
計測器リセール特選品 2021年10⽉号
横河レンタ・リースでは、豊富に保有しているレンタル機器を格安なお値段にて販売しています。
こちらでご紹介している以外にも、まだまだたくさんの機器がございます。
このほかの機器のラインアップや仕様など、詳しくは当社ホームページをご覧ください。

予算と環境にやさしい”リセール品”をぜひご検討ください︕

MYWAYプラス

pCUBE 回⽣型直流電源

MWBFP3-1250-J (台⾞付き)

2151075

￥1,980,000
（￥3,830,000）

キーサイト・テクノロジー

直流安定化電源

66311B
2111057

￥88,000
（￥238,221）

菊⽔電⼦⼯業

直流安定化電源

PAN110-5A
2111104

￥93,500
（￥185,000）

⽇置電機
クランプオンパワーロガー

PW3365-10
(9661×3,C1008,Z4001,PW9020)
1041275

￥221,000
（￥322,000）

キーサイト・テクノロジー

デジタルマルチメータ

34401A
1010082

￥79,200
（￥166,943）

⽇置電機

クランプテスタ

3284 (9445-02/9094/9199)
1041044

￥26,400
（￥60,300）

⾼砂製作所
直流安定化電源

EX-375L2
2111092

￥52,800
（￥160,000）

横河計測
デジタル絶縁抵抗計

MY40-01
1531001

￥22,000
（￥44,000）

横河計測
CA150 ハンディキャル

CA150
(94015/94010-M/B9108WA) 
1001004

￥94,600
（￥257,800）

保証なし 保証なし

aya-nakashima
kousan



エー・アンド・デイ

オムニエース 3 

RA2300A (⼊⼒ユニット付き) 
1801222

￥380,600
（￥1,376,000）

エヌエフ回路設計ブロック

ファンクションジェネレータ

WF1946B
1341012

￥140,800
（￥298,000）

マイクロニクス

スペクトラム・アナライザ

MSA458
1431291

￥473,000
（￥849,600）

キーサイト・テクノロジー
ノイズフィギュアアナライザ

N8973A-Op1D5
2321001

￥756,800
（￥3,666,051）

⽇置電機
メモリハイコーダ

MR8847-01
(9664、8966×4、L9198×8)
1801254

￥363,000
（￥1,216,000）

キーサイト・テクノロジー

ノイズソース

346CK01
2321003

￥330,000
（￥654,298）

キーサイト・テクノロジー
マルチフォーマットパワーセンサ

E9300A
1041012

￥145,200
（￥320,312）

横河計測

ミックスドシグナルオシロスコープ

7101 10-M-
HJ/B5/M2/P4/C11/F1/F4
1412289

￥462,000
（￥1,378,000）

横河計測
DL850 スコープコーダ
ビーグルエディション

DL850V-M-
HJ/B5/HD1/P4
1411894

￥594,000
（￥920,000）

保証なし

保証なし 保証なし

保証なし

保証なし



リセール商品（中古品）販売ホームページ掲載商品

メーカー 商品コード 型名 品名
販売価格
(税抜き)

販売価格
(税込み)

メーカー
定価

商品仕様 特記事項

キーサイト・テ
クノロジー

1411118 1134A プローブアンプ (7GHz) ¥212,000 ¥233,200 ¥826,487 周波数帯域︓7GHz、⼊⼒容量︓プローブヘッド (別注) 保証なし

キーサイト・テ
クノロジー

1411280 1131A プローブアンプ (3.5GHz) ¥141,000 ¥155,100 ¥480,014 周波数帯域︓3.5GHz、⼊⼒容量︓プローブヘッド (別注) 保証なし

テクトロニクス 1411048 P7240 アクティブプローブ (4GHz) ¥172,000 ¥189,200 ¥585,000 周波数帯域︓4GHz、最⼤動作電圧︓±2V、⼊⼒容量︓20kΩ/1pF 保証なし

テクトロニクス 1421221 TDP3500 差動プローブ (3.5GHz) ¥231,000 ¥254,100 ¥795,000
周波数帯域︓3.5GHz、最⼤差動電圧︓±2V、対地動作電圧︓+5〜-4V、
オシロ側対応 I/F︓TekVPI

保証なし

テクトロニクス 1421233 TCP0150 電流プローブ (20MHz︓150A) ¥290,000 ¥319,000 ¥841,000
周波数範囲︓DC〜20MHz、最⼤電流︓150A (DC)、
被測定導体直径︓21mm×25mm、オシロ側対応I/F︓TekVPI

