロック

1,200,000 720,000

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

80 増幅器 0100014383 MPA240L RFｱﾝﾌﾟ
マイクロ
ウェーブ
ファクトリー

1,620,000 810,000
周波数:10kHz～12MHz 電力:40W 利得:50dB 最大入力電
力:+10dBm 電源:AC100～240V

81 増幅器 0100014384 MPAZSA4747 RFｱﾝﾌﾟ
マイクロ
ウェーブ
ファクトリー

1,580,000 790,000
周波数:1MHz～1GHz 電力:50W 利得:47dB 入力電力:+3dBm以下
電源:AC230V(単相),50/60Hz

82
有線通信測
定器

0100013427
N5302A/050,N530
6A-A04(E2960B)

PCIeﾌﾟﾛﾄｺﾙｱﾅﾗｲｻﾞ
キーサイト・
テクノロジー

4,738,784 1,580,000
E2960BｼﾘｰｽﾞPCI Expressﾌﾟﾛﾄｺﾙﾃｽﾄﾂｰﾙ、ｼｬｰｼ:2ｽﾛｯﾄ
(N5302A)、op050:ｼｬｰｼ接続ｹｰﾌﾞﾙ、opN5306A:解析ﾓｼﾞｭｰﾙ･-
opA04:N5306Aﾗｲｾﾝｽ

83
有線通信測
定器

0100016549

N5302A/N5306A-
A01,N5322A(E296
0B)

PCIeﾌﾟﾛﾄｺﾙｱﾅﾗｲｻﾞ
キーサイト・
テクノロジー

5,413,520 3,500,000
E2960BｼﾘｰｽﾞPCIeﾎﾟｰﾀﾌﾞﾙ･ｼｬｰｼ(2ｽﾛｯﾄ) opN5306A:解析ﾓｼﾞｭｰﾙ
(PCIe 5Gb/s)･-A01:N5306Aﾗｲｾﾝｽ opN5322A:拡張ｲﾝﾀﾌｪｰｽ･ﾓ
ｼﾞｭｰﾙ(解析機能拡張)

84
有線通信測
定器

0100013921

U3051B/006,2PT,
9GB,HW1,MIC,MKI
T,PC2,SAS,SLT

ﾌﾟﾛﾄｺﾙｱﾅﾗｲｻﾞ
キーサイト・
テクノロジー

4,467,496 2,680,000

SAS/SATAﾌﾟﾛﾄｺﾙｱﾅﾗｲｻﾞ ﾎﾟｰﾄ数:2 ｽﾋﾟｰﾄﾞ:6Gbps ﾄﾚｰｽﾒﾓﾘ:9GB
PCｿﾌﾄｳｪｱ:Micro Lite op006:ﾘﾝｸｽﾋﾟｰﾄﾞ(6Gbps) op2PT:2ﾎﾟｰﾄ
op9GB:ﾄﾚｰｽﾒﾓﾘ(9GB) opHW1:ｱﾅﾗｲｻﾞ･ﾊｰﾄﾞｳｪｱ opMIC:ｿﾌﾄｳｪｱﾗｲ
ｾﾝｽ opMKIT:ｹｰﾌﾞﾙｷｯﾄ opPC2:PCIe×4ｹｰﾌﾞﾙ(2m)  opSAS:SASﾌﾟ
ﾛﾄｺﾙ opSLT:PCIe×4ｲﾝﾀﾌｪｰｽ･ｶｰﾄﾞ

85
有線通信測
定器

0100016864

PE055AGA-
X/PE020AGA-
X,PE050UEA-X

PCIEXPRESSﾌﾟﾛﾄｺ
ﾙｴｷｻｻｲｻﾞ

Ｔｅｌｅｄｙｎｅ
ＬｅＣｒｏｙ

8,828,000 5,800,000

本体:Summit Z3-16 PCIeｴｷｻｻｲｻﾞ･ｶｰﾄﾞ(ﾃﾞｨﾊﾞｲｽ･ｴﾐｭﾚｰﾀとして動
作,Gen2 ×4対応) ﾃﾞｰﾀﾚｰﾄ:最高8GT/s ﾚｰﾝ幅:×1～×16 ｽｸﾗｯﾁ
ﾊﾟｯﾄﾞ･ｽｸﾘﾌﾟﾄﾒﾓﾘ:1GB I/F:ｲｰｻﾈｯﾄ,USB2.0(B) 電源:ACｱﾀﾞﾌﾟﾀ
opPE020AGA-X:PCIe2.0ﾌﾟﾛﾄｺﾙﾃｽﾄ･ｶｰﾄﾞ opPE050UEA-X:Summit
Z3-16ﾃｽﾄﾌﾟﾗｯﾄﾎｰﾑ 別途ﾎｽﾄPC必要



(単位：円）

カテゴリ コード番号 型番 資産名称 メーカー 定価 販売価格 仕様

86
有線通信測
定器

0100015231

PE072AAA-
X/PE055AGA-
X,PE068UIA-
X,PXP-100A

PCIEXPRESSﾌﾟﾛﾄｺ
ﾙｱﾅﾗｲｻﾞ

Ｔｅｌｅｄｙｎｅ
ＬｅＣｒｏｙ

7,415,000 4,800,000

本体:Summit T28 PCIe2.0ﾌﾟﾛﾄｺﾙｱﾅﾗｲｻﾞ(Gen2×1) ﾃﾞｰﾀﾚｰ
ﾄ:5GT/s ﾚｰﾝ幅:×8 ｿﾌﾄｳｪｱ:PETracerｿﾌﾄｳｪｱ,別途ﾎｽﾄPC必要
I/F:USB2.0(B) 電源:ACｱﾀﾞﾌﾟﾀ opPE055AGA-X:ﾌﾟﾛﾄｺﾙｴｷｻｻｲｻﾞ
opPE068UIA-X:ｱｸﾃｨﾌﾞ･ｲﾝﾀﾎﾟｰｻﾞｷｯﾄ(G2×8) opPXP-100A:開発ﾌﾟ
ﾗｯﾄﾎｰﾑ

87
有線通信測
定器

0100013306 VA-1831 ﾌﾟﾛﾄｺﾙｱﾅﾗｲｻﾞ
アストロデザ
イン

2,359,000 1,540,000
対応規格:HDMI1.4a HDMI入出力:TMDS ﾋﾟｸｾﾙ･ｸﾛｯｸ:25～
165MHz(TMDSｸﾛｯｸ:225MHz) I/F:USB(HOST,DEVICE),LAN

88
有線通信測
定器

0100011423

MD1230B/02,03,1
0,11,12,23,MX1230
01A-05,Z0541A

ﾃﾞｰﾀｸｵﾘﾃｨｱﾅﾗｲｻﾞ アンリツ 2,348,500 680,000

10Mbit/s～10Gbit/sの物理ｲﾝﾀｰﾌｪｰｽ、ｲﾝﾀｰﾌｪｰｽﾓｼﾞｭｰﾙ別途必
要、最大320ﾎﾟｰﾄ(100BASE-TX)まで拡張可能、本体ｽﾛｯﾄ数:5(10G
ﾓｼﾞｭｰﾙは2枚)、3.5FDD､I/F:GP-IB,RS232C、OS:WindowsXPpro、ﾎﾟ
ｲﾝﾃｨﾝｸﾞﾃﾞﾊﾞｲｽ搭載、op02:GP-IBｺﾝﾄﾛｰﾙ、op03:Ethernetｺﾝﾄﾛｰ
ﾙ、op10:RFC2889ﾍﾞﾝﾁﾏｰｷﾝｸﾞﾃｽﾄ、 op11:ﾊﾟｹｯﾄBER測定、
op12:IPv6拡張、op23:ｽﾊﾟﾆﾝｸﾞﾂﾘｰﾘﾝｸｱﾌﾟﾘｹｰｼｮﾝ、opMX123001A-
05:ﾃﾞｰﾀｸｵﾘﾃｨｱﾅﾗｲｻﾞｺﾝﾄﾛｰﾙｿﾌﾄｳｪｱ5ﾗｲｾﾝｽ、opZ0541A:USBﾏｳ
ｽ

