
■デジタル・オシロスコープ

DS-5622A

キャンペーン価格 208,000円（税別）

-台数に限りがございますので、ご注文前にお問い合わせください -

80周年ありがとう80周年ありがとう

デジタル オシロスコ プ

い-
年度末キャンペーン

- 台数に限りがございますので、ご注文前にお問い合わせください
年度末キャンペーン

アイソレーション・アンプ SE-6000（受信側）

※

カ
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ー
を
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け
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状
態

アイソレーション・ユニット 
SE-6011（送信側）

■アイソレーション・プローブ ■ 周波数帯域（-3dB） 30MHz
■ 入力インピーダンス1MΩ//20pF
■ 入力カップリングDC, AC, GND

200MHz,2GS/s,2ch
5Mポイント

標準価格 260,000円（税別）

93,000円（税別）

DS-5110B
100MHz,1GS/s,2ch,最大1Mポイント

標準価格 93,000円（税別）

DS-5107B
70MHz,1GS/s,2ch,最大1Mポイント

標準価格 70,000円（税別）

DS-5105B
50MHz,1GS/s,2ch,最大1Mポイント

標準価格 48,000円（税別）

70,000円（税別） 48,000円（税別）
■ DS-5110B ■ DS-5107B ■ DS-5105B
キャンペーン対象外

入出力間を光で絶縁した測定システムを構築し、
高電圧の波形測定を安心し行うことができます。

SE-6000
標準価格 480,000円（税別）

キャンペーン価格 384,000円（税別）
アイソレーション・アンプ

SE-6011
標準価格 915,000円（税別）

キャンペーン価格 732,000円（税別）
アイソレーション・ユニット

SE-607
標準価格 80,000円（税別）

キャンペーン価格 　64,000円（税別）
光ケーブル 50m

CH-5050A 標準価格61,000円（税別）キャンペーン対象外

バッテリチャージャー

NH-2054 標準価格65,000円（税別）キャンペーン対象外

バッテリパック

■差動プローブ 最大差動動作電圧1.4kV（DC+ACpeak）対応
■ 周波数帯域　DC～ 100MHz
■ 減衰比　50:1、500:1

SS-320
標準価格 99,800円（税別）

キャンペーン価格 　79,800円（税別）
差動プローブ

PS-25 標準価格39,000円（税別）キャンペーン対象外

専用電源

■高電圧プローブ高電
■ 周波数帯域（-3dB） DC～ 400MHz
■ 減衰比100:1
■ 最大入力電圧
　［SS-0170R］ 6kV、1kV（CATⅡ）
　［SS-0171R］ 4kV、1kV（CATⅡ）

SS-0170R
標準価格 59,800円（税別）

キャンペーン価格 48,000円（税別）
高電圧プローブ

SS-0171R
標準価格 39,800円（税別）

キャンペーン価格 32,000円（税別）
高電圧プローブ

PHV4002-3-RO
標準価格 250,900円（税別）

キャンペーン価格 198,000円（税別）
高電圧プローブ

■ 周波数帯域（-3dB） DC～ 100MHz
■ 減衰比1000:1
■ 最大入力電圧
　14kV（rms）AC50/60Hz 正弦波
　20kV（DC+ACpk）
　40kV（Pules）
■ ケーブル長　3m