保証なし

テクトロニクス 1412169 DPO2014B デジタル・オシロスコープ ¥180,000 ¥198,000 ¥313,000
チャネル数︓4ch、周波数帯域︓100MHz、サンプリング︓1GS/s、
メモリ︓1M、メディアドライブ︓USB

横河計測 1412289 7101 10-M-HJ/B5/M2/P4/C11/F1/F4
ミックスド・シグナル・オシロスコー
プ

¥420,000 ¥462,000 ¥1,378,000
チャネル数︓4ch or 3ch+8ch (ロジック⼊⼒)、周波数帯域︓200MHz、
サンプリング︓4ch=1.25GS/s,2ch=2.5GS/s、メモリ︓12.5M

横河計測 1421319 7019 22 (7009 76付き) 差動プローブ (200MHz) ¥61,000 ¥67,100 ¥120,000
周波数帯域︓200MHz、差動⼊⼒電圧︓±20V (DC+ACpeak)、
出⼒インピーダンス︓50Ω

保証なし

横河計測 1421122 7019 13 アクティブプローブ (2.5GHz) ¥77,000 ¥84,700 ¥198,000 周波数帯域︓2.5GHz、⼊⼒電圧︓±7V 保証なし

メーカー 商品コード 型名 品名
販売価格
(税抜き)

販売価格
(税込み)

メーカー
定価

商品仕様 特記事項

MYWAYプラス 2151075 MWBFP3-1250-J (台⾞付き) pCUBE 回⽣型直流電源 ¥1,800,000 ¥1,980,000 ¥3,830,000 ⼊出⼒電圧︓DC-2〜500V、⼊出⼒電流︓DC±35A、⼊出⼒電⼒︓DC±11.5kW 運送費別途

キーサイト・テ
クノロジー

2111057 66311B 直流安定化電源 ¥80,000 ¥88,000 ¥238,221
単出⼒、出⼒電圧︓0〜15V、出⼒電流︓0〜3A、
⼊⼒容量︓170VA (コンセントプラグ付き)

キーサイト・テ
クノロジー

2111311 6033A 直流安定化電源 ¥286,000 ¥314,600 ¥508,864
出⼒電圧︓0〜20V、出⼒電流︓0〜30A、
出⼒容量︓240W、⼊⼒電圧︓AC100V

保証なし

⾼砂製作所 2111092 EX-375L2 直流安定化電源 ¥48,000 ¥52,800 ¥160,000
出⼒電圧︓0〜60V、出⼒電流︓0〜25A、
出⼒容量︓375W (電圧×電流≦375W)

保証なし

⾼砂製作所 2110217 EX-750L2 直流安定化電源 ¥71,000 ¥78,100 ¥259,000
出⼒電圧︓0〜60V、出⼒電流︓0〜50A、
出⼒容量︓750W (電圧×電流≦750W)

保証なし

⾼砂製作所 2111270 HX0500-30 直流安定化電源 ¥630,000 ¥693,000 ¥1,735,500
単出⼒、出⼒電圧範囲︓0〜500V、出⼒電流範囲︓0〜30A、
最⼤出⼒電⼒︓15kW

運送費別途

菊⽔電⼦⼯業 2111011 PAN600-2A 直流安定化電源 ¥137,000 ¥150,700 ¥420,000
単出⼒、出⼒電圧範囲︓0〜600V、出⼒電流範囲︓0〜2A、
⼊⼒電圧︓AC100V、⼊⼒容量︓2kVA (コンセントプラグ無し)

菊⽔電⼦⼯業 2111306 PMP18-3TR 直流安定化電源 ¥73,000 ¥80,300 ¥144,000
出⼒数︓3、出⼒電圧/出⼒電流︓0〜+6V/0〜+5A、
0〜+18V/0〜+3A、0〜+18V/0〜+3A

菊⽔電⼦⼯業 2111272 PAS320-1 直流安定化電源 ¥67,000 ¥73,700 ¥150,000
単出⼒、出⼒電圧︓0〜320V、出⼒電流︓0〜1A、
⼊⼒電圧︓AC100/200V、⼊⼒電流︓5/2.5A

保証なし

菊⽔電⼦⼯業 2110127 PMC18-5A 直流安定化電源 ¥37,000 ¥40,700 ¥80,000
単出⼒、出⼒電圧︓0〜18V、出⼒電流︓0〜5A、
⼊⼒容量︓230VA (コンセントプラグ付き)