89
有線通信測
定器

0100015654
MD1260A/001,00
2,003,004,030

ｲｰｻﾈｯﾄｱﾅﾗｲｻﾞ アンリツ 24,103,000 3,140,000

40/100GbE,OTU3/OTU4試験対応(op003,001,004,002) 測定ﾎﾟｰ
ﾄ:CFPｽﾛｯﾄ×1 液晶表示:12.1ｲﾝﾁWXGA(ﾀｯﾁﾊﾟﾈﾙ)
I/F:Ethernet,GPIB(op030) 電源:AC100～120,200～240V
op001:100Gｲｰｻﾈｯﾄ op002:OTU4 op003:40Gｲｰｻﾈｯﾄ op004:OTU3
op030:GPIB

90
有線通信測
定器

0100011983
MD1260A/001,03
0

ｲｰｻﾈｯﾄｱﾅﾗｲｻﾞ アンリツ 15,103,000 1,970,000

ﾘﾓｰﾄｲﾝﾀｰﾌｪｰｽ:Ethernet,GPIB(op030)、周辺接続:VGA出力
(SVGA),USB(5ﾎﾟｰﾄ,2.0),Ethernet(2ﾎﾟｰﾄ,10/100/1000 BASE-T)、内
部記録装置:RAM(1GB),ｺﾝﾊﾟｸﾄﾌﾗｯｼｭ(8GB)、op001:100Gｲｰｻﾈｯﾄ、
op030:GPIB

91
有線通信測
定器

0100010216
MP1590B/02,03,1
1

ﾈｯﾄﾜｰｸﾊﾟﾌｫｰﾏﾝｽﾃ
ｽﾀ

アンリツ 1,808,000 204,000

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-0/1/64,STS-1/3/192)､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､op11:ﾊﾟｹｯﾄBER測定

92
有線通信測
定器

0100016143
N4903B/002,C13,
J10,J20

ﾋﾞｯﾄｴﾗｰﾚｰﾄﾃｽﾀ
キーサイト・
テクノロジー

30,734,805 8,000,000

ﾃﾞｰﾀﾚｰﾄ:150Mb/s～12.5Gb/s ｺﾈｸﾀ:2.4mm(ﾒｽ)
I/F:GPIB,LAN,USB2.0 電源:AC100～240V op002:ｼﾞｪﾈﾚｰﾀ機能
opC13:ﾃﾞｰﾀﾚｰﾄ(150Mb/s～12.5Gb/s) opJ10:ｼﾞｯﾀ印加
(RJ,sRJ,PJ1,PJ2,SJ,BUJ) opJ20:干渉ﾁｬﾈﾙ(ｼﾝﾎﾞﾙ間干渉,正弦波
干渉)

93
有線通信測
定器

0100015956

MP1800A/001,002
,015,032,MU18100
0A,MU183021A-
001･012･030

ｼｸﾞﾅﾙｸｵﾘﾃｨｱﾅﾗｲ
ｻﾞ

アンリツ 30,864,000 3,100,000

0.1Gbit/s～32.1Gbit/sまでの光ﾓｼﾞｭｰﾙや高速ﾃﾞﾊﾞｲｽの物理層評
価 本体ｽﾛｯﾄ数:4 ﾋﾞｯﾄﾚｰﾄ:0.1～32.1Gbit/s(ﾓｼﾞｭｰﾙに依存)
op001:GPIB op002:LAN op015:4ｽﾛｯﾄPPG/ED op032:32bit/s
PPG/EDｻﾎﾟｰﾄ opMU181000A:12.5GHzｼﾝｾｻｲｻﾞ opMU183021A-
001:32Gbit/s拡張･012:4ch 2.0V Data Output･030:4ch Data Delay

94
光通信測定
器

0100017528 N7745A/STD
ﾏﾙﾁﾎﾟｰﾄ光ﾊﾟﾜｰﾒｰ
ﾀ

キーサイト・
テクノロジー

1,618,470 800,000
ﾁｬﾈﾙ数:8(opSTD) 波長範囲:1250～1650nm 測定ﾊﾟﾜｰ範囲:-80～
+10dBm ﾌｧｲﾊﾞ･ﾀｲﾌﾟ:SM,MM I/F:LAN,USB 電源:AC100～240V
opSTD:ﾏﾙﾁﾎﾟｰﾄ光ﾊﾟﾜｰ･ﾒｰﾀ(8ch)

95
光通信測定
器

0100005054
81570A/81000FI
×2,81000KI×2

光ｱｯﾃﾈｰﾀﾓｼﾞｭｰﾙ
キーサイト・
テクノロジー

838,637 450,000

8163A/B,8164A/B,8166A/B用、波長範囲(nm):1200～1700、ﾌｧｲﾊﾞ
ﾀｲﾌﾟ:9/125μm,SMF28、ｺﾈｸﾀ:ｽﾄﾚｰﾄｺﾝﾀｸﾄ、減衰ﾚﾝｼﾞ(dB):60、分
解能:0.001dB、op81000FI:FC/PC/SPCｺﾈｸﾀｲﾝﾀﾌｪｰｽ、
op81000KI:SC/PC/SPCｺﾈｸﾀｲﾝﾀﾌｪｰｽ

96
光通信測定
器

0100000797 81634B/81000FI
低偏波依存性光ﾊﾟ
ﾜｰ･ｾﾝｻ

キーサイト・
テクノロジー

1,003,372 540,000
波長範囲(μm):0.80～1.70 測定範囲又は出力(dBm):-110～+10 測
定又は出力波形:CW 発光素子: - op81000FI:FC/PC/SPCｺﾈｸﾀｲﾝ
ﾀｰﾌｪｰｽ



(単位：円）

カテゴリ コード番号 型番 資産名称 メーカー 定価 販売価格 仕様

97
光通信測定
器

0100000632 8164B
波長可変ﾚｰｻﾞ光源
ﾒｲﾝﾌﾚｰﾑ

キーサイト・
テクノロジー

1,273,942 780,000
別途ﾓｼﾞｭｰﾙ必要、下段に高性能型ﾓｼﾞｭｰﾙ1つ上段に小型ﾓｼﾞｭｰﾙ
を4つまで装着可能、ｶﾗｰTFTﾃﾞｨｽﾌﾟﾚｲ

98
光通信測定
器

0001280030
86120C/021,8100
0FI

ﾏﾙﾁｳｪｰﾌﾞﾚﾝｸﾞｽﾒｰ
ﾀ

キーサイト・
テクノロジー

3,549,947 1,780,000

波長範囲:1270nm～1650nm、波長確度:±2ppm、ﾊﾟﾜｰ確度:±
0.5dB(1310/1550±30nm)、最低感度:-40dBm、入力ﾊﾟ
ﾜｰ:+10dBm(最大表示ﾚﾍﾞﾙ)、最大測定波長数:200、op021:Straight
non-angled contact interface、op81000FI:FC/PCｱﾀﾞﾌﾟﾀ

99
光通信測定
器

0100012228
OTF-930-1-12-
S2-S-F-SP

波長可変光ﾌｨﾙﾀ サンテック 1,270,000 380,000

波長可変範囲:1530～1610nm ﾌｨﾙﾀﾀｲﾌﾟ:12 ﾌｨﾙﾀ構成:S2 帯域幅：
0.9±0.1nm(-3dB帯域幅),<4.5nm(-20dB帯域幅) 挿入損失:<3.0dB
波長分散:+8.0(ps/nm),-5.5(ps/nm) 光ｺﾈｸﾀ:FC/SPC 光ﾌｧｲﾊﾞ:SMF
I/F:GPIB,RS-232C