汎用タイプ高電圧20kV（DC+ACpk）プローブ（PMK社製）

2019年 3月末まで

★即納
可能品

★即納
可能品



セット キャンペーン価格
998,000円（税別）

C.S(OK)201701
8201-5520-1

●ご相談／お問い合せは

●製品改良等により、外観および性能の一部を予告なく変更することがあります。
●お問い合せは、下記当社営業部および営業所または取次店へお問い合わせください。

※ 製品を廃棄する場合には、地方自治体の条例 ・ 規則に従って廃棄してください。
※ 社名、商品名等は各社の商標または登録商標です。

●ここに記載しました内容は、2019年3月現在のものです。
●価格は変更の可能性があります。ご注文の際にはご確認を頂けますようお願い申し上げます。

URL: http://www.iti.iwatsu.co.jp
■第二営業部 計測営業担当 〒168-8501 東京都杉並区久我山1-7-41 TEL 03-5370-5474 FAX 03-5370-5492
■第二営業部 アカウント営業担当 〒168-8501 東京都杉並区久我山1-7-41 TEL 03-5370-5474 FAX 03-5370-5492
■第二営業部 国際営業担当 〒168-8501 東京都杉並区久我山1-7-41 TEL 03-5370-5483 FAX 03-5370-5492
■西日本支店 計測営業担当 〒550-0005 大阪府大阪市西区西本町2-3-6山岡ビル1F TEL 06-6535-9200 FAX 06-6535-9215

E-mail:info-tme@iwatsu.co.jp0120-102-389
技術的なお問い合わせ フリーダイヤル ：

受付時間  土日祝日を除く営業日の 9:00～ 12:00/13:00～ 17:00

■教育実習装置

■マルチメータ

ITF-201A 標準価格 500,000円（税別）
光伝送実習装置

ITF-204B 標準価格 430,000円（税別）
周波数変・復調実習装置

● 微分回路、積分回路の実習
● クリップ回路、クランプ回路の実習
● 論理回路（AND、OR、NOT）の実習
● ミラー回路、ブートストラップ回路の実習

送信部と受信部を光ファイバケーブルで接続し、
信号入力から電気 /光変換、光 /電気、再生までに
ついての基本動作実習が行えます。

周波数変調回路と直交（クワドラチャ）検波方式の
復調回路の基本原理について、またその応用回路
として FMラジオ受信機の動作原理についての実習
が行えます。

キャンペーン価格 　280,000円（税別）

ITF-03B 標準価格 350,000円（税別）
パルス回路実習装置

キャンペーン価格 　400,000円（税別） キャンペーン価格 　344,000円（税別）

色鮮やかな大画面、多彩な解析機能（アナログメータ、ヒストグラム、トレンドなど）

VOAC7502
デジタル・マルチメータ

5½電圧、電流、抵抗、周波数

標準価格94,000円（税別）キャンペーン対象外

VOAC7602
デジタル・マルチメータ

6½電圧、電流、抵抗、温度、周波数、USBメモリ

標準価格120,000円（税別）キャンペーン対象外

VOAC7523H
デジタル・マルチメータ

5½アイソレート入力、0.1μV、電圧、電流、抵抗、温度、温度

標準価格128,000円（税別）キャンペーン対象外

VOAC7520H
デジタル・マルチメータ

5½アイソレート入力、1μV、電圧、電流、抵抗、温度、温度

標準価格118,000円（税別）キャンペーン対象外

VOAC7522H
デジタル・マルチメータ

5½ ４端子抵抗測定対応、0.1μV、電圧、電流、抵抗、温度、温度

標準価格99,800円（税別）キャンペーン対象外

VOAC7521H
デジタル・マルチメータ

5½ ４端子抵抗測定対応、1μV、電圧、電流、抵抗、温度、温度

標準価格89,800円（税別）キャンペーン対象外
測定イメージ

測定イメージ

1キーワンアクション、使いやすい基本機能

■信号発生器

SG-4105
ファンクション・ジェネレータ（10mHz～ 15MHz）

標準価格138,000円（税別）キャンペーン対象外

SG-4104
ファンクション・ジェネレータ（10mHz～ 5MHz）

標準価格98,000円（税別）キャンペーン対象外

低価格高性能なベーシックツール

● 周波数確度は 50ppm
● GPIB、RS-232標準装備（SG-4105）
● 最大オフセット可変量＋10V ～－10V （出力端開放）
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★即納
可能品

1キ ワンアク

★即納
可能品

★即納
可能品

★即納
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可能品

高山理化精機株式会社 
本社　　　　　TEL：0263-25-3111　 
長野支店　　　TEL：026-284-6111 
佐久営業所　　TEL：0267-68-2111 
南信営業所　　TEL：0265-76-6111 
北関東営業所　TEL：0285-41-1772 
新潟営業所　　TEL：0258-28-7111 
山梨出張所　　TEL：055-269-9511