保証なし

菊⽔電⼦⼯業 2111189 PMC110-0.6A 直流安定化電源 ¥37,000 ¥40,700 ¥69,000
単出⼒、出⼒電圧︓0〜110V、出⼒電流︓0〜0.6A、
⼊⼒容量︓150VA (コンセントプラグ付き)

保証なし

メーカー 商品コード 型名 品名
販売価格
(税抜き)

販売価格
(税込み)

メーカー
定価

商品仕様 特記事項

エーディーシー 2111078 R6240A 直流電圧電流モニタ ¥103,000 ¥113,300 ¥290,000
電圧発⽣/測定︓0〜±3.1000 V/0〜±15.000V、
電流発⽣/測定︓0〜±3.1000mA/0〜±31.000mA/0〜±310.00mA/0〜±1.0000A

保証なし

エーディーシー 2111229 6144 直流標準電圧電流発⽣器 ¥96,000 ¥105,600 ¥220,000
電圧発⽣︓0〜±32V (出⼒ソース 160mA・シンク 100mA)、
電流発⽣︓0〜160mA (出⼒28V)、プログラム機能 (160ステップ)、GP-IB I/F付き

保証なし

キーサイト・テ
クノロジー

1010082 34401A デジタルマルチメータ ¥72,000 ¥79,200 ¥166,943
6.5桁デジタルマルチメータ、
DCV/ACV︓1000V/750V、DCA/ACA︓3000mA/3000mA、抵抗︓100MΩ

エヌエフ回路設
計ブロック

1040130 2721 デジタルパワーメータ ¥425,000 ¥467,500 ¥1,600,000
測定ライン︓単相2線、三相3線、三相4線、
電圧レンジ︓1V〜640V、電流レンジ︓0.04A〜24A

保証なし

⽇置電機 1041044 3284 (9445-02/9094/9199) クランプテスタ (AC/DC200A) ¥24,000 ¥26,400 ¥60,300
電流測定レンジ︓20.00/200.0A,30.00/300.0/600V、
周波数測定レンジ︓10.00/100.0/1000Hz、可能導体径︓φ33mm以下

⽇置電機 1041275
PW3365-10
(9661×3,C1008,Z4001,PW9020)

クランプオンパワーロガー ¥201,000 ¥221,100 ¥322,000
測定項⽬︓電圧、電流、有効・無効・⽪相電⼒、有効・無効電⼒量、⼒率、周波数、
測定レンジ︓電圧AC400V単⼀レンジ表⽰5〜520V

横河計測 1011029 7555 01-1-M/C1 デジタルマルチメータ ¥36,000 ¥39,600 ¥160,000
DCV 200/2000mV/20/200/1000V、DCA 2000μA/20/200/2000mA、
ACV 200/2000mV/20/200/700V、ACA 2000μA/20/200/2000mA

保証なし

横河計測 1041422
WT1806-60-M-
HE/EX6/B5/G6/DT/FQ/V1/DA/MTR

WT1800 デジタルパワ－メ－タ ¥700,000 ¥770,000 ¥2,716,000
電圧・電流それぞれ6⼊⼒、測定レンジ︓1.5〜1000V・10m〜5A、
周波数特性︓DC,0.5〜1MHz

保証なし

横河計測 1001004 CA150 (94015/94010-M/B9108WA) CA150 ハンディキャル ¥86,000 ¥94,600 ¥257,800
発⽣部 直流電圧︓100mV、1V、10V、30V、直流電流︓20mA、20mASINK、
測定部 直流電圧︓500mV、5V、35V、直流電流︓20mA、100mA

オシロスコープ

電源装置・障害EMI試験器・他

電圧・電流・電⼒測定器



メーカー 商品コード 型名 品名
販売価格
(税抜き)

販売価格
(税込み)

メーカー
定価

商品仕様 特記事項

⽇置電機 1801047
8826
(9598、9599、8936×16、9198×32)

メモリハイコーダ ¥400,000 ¥440,000 ¥2,904,000
チャネル数︓アナログ32ch (8936︓2chx16)、ロジック32ch (プローブ別注⽂)、
最⾼サンプリング速度︓1MS/s、メモリ容量12ビット︓TOTAL 64MW

保証なし

⽇置電機 1801332
MR8827
(U8330,U8350,8966×16,L9198×32)