100
光通信測定
器

0100011125
86100D/092,200,3
00,AFP,ETR,GPI

広帯域ｵｼﾛｽｺｰﾌﾟﾒｲ
ﾝﾌﾚｰﾑ

キーサイト・
テクノロジー

5,237,323 3,680,000
op092:内蔵ﾊｰﾄﾞﾃﾞｨｽｸﾄﾞﾗｲﾌﾞ op200:ｴﾝﾊﾝｽﾄﾞ･ｼﾞｯﾀ解析ｿﾌﾄｳｪｱ
op300:ｱﾄﾞﾊﾞﾝｽﾄﾞ振幅解析/RIN/Q値ｿﾌﾄｳｪｱ､opAFP:ｽﾛｯﾄﾌｨﾗｰﾊﾟﾈ
ﾙ､opETR:拡張ﾄﾘｶﾞ(ﾊﾟﾀｰﾝﾛｯｸ,13GHz帯域)､opGPI:GPIB

101
光通信測定
器

0001340233 86105C/200
光/電気ﾌﾟﾗｸﾞｲﾝﾓ
ｼﾞｭｰﾙ

キーサイト・
テクノロジー

4,368,115 3,200,000

86100用、光ﾁｬﾈﾙ/波長範囲：0.75μm～1.65μm、帯域幅：
8.5GHz、ﾌｨﾙﾀﾚｰﾄ：-、ｺﾈｸﾀ：FC/PC、電気ﾁｬﾈﾙ/帯域幅：
12.4/20GHz、入力：50Ω,3.5mm(ｵｽ)、op200:ﾏﾙﾁ9Gﾌｨﾙﾀ：
9.953Gb/s,10.3125Gb/s,10.51875Gb/s,10.664Gb/s,10.709Gb/s,11.
100Gb/s,11.300Gb/s

102
テレビ・ビデ
オ測定器

0100016579

SFC/B15,K1,K2,K
3,K8,K12,K15,K16,
K17,K83,K84,SFU
-K225,SFU-K227-
21,SFU-K228

ｺﾝﾊﾟｸﾄ放送信号発
生器

Ｒｏｈｄｅ　＆
Ｓｃｈｗａｒｚ

3,856,000 2,500,000

周波数ﾚﾝｼﾞ:30M～3GHz(opK83) ﾚﾍﾞﾙ範囲:-110～0dBm(opK84)
ｴｰｼﾞﾝｸﾞﾚｰﾄ:<3.0×10^-9/day ｺﾈｸﾀ:SMA(ﾒｽ)50Ω
I/F:Ethernet,USB2.0 電源:AC100～240V opB15:ｺｰﾀﾞHW拡張
opK1:DVB-T/H opK2:DVB-C/ISDB-C opK3:DVB-S/DVB-DSNG
opK8:DVB-S2 opK12:DTMB/DMB-THｺｰﾀﾞopK15:CMMBｺｰﾀﾞ
opK16:DVB-T2 opK17:DVB-C2 opK83:周波数ﾚﾝｼﾞ拡張30M～
3GHz opK84:出力ﾚﾍﾞﾙ･ｱｯﾃﾈｰﾀ0～110dB opSFU-K225:CMMBﾄﾗﾝ
ｽﾎﾟｰﾄｽﾄﾘｰﾑ opSFU-K227-21:DVB-T2用ﾗｲﾌﾞﾗﾘ opSFU-
K228:EMCﾃｽﾄｽﾄﾘｰﾑ

103
テレビ・ビデ
オ測定器

0100014206
SFU/B15,K1,K3,K
8,K16-32

ﾌﾞﾛｰﾄﾞｷｬｽﾄ･ﾃｽﾄ･ｼ
ｽﾃﾑ

Ｒｏｈｄｅ　＆
Ｓｃｈｗａｒｚ

11,585,000 1,160,000

ﾏﾙﾁｽﾀﾝﾀﾞｰﾄﾞTV信号発生器 周波数範囲:100kHz～3GHz 周波数
分解能:0.1Hz 信号ﾚﾍﾞﾙ:-120dBm～+30dBm RF出力ｺﾈｸﾀ:N(ﾒｽ)50
Ω I/F:USB(A),LAN,GPIB 電源:AC100～240V opB15:拡張ﾎﾞｰﾄﾞ(ｺｰ
ﾀﾞHW拡張) opK1:DVB-T/Hｺｰﾀﾞ opK3:DVB-S/DVB-DSNGｺｰﾀﾞ
opK8:DVB-S2ｺｰﾀﾞ opK16-32:DVB-T2ｺｰﾀﾞ(Single PLP)

104
テレビ・ビデ
オ測定器

0100016845 TG8000/SDI7 ﾃﾚﾋﾞｾﾞﾈﾚｰﾀ
ＴＦＦ　テクト
ロニクス社

1,378,000 980,000
ｱﾅﾛｸﾞ･ﾃﾞｼﾞﾀﾙTVｾﾞﾈﾚｰﾀ･ﾌﾟﾗｯﾄﾌｫｰﾑ(機能はﾓｼﾞｭｰﾙ依存) ｽﾛｯﾄ
数:4 I/F:USB2.0,Ethernet(10/100/1000BASE) 電源:AC100～240V
opSDI7:SD/HDﾋﾞﾃﾞｵﾃｽﾄ信号ｾﾞﾈﾚｰﾀ(2ch独立,75Ω,800mVp-p)

105
テレビ・ビデ
オ測定器

0100013255
TG45BX/TG45AX
402,TG45AX404

ﾃｽﾄ信号発生器 シバソク 5,613,000 2,800,000
ﾄﾞｯﾄｸﾛｯｸ周波数:ｼﾝｸﾞﾙ10～100MHz,ﾃﾞｭｱﾙ20～200MHz、
opTG45AX402:自然画21枚ｾｯﾄ(12bit)、opTG45AX404:3D自然画

106
テレビ・ビデ
オ測定器

0100015175
VG-873/VM-
1811,VM-1826

ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾏﾌﾞﾙﾋﾞﾃﾞｵ信
号発生器

アストロデザ
イン

2,809,000 1,888,000

水平周波数:最大300kHz 垂直周波数:最大250Hz HDMI(Ver 1.4a)
出力数:2(TMDS Clock 300MHz対応) 記憶媒体:ATA CFｶｰﾄﾞ
I/F:RS-232C,LAN 電源:AC100～120/200～240V opVM-1811:PCｱ
ﾅﾛｸﾞﾕﾆｯﾄ opVM-1826:DisplayPort/eDPﾕﾆｯﾄ(4K)

107
テレビ・ビデ
オ測定器

0100012213

WFM7120/AD,CP
S,DAT,DL,HD,PHY
,SIM

高機能ﾏﾙﾁ波形ﾓﾆ
ﾀ

ＴＦＦ　テクト
ロニクス社

3,638,700 1,200,000

opAD:ｱﾅﾛｸﾞおよびﾃﾞｼﾞﾀﾙ･ｵｰﾃﾞｨｵ･ﾓﾆﾀﾘﾝｸﾞ opCPS:ｱﾅﾛｸﾞ･ｺﾝﾎﾟ
ｼﾞｯﾄ･ﾓﾆﾀﾘﾝｸﾞ(NTSC,PAL) opDAT:ﾋﾞﾃﾞｵ･ﾃﾞｰﾀ,補助ﾃﾞｰﾀの解析
opDL:ﾃﾞｭｱﾙ･ﾘﾝｸのﾓﾆﾀﾘﾝｸﾞ opHD:高解像度(HD-SDI)ﾋﾞﾃﾞｵ･ﾌｫｰﾏｯ
ﾄのﾓﾆﾀﾘﾝｸﾞ(SD-SDIは標準) opPHY:SDI物理層測定(自動ｱｲ測定,
ｼﾞｯﾀ測定等) opSIM:2ﾁｬﾝﾈﾙ同時入力



