
掘り出し物が見つかるかも!? まずはチェック！
ヤマト科学で対応している計測機器の即納品（新品）と、これまでデモンストレーション用に使用してきたデモ品（中古品）を

特別価格で販売いたします。いずれも数量限定品のため、なくなり次第終了とさせていただきます。

即納品（新品）

数量限定、最大66%OFF!!

即納品（新品）＆デモ品（中古品）

販売キャンペーン
計測機器

デジタル・オシロスコープ

T3DSO2202

200MHz、
2chの高性能オシロスコープ

標準価格（税抜） ¥ 270,000

¥162,000即納品
特別価格（税抜）

テレダイン・レクロイ

●	200MHz、2ch、1～2GS/s

●	140Mポイント/ch	の大容量メモリ装備

●	豊富な測定（38種類）、演算（7種類）ツール

●	シーケンス（セグメント）モードで最大	80,000波形
を補足

デジタル・オシロスコープ

T3DSO2304

300MHz、
4chの高性能オシロスコープ

標準価格（税抜） ¥ 480,000

¥288,000即納品
特別価格（税抜）

テレダイン・レクロイ

●	300MHz、4ch、1～2GS/s

●	140Mポイント/ch	の大容量メモリ装備

●	豊富な測定（38種類）、演算（7種類）ツール

●	シーケンス（セグメント）モードで最大	80,000波形
を補足

デジタル・オシロスコープ

T3DSO2302

300MHz、
2chの高性能オシロスコープ

標準価格（税抜） ¥ 380,000

¥228,000即納品
特別価格（税抜）

テレダイン・レクロイ

●	300MHz、2ch、1～2GS/s

●	140Mポイント/ch	の大容量メモリ装備

●	豊富な測定（38種類）、演算（7種類）ツール

●	シーケンス（セグメント）モードで最大	80,000波形
を補足

40%OFF 40%OFF 40%OFF

デジタル・マルチメータ

T3DMM5-5

5桁半の高性能
デジタル・マルチメータ

標準価格（税抜） ¥ 120,000

¥60,000即納品
特別価格（税抜）

テレダイン・レクロイ

●	実際の51/2桁の読み取り解像度（240,000カウント）

●	最大150rdg	/	s測定速度

●	4.3インチTFT-LCD、480×272ディスプレイ

●	直流電圧：200mV～1000V、直流電流：200μA
～10A

多出力直流安定化電源

PW16-2ATP

コンパクトで多機能・
スタンダード直流安定化電源

標準価格（税抜） ¥ 115,000

¥74,700即納品
特別価格（税抜）

テクシオ・テクノロジー

●	16V、2A

●	1台で2～4chの出力が可能な多出力直流電源

●	シリーズレギュレータ方式

●	電圧は10mV（1mV）、電流は1mAの高分解能

デジタル・オシロスコープ

WaveSurfer510

1GHz、4ch、10GS/sの
広帯域オシロスコープ

標準価格（税抜） ¥ 2,090,000

¥1,254,000即納品
特別価格（税抜）

テレダイン・レクロイ

●	16～32Mポイント/ch	の大容量メモリ装備

●	高機能波形検索ツール（WaveScan）、レポート作成
ツール（LabNotebook）搭載

●	シーケンス（セグメント）モードで最大	80,000波形
を補足

35%OFF40%OFF50%OFF

写真はPW18-
1.8AQです。

SOLD OUT

SOLD OUT

SOLD OUT

SOLD OUT

SOLD OUT



ロギング機能付きワイドレンジ直流安定化電源

PSW-360L30Y1

定格電力内で柔軟かつ効率的に
電圧/電流を出力

標準価格（税抜） ¥ 110,000

¥71,500即納品
特別価格（税抜）

テクシオ・テクノロジー

●	30V、36A、360W

● 定格範囲内出力可変、ワイドレンジ出力スイッチング方式

●	ロギング機能により高速ログ対応

●	テストモード（シーケンス）

標準価格（税抜）

即納品
特別価格（税抜）

ロギング機能付きワイドレンジ直流安定化電源

PSW-360L80Y1

定格電力内で柔軟かつ効率的に
電圧/電流を出力

標準価格（税抜） ¥ 105,000

¥68,200即納品
特別価格（税抜）

テクシオ・テクノロジー

●	80V、13.5A、360W

● 定格範囲内出力可変、ワイドレンジ出力スイッチング方式

●	ロギング機能により高速ログ対応

●	テストモード（シーケンス）

35%OFF 35%OFF

デジタル・オシロスコープ

DS4014E

100MHz、4ch、
2GS/sのオシロスコープ

¥ 238,000

¥154,700

リゴル

●	100MHz、4ch、2GS/s

●	最大60,000の波形キャプチャレート

●	各チャネルで最大2GSa	/	sのサンプリングレートと
14Mptsのディープストレージ

●	リアルタイムの波形記録・再生・解析機能

35%OFF