メモリハイコーダ ¥1,274,000 ¥1,401,400 ¥2,976,000
チャネル数︓アナログ32ch、ロジック32ch (プローブ別注⽂)、
メモリ容量︓16GW/ch、サンプリング速度︓20MS/s

⽇置電機 1801254
MR8847-01
(9664、8966×4、L9198×8)

メモリハイコーダ ¥330,000 ¥363,000 ¥1,216,000
チャネル数︓アナログ8ch、ロジック16ch (プローブ別注⽂)、
メモリ容量︓8MW/ch (アナログ16ch時)、サンプリング速度︓20MS/s

⽇置電機 1801255 MR9321-01 ロジックプローブ (絶縁・⼩型端⼦) ¥7,000 ¥7,700 ¥35,000 チャネル数︓4ch、本体間、チャネル間絶縁、HIGH/LOWレンジ切り替え 運送費別途
保証なし

エー・アンド・
デイ

1801222 RA2300A (⼊⼒ユニット付き) オムニエース3 ¥346,000 ¥380,600 ¥1,376,000
チャネル数︓16ch (⼊⼒端⼦︓BNC)、サンプリング速度︓100kS/s、
周波数特性︓DC〜50kHz、AP11-101︓2CH⾼分解能モジュール×8台

横河計測 1821112 7202 10 ⾼速100MS/s 12bit絶縁モジュール ¥118,000 ¥129,800 ¥320,000
チャネル数︓2ch、最⾼サンプリング速度︓100MS/s、周波数帯域︓DC〜20MHz、
コネクタ形式︓絶縁タイプBNCコネクタ、A/D変換分解能︓12bit

横河計測 1411089 7012 65
DL750/850⽤
温度/電圧モジュール

¥47,000 ¥51,700 ¥120,000
チャネル数︓2ch、⼊⼒カップリング︓TC (熱電対),DC,GND、
データ更新レート︓500Hz、周波数帯域︓DC〜100Hz

横河計測 1411078 7012 51 DL750/850⽤1MS/s絶縁モジュール ¥47,000 ¥51,700 ¥120,000
⼊⼒ch数︓2、最⾼サンプリングレート︓1MS/sec、
A/D変換分解能︓16ビット、⼊⼒タイプ︓絶縁不平衡

メーカー 商品コード 型名 品名
販売価格
(税抜き)

販売価格
(税込み)

メーカー
定価

商品仕様 特記事項

エヌエフ回路設
計ブロック

1341012 WF1946B ファンクションジェネレータ ¥128,000 ¥140,800 ¥298,000 出⼒数︓2ch (BNC)、周波数範囲︓正弦波0.01μHz〜15MHz、振幅︓10Vp-p (50Ω)

横河計測 1340161 7061 22-M ファンクションジェネレータ ¥194,000 ¥213,400 ¥850,000 出⼒数︓2ch (BNC)、周波数範囲︓正弦波1μHz〜15MHz、振幅︓10Vp-p (50Ω)

メーカー 商品コード 型名 品名
販売価格
(税抜き)

販売価格
(税込み)

メーカー
定価

商品仕様 特記事項

共和電業 3200025 DPM-713B 動ひずみ測定器 ¥61,000 ¥67,100 ¥260,000 測定チャネル数︓1、応答周波数範囲︓0〜10kHz、適⽤ブリッジ抵抗︓60〜1000Ω 保証なし

⼩野測器 3290117 MP-981 回転検出器 ¥9,000 ¥9,900 ¥17,000
磁電式回転検出器、
アナログ出⼒︓5V (⽅形波)、出⼒コネクタ︓R04-R6M

運送費別途

⼩野測器 3291131 FV-1500 F-Vコンバータ ¥160,000 ¥176,000 ¥220,000
⼊⼒周波数︓0.2Hz〜320kHz、⼊⼒端⼦︓BNC、
出⼒電圧︓0〜10V、出⼒電流︓0〜16mA/4〜20mA

リオン 3100102 ST-80 騒⾳計⽤三脚 ¥6,000 ¥6,600 ¥17,000 最⾼位︓1460mm、最低位︓570mm、質量︓1500g、伸縮段数︓3 運送費別途
保証なし

リオン 3101082 NL-52EX (CC-24付き) 精密騒⾳計 (検定付き) ¥200,000 ¥220,000 ¥331,600
周波数帯域︓20〜20kHz、測定範囲︓25dB〜130dB (A特性)、
出⼒コネクタ︓ピンジャック、メモリーカード付属