(単位：円）

カテゴリ コード番号 型番 資産名称 メーカー 定価 販売価格 仕様

108
テレビ・ビデ
オ測定器

0100010946
DSAM3300/18,40,
48,50,56

ﾃﾞｼﾞﾀﾙｻｰﾋﾞｽ･ｱｸﾃｨ
ﾍﾞｰｼｮﾝ･ﾒｰﾀｰ

ＪＤＳＵ 817,000 400,000

ｱﾅﾛｸﾞﾚﾍﾞﾙ測定:4～1000MHz/0～+120dbμV､ﾃﾞｼﾞﾀﾙﾚﾍﾞﾙ測
定:QPSK,QAMOFDM/0～+110dbμV､ﾃﾞｼﾞﾀﾙｷｬﾘｱｰ解析､上り伝送
路測定､DOCSIS測定､ｲｰｻﾈｯﾄ測定､ｷﾞｶﾞ･ｲｰｻﾈｯﾄ測定､RF特性評
価　ﾊﾟｯｹｰｼﾞ1構成(ﾍﾞｰｼｯｸ測定,DOCSIS3.0ﾃｽﾄ,OFDM信号解
析,DQI測定)

109
テレビ・ビデ
オ測定器

0100010073

DSAM6300/0,8,11
,12,18,41,48,49,50,
56

ﾃﾞｼﾞﾀﾙｻｰﾋﾞｽ･ｱｸﾃｨ
ﾍﾞｰｼｮﾝ･ﾒｰﾀｰ

ＪＤＳＵ 1,655,000 720,000
周波数:4MHz～1GHz、分解能帯域幅:330kHz、ﾚﾍﾞﾙ測定ﾚﾝ
ｼﾞ:+20dBμV～+120dBμV、機能:ﾃﾞｼﾞﾀﾙ測定,QAMｲﾝｸﾞﾚｽ機
能,DQI測定機能,他

110
テレビ・ビデ
オ測定器

0100012455
980(Gen3)/95-
00062,95-00073

ﾌﾟﾛﾄｺﾙｽｺｰﾌﾟ
Ｑｕａｎｔｕｍ
Ｄａｔａ

2,431,000 1,200,000
HDMI(1.4a)ｿｰｽﾃﾞﾊﾞｲｽを最大297MHz(Gen3)のTMDSｸﾛｯｸﾚｰﾄで試
験 op95-00062:HDMIｿｰｽ･ｺﾝﾌﾟﾗｲｱﾝｽﾃｽﾄ op95-00073:ｴﾝｸﾘﾌﾟﾃｯﾄﾞ
ﾘﾝｸｱﾅﾗｲｻﾞ

111
電源関連機
器

0100010137 DP045T
ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾏﾌﾞﾙ交流電
源

エヌエフ回路
設計ブロック

1,895,000 850,000

電力容量:4.5kVA､形式:三相4線(Y結線)､出力ﾚﾝｼﾞ:100/200V(相電
圧設定:0.0～155.0V/0.0～310.0V､0.0～440.0Vp-p/0.0～880.0Vp-
p､線間電圧設定(正弦波のみ:0.0～268.4V/0.0～536.8V)､最大電
流:15/7.5A､周波数設定範囲:ACﾓｰﾄﾞ40～550Hz､AC+DCﾓｰﾄﾞ1Hz
～550Hz､電源:単相100～230V±10%､50/60Hz±2Hz

112
電源関連機
器

0100016365

ES12000(ﾀﾝｿｳ3ｾ
ﾝｼｭﾂﾘｮｸ,ﾀﾝｿｳ
200Vﾆｭｳﾘｮｸ)

高効率ｼｽﾃﾑ電源
エヌエフ回路
設計ブロック

8,013,400 4,590,000

単相3線(12kVA)ｷｬﾋﾞﾈｯﾄｼｽﾃﾑ ｼｽﾃﾑ構成:ES2000U(ﾏｽﾀ)×
1,ES2000P(ｽﾚｰﾌﾞ)×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)

113
電源関連機
器

0100015603
TG1703(ESﾃﾞﾝｹﾞﾝ
ｾﾝﾖｳ)

三相信号発生器
エヌエフ回路
設計ブロック

1,365,000 980,000
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:1φ
2W,1φ3W,3φ4W,3φ3W(V結線) I/F:GPIB

114
電源関連機
器

0100012233
PCR1000LE/AC5.
5-3P3M-M4C

高機能交流安定化
電源

菊水電子工
業

781,000 390,000

出力電圧(V)：1～150,2～300 電力容量(VA)：1k 出力ﾚﾝｼﾞ(Hz)：1～
999.9 入力電圧(V)：AC85～132,170～250 opAC5.5-3P3M-M4C:入
力電源ｺｰﾄﾞ(3芯ｷｬﾌﾞﾀｲﾔｹｰﾌﾞﾙ:3m) I/F:RS-232C 電源ﾗｲﾝ異常ｼ
ﾐｭﾚｰｼｮﾝ,ｼｰｹﾝｽ機能付 ｵﾌﾟｼｮﾝにより並列,三相運転等可能

115
電源関連機
器

0100012724 PP-2501A ﾎﾟｰﾀﾌﾞﾙ電源 高砂製作所 189,500 60,000

大容量ﾘﾁｳﾑ電池内蔵ﾎﾟｰﾀﾌﾞﾙ電源(標準ﾀｲﾌﾟ) 交流定格負荷電
力:250W(2.5A) 交流出力電圧:単相AC100V(50Hz又は60Hz) 交流
出力端子:3極ｺﾝｾﾝﾄ×1 直流出力電圧:DC5V(最大500mA/ﾎﾟｰﾄ)
直流出力端子:USB(TYPE-A)×2 入力電圧:AC90～110V(50/60Hz)
並列接続:最大6台(同一のﾎﾟｰﾀﾌﾞﾙ電源) 出力可能時間(目安時
間):約90分(1台,100W時)

116
電源関連機
器

0100016837 6330A 交流電源
計測技術研
究所

3,643,000 2,600,000

6300Aｼﾘｰｽﾞ(三相PWM方式400Hz出力ﾓﾃﾞﾙ) 出力形式:三相4線式
最大出力容量:30kVA 出力電圧:0～300V 出力電流:84A(150Vﾚﾝ
ｼﾞ),42A(300Vﾚﾝｼﾞ) 設定周波数ﾚﾝｼﾞ:360～440Hz 入力電圧:三相
AC200V(47～63Hz)

117
電源関連機
器

0100015101 6720/627 交流電源
計測技術研
究所

960,000 198,000

出力容量:2kVA 出力電圧:0～300V 出力電
流:16.8(150V)/8.4A(300V)  周波数ﾚﾝｼﾞ:45～500Hz 単相ﾘﾆｱ出力
ﾒﾓﾘ機能:9ｽﾃｯﾌﾟ,50ﾒﾓﾘ 入力電圧:単相AC200V op627:GP-IBｲﾝﾀｰ
ﾌｪｰｽ

118
電源関連機
器

0100013992

PAT160-
50T/AC8-4P4M-
M6C

高効率大容量ｽｲｯﾁ
ﾝｸﾞ電源

菊水電子工
業

901,000 360,000
定格電力:8kW 出力電圧:0～160V 出力電流:0～50A 入力電
圧:AC200～240V(3相) I/F:RS232C opAC8-4P4M-M6C:入力電源
ｹｰﾌﾞﾙ



(単位：円）

カテゴリ コード番号 型番 資産名称 メーカー 定価 販売価格 仕様

119
電源関連機
器

0100002288

PAT650-
12.3T/AC8-
4P4M-M6C

高効率大容量ｽｲｯﾁ
ﾝｸﾞ電源

菊水電子工
業

901,000 320,000

出力電圧(V):650.0 出力電流(A):12.30 出力電力:8kW 入力電圧
(ACV):200～240(3相) 表示:ﾃﾞｼﾞﾀﾙ 備考:RS232C付,質量/約22kg
並列運転:同一機種最大5台(専用ｹｰﾌﾞﾙ:PC01-PAT必要) opAC8-
4P4M-M6C:電源ｹｰﾌﾞﾙ（三相4芯,4ｍ）