ミックスドシグナル・オシロスコープ

MSO1074Z-S

70MHz、4ch、1GSa/s、25MHz任意波形2ch、
ミックスドシグナル（16ch）付き

標準価格（税抜） ¥ 137,000

¥89,000即納品
特別価格（税抜）

リゴル

●	ハードウェア波形レコーディング＆リプレイ

●	２チャンネル信号発生器を内蔵

●	ミクスド・シグナル（16ch）付き

●	最高波形取り込みレート：30,000wfms/s

任意波形/ファンクション・ジェネレータ

DG952

タッチパネル採用でコストパフォーマンスは最高　
50MHz、2ch

標準価格（税抜） ¥ 79,800

¥51,800即納品
特別価格（税抜）

リゴル

●	50MHz、2ch、16Mpt

●	出力は2ch完全独立でコストパフォーマンスは最高

●	スマホ感覚で操作できるジェスチャー機能

●	RS232C、デュアルトーン等の特殊な波形出力

35%OFF 35%OFF

任意波形/ファンクション・ジェネレータ

DG1032Z

30MHz 2ch 200MSa/s 
14bits 8Mポイント

標準価格（税抜） ¥ 88,000

¥57,200即納品
特別価格（税抜）

リゴル

●	30MHz、2ch、200MS/s、8Mpt

●	高速サンプル・レートと深いメモリ長

●	160もの内蔵波形

●	スイープ機能とバースト・モード

35%OFF

デジタル表示小型直流安定化電源

PA18-1.2BVT

コンパクトで多機能・
スタンダード直流安定化電源

標準価格（税抜） ¥ 40,000

¥26,000即納品
特別価格（税抜）

テクシオ・テクノロジー

●	18V、1.2A

●	電圧・電流同時デジタル表示

●	シリーズレギュレータ方式の低ノイズ出力

●	直列運転/並列運転

デジタル表示小型直流安定化電源

PA36-1.2BVT

コンパクトで多機能・
スタンダード直流安定化電源

標準価格（税抜） ¥ 46,000

¥29,900即納品
特別価格（税抜）

テクシオ・テクノロジー

●	36V、1.2A

●	電圧・電流同時デジタル表示

●	シリーズレギュレータ方式の低ノイズ出力

●	直列運転/並列運転

35%OFF 35%OFF

写真はPSW-
360L30Y1です。

写真はPA600-
0.1Bです。

写真はPA600-
0.1Bです。

デジタル表示小型直流安定化電源

PA36-3B

コンパクトで多機能・
スタンダード直流安定化電源

標準価格（税抜） ¥ 58,000

¥37,700即納品
特別価格（税抜）

テクシオ・テクノロジー

●	36V、3A

●	電圧・電流同時デジタル表示

●	シリーズレギュレータ方式の低ノイズ出力

●	直列運転/並列運転

35%OFF

写真はPA600-
0.1Bです。

SOLD OUT

SOLD OUT SOLD OUT

SOLD OUT

SOLD OUT



任意波形発生器・オプション

PA1011

信号ジェネレータ用
10Wパワー・アンプ

標準価格（税抜） ¥ 67,800

¥44,000即納品
特別価格（税抜）

リゴル

●	最大出力:10	W

●	入力インピーダンス:50kΩ

●	出力インピーダンス:2Ω

●	最大出力バンド幅:DC-1MHz

デジタル・マルチメータ

DM3058E

5.5 桁 
エコノミー・モデル

標準価格（税抜） ¥ 69,800

¥45,300即納品
特別価格（税抜）

リゴル

●	5.5	桁の精度

●	高度な表示機能

●	エコノミー・モデル

●	2測定値表示

35%OFF 35%OFF

デジタル・オシロスコープ

6404D

500MHz、4chのポータブルな
USBオシロスコープ

標準価格（税抜） ¥ 837,000

¥538,200デモ品
特別価格（税抜）

ピコ・テクノロジー

●	500MHz、4ch、最大5GS/s

●	2Gポイント/ch	の大容量メモリ装備

●	豊富なデコード（21種類）

●	軽量、ポータブル

デジタル・オシロスコープ

T3DSO2304

300MHz、
4chの高性能オシロスコープ

標準価格（税抜） ¥ 480,000

¥240,000デモ品
特別価格（税抜）

テレダイン・レクロイ

●	300MHz、4ch、1～2GS/s

●	140Mポイント/ch	の大容量メモリ装備

●	豊富な測定（38種類）、演算（7種類）ツール

●	シーケンス（セグメント）モードで最大	80,000波形
を補足

デジタル・オシロスコープ

T3DSO2104

100MHz、4chの
高性能オシロスコープ

標準価格（税抜） ¥ 280,000

¥140,000デモ品
特別価格（税抜）

テレダイン・レクロイ

●	100MHz、4ch、1～2GS/s

●	140Mポイント/ch	の大容量メモリ装備

●	豊富な測定（38種類）、演算（7種類）ツール

●	シーケンス（セグメント）モードで最大	80,000波形
を補足

高電圧差動プローブ