横河計測 3011017 7673 05-U2-C1-P1-M/DA MT220 デジタルマノメータ ¥371,000 ¥408,100 ¥770,000 測定レンジ︓-80〜700kPa ゲージ圧

メーカー 商品コード 型名 品名
販売価格
(税抜き)

販売価格
(税込み)

メーカー
定価

商品仕様 特記事項

アンリツ 2521076 MU181020A-Op001/013 12.5Gbit/sパルスパターン 発⽣器 ¥1,300,000 ¥1,430,000 ¥3,040,000
Op001︓9.8〜12.5Gbps、
013︓データ出⼒振幅可変 (0.5〜3.5Vp-p)

アンリツ 2501249 G0136
SFP トランシーバモジュール
(SX,850nm)

¥14,000 ¥15,400 ¥40,000 対応規格︓1000BASE-SX、波⻑︓850nm、コネクタ︓LC 保証なし

キーサイト・テ
クノロジー

2050021 11713A アッテネータ/スイッチ・ドライバ ¥143,000 ¥157,300 ¥355,355 プログラマブルATT制御チャネル︓2ch、I/F︓GPIB 保証なし

キーサイト・テ
クノロジー

2000017 8494H-Op001 同軸形ステップ減衰器 ¥104,000 ¥114,400 ¥199,561
プログラマブル式同軸形ステップ減衰器、周波数範囲︓DC〜18GHz、
減衰量︓0〜11dB (1dBステップ)、最⼤平均⼊⼒︓1W、コネクタ形状︓N (メス)

保証なし

キーサイト・テ
クノロジー

2321003 346CK01 ノイズソース ¥300,000 ¥330,000 ¥654,298
周波数範囲︓1GHz〜50GHz、ENR値︓20dB (1GHz)、7dB (50GHz)、
RFコネクタ︓2.4mm (オス)

保証なし

メーカー 商品コード 型名 品名
販売価格
(税抜き)

販売価格
(税込み)

メーカー
定価

商品仕様 特記事項

マイクロニクス 1431291 MSA458
ハンディタイプ･スペクトラムアナライ
ザ

¥430,000 ¥473,000 ¥849,600
周波数範囲︓50kHz〜8.5GHz、分解能帯域幅︓3kHz〜3MHz (1-3ステップ)、
減衰範囲︓0〜25dB、振幅測定範囲︓-127〜+27dBm

レコーダー・データロガー

信号発⽣器

物理量測定器・圧⼒計

伝送・交換装置⽤測定器

スペクトラムアナライザ
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●記載の価格は2021年10⽉1⽇現在のものです。価格および仕様は予告なく変更になる場合がございます。
●記載のリセール価格にはご納品時の運送料が含まれていますが、1万円未満の商品、⼤型物件、時間指定などは別途請求させていただきます。
●特に記載のない商品につきましては6カ⽉保証となります。
●万が⼀品切れの場合はご容赦ください。
●校正書類は付属しておりません（別途有償）。

【速納】注⽂受け付けから最短2営業⽇以内に出荷︕
URL︓https://www.techeyes-sokuno.com/

・取扱商品︓新品・中古計測器、関連アクセサリー・部品 
・決済⽅法︓クレジットカード、銀⾏振り込み

メーカー 商品コード 型名 品名
販売価格
(税抜き)

販売価格
(税込み)

メーカー
定価

商品仕様 特記事項

キーサイト・テ
クノロジー

1041012 E9300A マルチフォーマットパワーセンサ ¥132,000 ¥145,200 ¥320,312
周波数レンジ︓10MHz〜18GHz、パワー・レンジ︓-60dBm〜+20dBm、
コネクタ形状︓N (オス)

保証なし

キーサイト・テ
クノロジー

1031008 E4413A パワーセンサ ¥77,000 ¥84,700 ¥317,061
周波数レンジ︓50MHz〜26.5GHz、パワー・レンジ︓-70dBm〜+20dBm、
コネクタ形状︓3.5mm (オス)

保証なし

メーカー 商品コード 型名 品名
販売価格
(税抜き)

販売価格
(税込み)

メーカー
定価

商品仕様 特記事項

DTSインサイト 2871255 AP510 adviceLUNA ARM ⽤ JTAGモデル ¥16,000 ¥17,600 ¥90,000 ARM ⽤ adviceLUNA JTAGモデル 本体、I/F︓LAN (10/100BASE-TX),USB2.0 保証なし

マイコン開発⽀援装置

⾼周波電⼒計

aya-nakashima
kousan

aya-nakashima
新規スタンプ