120
電源関連機
器

0100014598 HX0500-12M2
定電圧/定電流直流
電源

高砂製作所 828,070 224,000
出力電圧:0～500V 出力電流:0～12A 出力電力:6kW 入力電圧:3相
180～242V 表示: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(専用ﾌﾗｯﾄｹｰﾌﾞﾙが必要)

121
電源関連機
器

0100015182 HX0500-24M2
定電圧/定電流直流
電源

高砂製作所 1,458,070 280,000
HXmk2ｼﾘｰｽﾞ 出力電圧:0～500V 出力電流:0～24A 出力電
力:12kW 入力電圧:3相180～242V 表示: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(専用ﾌﾗｯﾄｹｰﾌﾞﾙが必要)

122
電源関連機
器

0001611020 HX0500-30
定電圧/定電流直流
電源

高砂製作所 1,734,000 850,000
出力電圧(V)：0～500 出力電流(A)：0～30 入力電圧(ACV)：3相 180
～220 表示：ﾃﾞｼﾞﾀﾙ 備考：最大出力電力15kW、質量/45㎏以下

123
電源関連機
器

0100012660 PSF-400L2
ﾌﾚｷｼﾌﾞﾙﾚﾝｼﾞ直流
安定化電源

テクシオ・テ
クノロジー

230,000 98,000
定格電力範囲内で電圧･電流をﾌﾚｷｼﾌﾞﾙに出力可能なｽｲｯﾁﾝｸﾞ方
式直流安定化電源 出力数:2 出力電圧:80V 出力電流:40A 出力電
力:400W 入力電圧:AC100V～240V(単相) ※直列･並列運転可能

124
電源関連機
器

0100016800
SGI400X25C-
2AAB-5M

ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾏﾌﾞﾙ直流電
源

アメテック 1,325,000 930,000

SGIｼﾘｰｽﾞ(多機能ﾓﾃﾞﾙ) 容量:10kW 出力電圧:400V 出力電流:25A
直列接続:2台(但し、負側は300V以下) 並列接続:同電圧ﾓﾃﾞﾙで5
台 ｼｰｹﾝｽ機能:最大20ｽﾃｯﾌﾟ,50個 I/F:GPIB,RS-232C 入力電
圧:AC187～242V(3相) 電源ｹｰﾌﾞﾙ:3芯VCTｹｰﾌﾞﾙ(5m)

125
電源関連機
器

0100016799
SGI500X30C-
2AAB-5M

ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾏﾌﾞﾙ直流電
源

アメテック 1,695,000 1,200,000

SGIｼﾘｰｽﾞ(多機能ﾓﾃﾞﾙ) 容量:15kW 出力電圧:500V 出力電流:30A
直列接続:2台(但し、負側は300V以下) 並列接続:同電圧ﾓﾃﾞﾙで5
台 ｼｰｹﾝｽ機能:最大20ｽﾃｯﾌﾟ,50個 I/F:GPIB,RS-232C 入力電
圧:AC187～242V(3相) 電源ｹｰﾌﾞﾙ:3芯VCTｹｰﾌﾞﾙ(5m)

126
電源関連機
器

0100015289 AS-513/02
低損失ｼﾐｭﾚｰｼｮﾝ電
子負荷(ﾏｽﾀ)

エヌエフ回路
設計ブロック

2,865,000 550,000

各種非線形負荷をｼﾐｭﾚｰｼｮﾝ(UPSやｲﾝﾊﾞｰﾀの負荷試験,交流･直
流で動作可能) 入力電力:2kVA 電圧ﾚﾝｼﾞ:100,200V 動作ﾓｰﾄﾞ:抵抗
ﾓｰﾄﾞ,定電流ﾓｰﾄﾞ 最大入力電圧:AC150,300Vrms,DC±212,424V
最大入力電流:AC20,10Arms,DC±9.0,4.5V I/F:GPIB,RS-232C 電
源:AC90～132,180～250V ﾏｽﾀ･ｽﾚｰﾌﾞ動作により三相ｼｽﾃﾑが可
能(ﾏｽﾀ･ｽﾚｰﾌﾞｹｰﾌﾞﾙ必要),ﾌﾞｰｽﾀの接続によりﾊﾟﾜｰｱｯﾌﾟ可能
op02:Rﾓｰﾄﾞ位相可変 ※ﾏｽﾀ･ｽﾚｰﾌﾞおよびﾌﾞｰｽﾀ接続は、同一ﾊｰ
ﾄﾞｳｪｱﾊﾞｰｼﾞｮﾝのみ可能

127
電源関連機
器

0100013622
32613A/GPIB-
USB-HS

AC/DC電子負荷
計測技術研
究所

3,249,000 780,000
定格電力:7200W 定格電流:72Arms 定格電圧:300Vrms 周波数ﾚﾝ
ｼﾞ:DC,40～400Hz(CCﾓｰﾄﾞ) I/F:GP-IB,RS-232C 電源:AC100/200V
opGPIB-USB-HS:GP-IBｲﾝﾀｰﾌｪｰｽ(NI)

128
電源関連機
器

0100015095
32616A/GPIB-
USB-HS

AC/DC電子負荷
計測技術研
究所

6,388,000 1,680,000
定格電力:12.6kW 定格電流:126Arms 定格電圧:60～300Vrms 周波
数ﾚﾝｼﾞ:DC,40～400Hz(CCﾓｰﾄﾞ) I/F:GP-IB,RS-232C 電
源:AC100/200V opGPIB-USB-HS:GP-IBｲﾝﾀｰﾌｪｰｽ(NI)

129
電源関連機
器

0100012200

LN-1000C-
G6/LX-OP01,LX-
OP03

電子負荷装置
計測技術研
究所

559,000 195,000
動作電圧(V):0～500 入力電流(A):0～36 電力(W):1kW 標準装
備:USB,外部電圧制御入力(Ai) opLX-OP01:GP-IB/DIDOｲﾝﾀｰﾌｪｰ
ｽ opLX-OP03:MASTER/SLAVE接続ｹｰﾌﾞﾙ



(単位：円）

カテゴリ コード番号 型番 資産名称 メーカー 定価 販売価格 仕様

130
電源関連機
器

0001790141

3196/9660×
3,9339,9624,9264-
01,9726

電源品質ｱﾅﾗｲｻﾞ 日置電機 665,500 198,000

測定項目：(電圧,電流,周波数,電圧・電流不平衡率,高周波電圧・電
流・電力及び歪率)、測定回線：単相(2/3線),三相(3/4線)、電圧ﾚﾝ
ｼﾞ：AC150/300/600V、AC電流ﾚﾝｼﾞ：50/100A(9660(ｸﾗﾝﾌﾟｵﾝｾﾝｻ)
使用時)、9660(ｸﾗﾝﾌﾟｵﾝｾﾝｻ×3本)、9624((PQAﾊｲﾋﾞｭｰ)ﾃﾞｰﾀ解析
用ｿﾌﾄ)、9339(携帯用ｹｰｽ)、9726(PCｶｰﾄﾞ128MB)、9264-01(結線ｱ
ﾀﾞﾌﾟﾀ(三相3線用))