HVD3605

周波数帯域100MHz、電圧7000V、
高電圧差動プローブ

標準価格（税抜） ¥ 540,000

¥181,000デモ品
特別価格（税抜）

テレダイン・レクロイ

●	100MHz、4ch、1～2GS/s

●	140Mポイント/ch	の大容量メモリ装備

●	豊富な測定（38種類）、演算（7種類）ツール

●	シーケンス（セグメント）モードで最大	80,000波形
を補足

Tek変換アダプタ

TPA10-1

テクトロニクス製プローブアダプタ

標準価格（税抜） ¥ 94,000

¥42,300デモ品
特別価格（税抜）

テレダイン・レクロイ

●	自動プローブ認識

●	接続したプローブに電源を供給し、オフセット調整が
可能

●	4GHz帯域までのプローブに対応

36%OFF 50%OFF 50%OFF

55%OFF66%OFF

デモ品（中古品）

TekProbeインタフェース・レベルIIに対応したプロー
ブがProBusを搭載したテレダイン・レクロイ製オシロス
コープで利用可能

＊1 ＊1 ＊1

＊1	6404D、T3DSO2104、T3DSO2304に関しては、校正
料金が含まれておりません。校正を含む場合は、別途
¥40,000（税抜）掛ります。

デモ品の外装箱（段ボール）は従来使用していたもの
を使わせていただきますので、新品ではございません。

SOLD OUT SOLD OUT

SOLD OUT



Cat.No: C1026I

このカタログの記載内容は2022年7月現在のものです。

◦仕様および外観、価格は、改良のため予告なく変更することがありますのでご了承ください。◦製品カラーは、撮影・印刷インキの関係で実際の色と異なって見えることがあります。◦価格には、消費税が含まれておりません。
◦記載されている会社名、製品名およびロゴは、当社または各社の商標および登録商標です。本文中に「TM」、「Ⓡ」は記載しておりません。

注意

筑 波 (029)852-3411
川 崎 (044)540-3751
北 陸 (076)443-8603

＜国内営業・サービス拠点＞

広 州
ケルン

重 慶
西 安
上 海

東 莞

サンフランシスコ
北 京

＜海外拠点＞

お問い合わせは、信用とサービスの行き届いた当店へ

北関東 (048)642-2569
横 浜 (045)828-1631
京 滋 (075)343-7201

千 葉 (043)241-7085
厚 木 (046)224-6911
関 西 (06)6101-3112

札 幌 (011)204-6780
東 京 (03)5548-7126
長 野 (026)291-6001
広 島 (082)221-0921

仙 台 (022)216-5701
東京北 (03)5939-4761
静 岡 (054)288-9025
山 口 (083)974-4760

前 橋 (027)280-4650
東京西 (042)352-3211
名古屋 (052)202-3051
福 岡 (092)263-7550

Copyright© Yamato Scientific Co., Ltd. All Rights Reserved.

本 社 〒104-6136 東京都中央区晴海1-8-11晴海トリトンスクエアY棟36階

お客様総合サービスセンター

●	携帯電話からは	0570−064−525
 0120-405-525

●	受付時間	9:00〜12:00、13:00〜17:00	土日祝除く

ヤマト科学ウェブサイト

www.yamato-net.co.jp
● メールでのお問い合わせはヤマト科学ウェブサイトより

受付しております

即納品（新品）

品名 型式 仕様 通常価格（税抜） キャンペーン価格（税抜）

オシロスコープ

ピコ・テクノロジー 6404D＊1

帯域：500MHz、Ch数：4ch、
サンプリング速度：最大5GS/s、
垂直分解能：8bit、メモリ長：2G

¥837,000 ▶ ¥538,200 36％OFF

テレダイン・レクロイ T3DSO2104＊1

帯域：100MHz、Ch数：4ch、
サンプリング速度：最大1GS/s、
垂直分解能：8bit、メモリ長：70M

¥280,000 ▶ ¥140,000 50％OFF

テレダイン・レクロイ T3DSO2304＊1

帯域：300MHz、Ch数：4ch、
サンプリング速度：最大1GS/s、
垂直分解能：8bit、メモリ長：70M

¥480,000 ▶ ¥240,000 50％OFF

高電圧差動プローブ テレダイン・レクロイ HVD3605 帯域：100MHz、最大入力電圧：7000V ¥540,000 ▶ ¥181,000 66％OFF

TekProbeアダプタ テレダイン・レクロイ TPA10-1

TekProbeアダプタ（テクトロニクス社製の
TekProbeインタフェース・レベルIIに対応
したプローブをProBusを搭載したテレダイ
ン・レクロイ製オシロスコープで利用できるよ
うにするアダプタです。