131
電源関連機
器

0100010419

MCD-05-
05002/HYDRANG
EA

多ﾁｬﾝﾈﾙ充放電試
験器

計測技術研
究所

905,000 198,000

CH数:5ch/1台,50ch/10台(ﾊｰﾄﾞｳｪｱ接続,最大),200ch/40台(ｿﾌﾄｳｪ
ｱ接続,最大) 充電部:出力電圧:設定範囲0V～5V,設定分解能1mV,
出力電流:設定範囲0mA～200mA(単ﾚﾝｼﾞ),設定分解能0.1mA 放電
部:出力電圧:設定範囲5V～0V(単ﾚﾝｼﾞ),設定分解能1mV,負荷電流:
設定範囲0mA～-200mA(単ﾚﾝｼﾞ),設定分解能0.1mA 測定部:直流
電流:測定範囲0V～6V(単ﾚﾝｼﾞ),測定分解能0.1mV,直流電流:測定
範囲-220mA～220mA(単ﾚﾝｼﾞ),測定分解能0.1mA I/F:USB
opHYDRANGEA:ｼｽﾃﾑｺﾝﾄﾛｰﾙｿﾌﾄ

132
電源関連機
器

0100016427

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

雷ｻｰｼﾞ試験器
ノイズ研究
所

5,837,000 4,100,000

IEC61000-4-5 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),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ｽ:2Ω EUT電源容
量:AC240V/20A,DC125V/20A 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)

133
電源関連機
器

0100011721
AS-288/01(0-
9Arms)

ﾘﾚｰﾃｽﾀ
エヌエフ回路
設計ブロック

3,215,000 1,600,000
V3φ･I3φ 出力周波数:1Hz～500Hz 電圧出力:0～220Vrms(線間
電圧) 電流出力:0～9.995Arms(20～500Hz)/0～2.000Arms(1～
20Hz) AC100V 48～62Hz 約900VA電源入力　op01:GP-IB

134
電源関連機
器

0001680050 RX4718 保護ﾘﾚｰ試験器
エヌエフ回路
設計ブロック

2,415,000 1,200,000
電圧三相、交流出力電圧/出力電流：0～40V/0.2A,0～
125V/0.8A,0～250V/0.2A、定格負荷：200/156/1,250Ω、直流出力
電圧機能：±40V,±125V,±250V、GP-IB,RS-232C付

135
電源関連機
器

0100015576 ESR7 EMIﾃｽﾄﾚｼｰﾊﾞ
Ｒｏｈｄｅ　＆
Ｓｃｈｗａｒｚ

7,257,000 4,720,000
EMIﾃｽﾄﾚｼｰﾊﾞ(CISPR16-1-1規格完全適合)+ｽﾍﾟｸﾄﾗﾑｱﾅﾗｲｻﾞ 周
波数ﾚﾝｼﾞ:9kHz～7GHz RF入力ﾚﾍﾞﾙ:-148～+30dBm RF入力ｺﾈｸ
ﾀ:N型(ﾒｽ)50Ω I/F:USB2.0(A),LAN,GPIB 電源:AC100～240V

136
電源関連機
器

0100015098
NT-SC/NT-DD-
2000E,NX-OP01

双方向電源
計測技術研
究所

688,000 198,000

NTｼﾘｰｽﾞﾕﾆｯﾄ型双方向電源(任意の系統へのｴﾈﾙｷﾞｰ双方向移
送) 最大容量:2kW 定格電圧:250～460V 定格電流:8A HVDC
側:DC350～400V,7A 制御電源:単相100～240V NT-SC:ｺﾝﾄﾛｰﾙﾕ
ﾆｯﾄ(NTｼﾘｰｽﾞ各ﾕﾆｯﾄをCANﾊﾞｽで制御,上位に対しLAN通信)
opNT-DD-2000E:DC/DC双方向ﾕﾆｯﾄ(2kW,絶縁型) opNX-OP01:直
流地絡検出

137 記録装置 0100004393
8835-01/8936×
2,9197×4,9388

ﾒﾓﾘﾊｲｺｰﾀﾞ 日置電機 637,000 230,000

ｱﾅﾛｸﾞ4ch+ﾛｼﾞｯｸ16ch 測定ﾚﾝｼﾞ:10mV～50V/div 4Mﾜｰﾄﾞ(1ch)～
1Mﾜｰﾄﾞ(4ch) PC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:携帯用ｹｰｽ 消耗品:9000027
9221(紙)

138 記録装置 0001820761

8855/8950×
8,8994,9198×
8,9646

ﾒﾓﾘﾊｲｺｰﾀﾞ 日置電機 1,390,000 550,000

ch数(ｱﾅﾛｸﾞ･ﾛｼﾞｯｸ):ｱﾅﾛｸﾞ8+ﾛｼﾞｯｸ16 ﾛｼﾞｯｸﾌﾟﾛｰﾌﾞ必要 測定範囲
(V/Fs):5m～20 ﾒﾓﾘ(word/ch):4M(2ch時16M) ｻﾝﾌﾟﾙ(kS/s)：5μ～
5min/DIV 備考: 8994(ﾌﾟﾘﾝﾀﾕﾆｯﾄ) 9646(MOﾕﾆｯﾄ(1.3GB)) 8950(ｱﾅ
ﾛｸﾞﾕﾆｯﾄ(1ch/ﾕﾆｯﾄ) 9198(接続ｺｰﾄﾞ(最大入力電圧300V)) 消耗
品:9000029 9231(紙)

139 記録装置 0100011885

LX-110/AU-
LX100EPIO,AR-
LXPA100×2,AR-
LXAO100×2,TZ-
LXSY1,8GCF,CL-
407×32,LAN

ﾚｺｰﾃﾞｨﾝｸﾞﾕﾆｯﾄ ティアック 2,408,000 350,000

ﾚｺｰﾃﾞｨﾝｸﾞﾕﾆｯﾄ/16IN16OUT(電圧出力型ｾﾝｻ(PA)ｱﾝﾌﾟﾀｲﾌﾟ) 記録
媒体:CFｶｰﾄﾞ,内蔵ﾒﾓﾘ標準64MB opAU-LX100EPIO:拡張ﾎﾞｯｸｽ
opAR-LXPA100:電圧出力型ｾﾝｻ(PA)入力ｱﾝﾌﾟopAR-LXAO100:電
圧出力ｱﾝﾌﾟopTZ-LXSY1:LX-110用同期記録ｷｯﾄ op8GCF：ｺﾝﾊﾟｸﾄ
ﾌﾗｯｼｭﾒﾓﾘｶｰﾄﾞ8G opCL-407:BNC-BNCｹｰﾌﾞﾙ(1.5m)×32
opLAN:LANｸﾛｽｹｰﾌﾞﾙ(3m)

140 記録装置 0100009033
DA-20/MC-
20CF2,NC-98B

ﾃﾞｰﾀﾚｺｰﾀﾞ リオン 478,000 198,000
CH数:4、周波数範囲:DC～20kHz opMC-20CF2:CFｶｰﾄﾞ(2GB)、
opNC-98B:ACｱﾀﾞﾌﾟﾀ付



(単位：円）

カテゴリ コード番号 型番 資産名称 メーカー 定価 販売価格 仕様

141
温度・湿度測
定器

0100009220

8422-
50/9334,9642,US
B-LANﾍﾝｶﾝｷ

ﾒﾓﾘﾊｲﾛｶﾞｰ 日置電機 388,200 180,000

ｱﾅﾛｸﾞ入力32ch+ﾊﾟﾙｽ4ch、入力種類:電圧(V)±100m～±60 最高
分解能5μV、熱電対:-200℃～2,000℃,3ﾚﾝｼﾞ(K,E,J,T,N,W(WRe5-
26),R,S,B)、記録間隔:100ms～1h(16ﾚﾝｼﾞ)、ﾊﾟﾙｽ積算,回転数変
動、op9334:ﾛｶﾞｰｺﾐｭﾆｹｰﾀ、op9642:LANｹｰﾌﾞﾙ、opUSB-LANﾍﾝｶﾝ
ｷ:USB-LAN変換器

142
温度・湿度測
定器

0100014856
MV1012-3-4-1-
2-1M/M1

ﾎﾟｰﾀﾌﾞﾙﾍﾟｰﾊﾟﾚｽﾚ
ｺｰﾀﾞ MV1000

横河電機 492,000 298,000

入力点数:12 測定周期:1s(高速ﾓｰﾄﾞ:125ms) 入力種類:DCV(20mV
～50V,1-5V),TC(R,S,B,K,E,J,T,N等),RTD(Pt100,JPt100),DI(接点ま
たはTTLﾚﾍﾞﾙ電圧) 外部記憶媒体:CFｶｰﾄﾞ(128MB付),USBﾒﾓﾘ使用
可 内部ﾒﾓﾘ容量:400MB 通信機能:Ethernet(10BASE-T) 電
源:AC100～264V opM1:演算機能(ﾚﾎﾟｰﾄ機能付)

143
温度・湿度測
定器

0100008507 H2640
赤外線ｻｰﾓｸﾞﾗﾌｨ装
置

日本アビオ
ニクス

3,233,000 450,000

温度測定範囲:-40～500℃ 最小検知温度差:0.06℃以下(画質改善
時0.03℃以下(at 30℃ ∑64)) 測定精度:±2％(読み取り値)または
±2℃いずれか大きい方 検出器:国産2次元非冷却ｾﾝｻ(ﾏｲｸﾛﾎﾞﾛ
ﾒｰﾀ) 測定波長:8～13μm　瞬時視野角:0.6mrad 焦点範囲:30cm～
∞ 視野角:水平2.7°×垂直16.4° I/F:IEEE1394a,RS-
232C,USB2.0又は1.1(ﾏｽｽﾄﾚｰｼﾞ対応)

144
温度・湿度測
定器

0100015959
R300(SR)/IRR-
HR300A

ｻｰﾓｸﾞﾗﾌｨ
日本アビオ
ニクス

2,223,000 1,200,000

測定温度範囲:-40～2000℃(opIRR-HR300A) 温度分解能:0.05℃
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 記録媒体:SDｶｰﾄﾞ 動画記録:10fps I/F:USB2.0(ﾏｽｽﾄﾚｰｼﾞ/画
像転送),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:NS95000PRO(計測･解析･ﾚﾎﾟｰﾄ) opIRR-
HR300A:高温ﾚﾝｼﾞ ※超解像処理機能追加(R300SRと同機能)

145 歪測定器 0100008404

DC-204Ra/CR-
1860,CR-4010×
4,CR-
3620,2GBCF

小型動ひずみﾚｺｰﾀﾞ
東京測器研
究所

590,500 268,000

測定点数:4 測定範囲:±80000×10^-6ひずみ 応答周波数範
囲:DC～10kHz(-3dB±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)

146 歪測定器 0100013092

EDX-100A-
2H/CDV-40B-F
×2,FV-1A×
16,U-39×
2,UIA345-12

ﾕﾆﾊﾞｰｻﾙﾚｺｰﾀﾞ 共和電業 1,493,200 860,000

ｽﾛｯﾄ数:2 ｱﾅﾛｸﾞ入力:16ch(ひずみ,電圧) 周波数範囲:DC～
50kHz(opCDV-40B-F) ﾃﾞｰﾀ記録:CFｶｰﾄﾞ I/F:LAN,USB2.0(Bｺﾈｸﾀ)
opCDV-40B-F:ひずみ/電圧測定ｶｰﾄﾞ(ｱﾝﾁｴﾘｱｼﾞﾝｸﾞﾌｨﾙﾀ付),8ch
opFV-1A:電圧変換ｱﾀﾞﾌﾟﾀ opU-39:8ﾁｬﾈﾙ入力ｹｰﾌﾞﾙ(長さ:1m)
opUIA345-12:ACｱﾀﾞﾌﾟﾀ

147 歪測定器 0100009716

EDX-3000A-
H/CDV-40B-F×
8,EMON-30A,U-
15×64,U-40×
8,RCU-
42A,MOUSE,KB

ﾒﾓﾘﾚｺｰﾀﾞ/ｱﾅﾗｲｻﾞ 共和電業 6,221,740 320,000

入力ﾁｬﾝﾈﾙ:64ch(ｽﾛｯﾄ数8)、ひずみ測定ﾚﾝ
ｼﾞ:500,1k,2k,5k,10k,20k,50k×10^-6ひずみ,OFF 電圧測定ﾚﾝ
ｼﾞ:0.1,0.2,0.5,1,2,5,10V,OFFの8段 ｲﾝﾀｰﾌｪｰｽ：
LAN(10/100/1000BASE-TX)/USB opCDV-40B-F×8:ひずみ/電
圧測定ｶｰﾄﾞ opEMON-30A:着脱式15型LCDﾃﾞｨｽﾌﾟﾚｲ opU-15×64:
入力ｹｰﾌﾞﾙ(1.5m,7P-BNC(ｵｽ)) opU-40×8:CDV-40B用入力ｹｰﾌﾞﾙ
(0.5m) opRCU-42A:ﾘﾓｰﾄｺﾝﾄﾛｰﾙﾕﾆｯﾄ opMOUSE:ﾏｳｽ opKB:ｷｰ
ﾎﾞｰﾄﾞ

148 歪測定器 0100010645

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

ﾃﾞｰﾀﾛｶﾞ 共和電業 1,579,000 500,000

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､opUSI-67A:ｽ
ｷｬﾅｲﾝﾀｰﾌｪｰｽ､opUCS-60B:制御ｿﾌﾄｳｴｱ

149 歪測定器 0001900170 ASW-50C ｽｲｯﾁﾎﾞｯｸｽ
東京測器研
究所

997,000 480,000
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)

150 歪測定器 0100013908 ASW-50C(H) ｽｲｯﾁﾎﾞｯｸｽ
東京測器研
究所

1,050,000 480,000
TDS-530用ｽｲｯﾁﾎﾞｯｸｽ 測定点数:50点 測定対象:ひずみ,直流電
圧,熱電対温度測定 防湿用ﾋｰﾀ付き

151 歪測定器 0100000177 ASW-50C-05 ｽｲｯﾁﾎﾞｯｸｽ
東京測器研
究所

1,120,000 680,000
TDS-530の測定点数拡張用 測定点数:50 測定対象:ひずみ,直流
電圧(±40V),温度測定(熱電対 T,K,E,B,J,S,D,N) ※NDISﾜﾝﾀｯﾁｺﾈｸ
ﾀ付き



(単位：円）
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152 歪測定器 0100004512 ISW-50G ｽｲｯﾁﾎﾞｯｸｽ
東京測器研
究所

1,180,000 300,000 TDS-602/TDS-303用ｽｲｯﾁﾎﾞｯｸｽ

153 歪測定器 0100004513 ISW-50G-05
ｽｲｯﾁﾎﾞｯｸｽ(ｺﾈｸﾀ
付)

東京測器研
究所

1,280,000 320,000 TDS-602/TDS-303用ｽｲｯﾁﾎﾞｯｸｽ(ｺﾈｸﾀ併用型)

154 歪測定器 0100014809 TMR-221
ﾏﾙﾁﾚｺｰﾀﾞひずみ4
ｹﾞｰｼﾞﾕﾆｯﾄ

東京測器研
究所

443,000 230,000
TMR-200ｼﾘｰｽﾞ 測定点数:8 入力:ひずみ,電圧(opCR-4010使用時)
適用ゲージ抵抗:120～350Ω 電源:TMR-211より供給

155
騒音・振動測
定器

0100011080 NL-42EX
普通騒音計（検定済
証付き）

リオン 249,000 130,000
測定範囲:25dB～130dB(A),33dB～130dB(C),38dB～130dB(Z)、測
定周波数範囲:20Hz～8kHz、ｱﾅﾛｸﾞ出力:直流/交流、電源:単3乾電
池×4または外部電源(別途)、機能拡張ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑNX-42EX付き

156
騒音・振動測
定器

0100011942 NL-52EX
精密騒音計（検定済
証付き）

リオン 341,000 180,000
測定範囲:25dB～130dB(A),33dB～130dB(C),38dB～130dB(Z)、測
定周波数範囲:20Hz～20kHz、ｱﾅﾛｸﾞ出力:直流/交流、電源:単3乾
電池×4または外部電源(別途)、機能拡張ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑNX-42EX付き