¥94,000 ▶ ¥42,300 55％OFF

＊1	6404D、T3DSO2104、T3DSO2304に関しては、校正料金が含まれておりません。校正を含む場合は、別途¥40,000（税抜）掛ります。

◦	デモ品の外装箱（段ボール）は従来使用していたものを使わせていただきますので、新品ではございません。

デモ品（中古品）

品名 メーカー 型式 仕様 通常価格（税抜） キャンペーン価格（税抜）

オシロスコープ テレダイン・レクロイ T3DSO2202
帯域：200MHz、Ch数：2ch、
サンプリング速度：最大1GS/s、
垂直分解能：8bit、メモリ長：70M

¥270,000 ▶ ¥162,000 40％OFF

オシロスコープ テレダイン・レクロイ T3DSO2302
帯域：300MHz、Ch数：2ch、
サンプリング速度：最大1GS/s、
垂直分解能：8bit、メモリ長：70M

¥380,000 ▶ ¥228,000 40％OFF

オシロスコープ テレダイン・レクロイ T3DSO2304
帯域：300MHz、Ch数：4ch、
サンプリング速度：最大1GS/s、
垂直分解能：8bit、メモリ長：70M

¥480,000 ▶ ¥288,000 40％OFF

デジタルマルチメータ テレダイン・レクロイ T3DMM5-5
5½デジタル、測定速度150rdgs/s、
4.3インチ・カラーTFT-LCD

¥120,000 ▶ ¥60,000 50％OFF

オシロスコープ テレダイン・レクロイ WaveSurfer510
帯域：1GHz、Ch数：4ch、
サンプリング速度：最大10GS/s、
垂直分解能：8bit、メモリ長：16M

¥2,090,000 ▶ ¥1,254,000 40％OFF

直流安定化電源 テクシオ・テクノロジー PW16-2ATP 16V、2A ¥115,000 ▶ ¥74,700 35％OFF

直流安定化電源 テクシオ・テクノロジー PA18-1.2BVT 18V、1.2A ¥40,000 ▶ ¥26,000 35％OFF

直流安定化電源 テクシオ・テクノロジー PA36-1.2BVT 36V、1.2A ¥46,000 ▶ ¥29,900 35％OFF

直流安定化電源 テクシオ・テクノロジー PA36-3B 36V、3A ¥58,000 ▶ ¥37,700 35％OFF

直流安定化電源 テクシオ・テクノロジー PSW-360L30Y1 30V、36A、360W ¥110,000 ▶ ¥71,500 35％OFF

直流安定化電源 テクシオ・テクノロジー PSW-360L80Y1 80V、13.5A、360W ¥105,000 ▶ ¥68,200 35％OFF

オシロスコープ リゴル DS4104E
帯域：100MHz、Ch数：4ch、
サンプリング速度：最大2GS/s、
垂直分解能：8bit、メモリ長：14M

¥238,000 ▶ ¥154,700 35％OFF

ミックスドシグナル・
オシロスコープ

リゴル MSO1074Z-S

帯域：70MHz、Ch数：4ch、
デジタルCh：16ch、
サンプリング速度：最大1GS/s、
垂直分解能：8bit、メモリ長：6M

¥137,000 ▶ ¥89,000 35％OFF

任意波形発生器 リゴル DG952 周波数帯域：50MHz、Ch数：2ch ¥79,800 ▶ ¥51,800 35％OFF

任意波形発生器 リゴル DG1032Z 周波数帯域：30MHz、Ch数：2ch ¥88,000 ▶ ¥57,200 35％OFF

任意波形発生器・
オプション

リゴル PA1011 10Wパワーアンプ ¥67,800 ▶ ¥44,000 35％OFF

デジタルマルチメータ リゴル DM3058E （5.5桁）LAN	GPIB無し ¥69,800 ▶ ¥45,300 35％OFF

SOLD OUT

SOLD OUT

SOLD OUT

SOLD OUT

SOLD OUT

SOLD OUT

SOLD OUT

SOLD OUT

SOLD OUT

SOLD OUT

SOLD OUT

SOLD OUT

SOLD OUT