157
騒音・振動測
定器

0100009833 XN-1J 超低周波音ﾚﾍﾞﾙ計 リオン 563,000 280,000

測定ﾚﾍﾞﾙ範囲:80～160dB  測定周波数範囲:L.P.Fにて設定 0.2～
10Hz/0.2～100Hz/0.2～630Hz  ﾚﾍﾞﾙﾚﾝｼﾞ:10dBｽﾃｯﾌﾟ3段 80～
140/90～150/100～160dB 周波数特性:平坦特性 動特性:Fast 測
定時間:10秒,1,5,10,15,30分及び手動  ﾏｲｸﾛﾎﾝ:UC-24C(ﾏｲｸ感度ﾚ
ﾍﾞﾙ-66dB)

158
騒音・振動測
定器

0100013404 GK291D50 ｽﾚｯｼﾞﾊﾝﾏｰｷｯﾄ
ＰＣＢ　Ｐｉｅｚ
ｏｔｒｏｎｉｃｓ

807,000 500,000

構成品:086D50(ｲﾝﾊﾟｸﾄﾊﾝﾏｰ),353B33(加速度計),393A03(加速度
計),480E09(ICPｺﾝﾃﾞｨｼｮﾅ×2),003D20(ﾊﾝﾏｰｹｰﾌﾞﾙ),003C20(加速
度計用ｹｰﾌﾞﾙ×2),003D03(出力ｹｰﾌﾞﾙ×2)、周波数範囲:0.75kHz、
振幅ﾚﾝｼﾞ:22.25kN、感度:0.22mV/N

159
騒音・振動測
定器

0100002465 LR-07
ﾚﾍﾞﾙﾚｺｰﾀﾞ(検査合
格証付）

リオン 483,000 298,000

周波数範囲:1Hz～100Hz ﾚﾍﾞﾙ範囲:10～50dB 騒音/振動ﾚﾍﾞﾙ記
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

160
騒音・振動測
定器

0100000991 LR-20A
ﾚﾍﾞﾙﾚｺｰﾀﾞ(検査合
格証付）

リオン 846,000 510,000
入力ch:2ch 周波数範囲:1Hz～2kHz ﾚﾍﾞﾙ範囲:50dB(1ch) 2測定点
の騒音･振動ﾚﾍﾞﾙ又は電圧記録及び2点間のﾚﾍﾞﾙ差の記録 消耗
品:100005913 PEN06S-BLACK(ﾍﾟﾝ)他×2,100005889 RP-55(紙)

161 環境試験器 0100001081 PL-3KP 低温恒温恒湿器 エスペック 4,377,850 1,250,000

温湿度範囲:-40～100℃/20～98％RH 内法(W×H×Dcm):60×85
×80 外法(W×H×Dcm):101×172×117 質量(kg):350 電源設備容
量:AC200V,3φ,23A ｹｰﾌﾞﾙ孔:左側面中央にφ100㎜(標準装備の
φ50㎜は無し) 通信機能:GP-IB 電源ｹｰﾌﾞﾙ:器外3m 棚板棚受:2組
外部警報端子

162 環境試験器 0100012496 PU-2J 低温恒温器 エスペック 2,791,500 1,400,000

温度範囲:-40～100℃ 内法(W×H×Dcm):50×75×60 外法(W×H
×Dcm):91×162×108 質量(kg):330 電源設備容量:AC200V,3
φ,15A ｹｰﾌﾞﾙ孔:左側面中央にφ100㎜(標準装備のφ50㎜は無
し) 通信機能：GP-IB 電源ｹｰﾌﾞﾙ:器外3m 棚板棚受:2組 外部警報
端子 ｻｰﾋﾞｽｺﾝｾﾝﾄ



(単位：円）
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163 環境試験器 0100017127 FX420N(150℃) 低温恒温恒湿器 楠本化成 3,279,000 1,600,000

HIFLEX NEOｼﾘｰｽﾞ(FXﾀｲﾌﾟ) 温(湿)度範囲:－40～＋150℃,20～
98%RH 内法(W×H×Dcm):70×95×70 外法(W×H×Dcm):98×
188.3×129.0 丸型測定孔:左右側面2ヶ所(φ50) 観察窓(W×
Hcm):21×30.3 I/F:Ethernet 質量(kg):378 必要電源:AC200V(3
φ),28A

164 環境試験器 0100014972

UTC-200A/FCC-
2M,PCC-2M,TK-
C90809,UT70U10
0F

ﾍﾟﾙﾁｪ温度調節器 アンペール 371,000 90,000

最大出力:192W 温度制御範囲:-80～+180℃(精度±0.1℃) 温度制
御方式:定値制御,ﾊﾟﾀｰﾝ制御 適合ﾍﾟﾙﾁｪ：UT7070,UT4040等 適合
温度ｾﾝｻｰ:4線式白金測温抵抗体(Pt100) I/F:USB2.0,RS-232C
opFCC-2M:UTCｼﾘｰｽﾞ用ﾌｧﾝ接続ｹｰﾌﾞﾙ opPCC-2M:UTCｼﾘｰｽﾞ用
ﾍﾟﾙﾁｪ接続ｹｰﾌﾞﾙ opTK-C90809:UTCｼﾘｰｽﾞ用4線式測温抵抗体(ｸ
ﾗｽA) 測温部形状:素子ﾀｲﾌﾟ ｹｰﾌﾞﾙ長:2m opUT70U100F:UTCｼﾘｰ
ｽﾞ用ﾌﾟﾚｰﾄ冷却ﾕﾆｯﾄ(ﾍﾟﾙﾁｪ素子) 冷却ﾌﾟﾚｰﾄ面:100×100mm 到達
温度範囲:-10～+125℃
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DSX100-
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ｵﾌﾟﾄﾃﾞｼﾞﾀﾙﾏｲｸﾛｽ
ｺｰﾌﾟ

オリンパス 3,918,800 900,000

工業用顕微鏡 ｽﾞｰﾑ比:16(光学ｽﾞｰﾑ0.125x-2.0x),30(ﾃﾞｼﾞﾀﾙｽﾞｰﾑ
使用時) 照明:LEDﾘﾝｸﾞﾗｲﾄ照明(各対物ﾚﾝｽﾞに付属) 撮像素
子:1/1.8型,201万画素,ｶﾗｰCCD 解像度(標準):1194×
1194(1:1),1592×1194(4:3) 液晶ﾓﾆﾀｰ:23型ﾀｯﾁﾊﾟﾈﾙ装着ﾌﾙHDｶﾗｰ
液晶ﾓﾆﾀｰ DSX100手動ｽﾃｰｼﾞｾｯﾄ opDSX-ASW-3D:ｱﾌﾟﾘｹｰｼｮﾝｿﾌ
ﾄ 3D計測 opDSX-CALS-WZ:ｷｬﾘﾌﾞﾚｰｼｮﾝｻﾝﾌﾟﾙ opDSXPLFL3.6
×:DSX-WZ専用対物ﾚﾝｽﾞ(3.6×) opU-MSSP4:大型ｽﾃｰｼﾞﾌﾟﾚｰﾄ
opZ48636:DSX-Mainｹｰｽ
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◆ ご注意いただきたい事項 ◆ 

１. 在庫状況は常に変動しておりますので、弊社営業担当までご確認ください。 

２.  保証および校正に関する詳細につきましては、弊社営業担当までご確認ください。   

３. 記載の定価・販売価格には、消費税は含まれておりません。  

お問い合わせ先 

株式会社フィギュアネット 
〒221-0057 横浜市神奈川区青木町3-15 SSビル201 

E-MAIL:contact@figurenet.com   TEL:045-440-5545    FAX:045-461-1577 

http://www.figurenet.com/ 
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