
2016 年度版（2017 年 3 月末終了）が、対象製品の範囲を拡大して新年度版として新たにスタート

アカデミックプライスキャンペーン

■ キャンペーン期間：2017 年4 月1日 ▶ 2018 年3月31日 

20％
OFF

■ キャンペーン内容：

対象製品（本体のみ）の特別価格一覧は裏面をご参照願います。

■ キャンペーン対象：学校法人 他
大学、大学院、短期大学、高等専門学校、専修学校、高等学校、専門学校、
職業能力開発促進センター（ポリテクセンター）、職業能力開発大学校及び
職業能力開発短期大学（ポリテクカレッジ）
ただし一部の教育機関は対象外となる場合がございます。

http://www.hioki.co.jp/
インターネットで製品情報を公開

対象製品をアカデミックキャンペーン特別価格で販売

対象製品を
カタログ表示価格から

電気 
計測器

Electrical Measuring Instruments

インピーダンスアナライザ、LCR メータ、抵抗計、超絶縁抵抗計、直流電圧計
電力測定器、バッテリインピーダンスメータ
メモリハイコーダ、データロガー、熱流ロガー、クランプ電流計
デジタルマルチメータ、電流センサ

2017 年度



※ 校正書類はアカデミックプライスキャンペーン適用外です。
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北関東（営）
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静 岡（営）
〒422-8041
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静岡市駿河区中田 3-1-9
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大 阪（営）
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〒731-0122
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福 岡（営）
〒812-0006
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福岡市博多区上牟田 3-8-19

お問い合わせは ...

※このカタログの記載内容は2017年4月1日現在のものです。		※本カタログ記載の仕様、価格等はお断りなく改正・改訂することがありますが、ご了承願います。
※お問い合わせは最寄りの営業所または本社コールセンター								0120-72-0560（9:00〜12:00,13:00〜17:00,土日祝日除く）	TEL	0268-28-0560		E-mail	:	info@hioki.co.jpまで。
※輸出に関するお問い合わせは外国営業部（TEL	0268-28-0562		FAX	0268-28-0568		E-mail	:	os-com@hioki.co.jp）までお願いいたします。
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■このカタログ中で使用している会社名および製品名は、それぞれ各社の登録商標もしくは商標です。　　　　　　　　　　
■校正書類は別途ご発注願います。海外へ持ち出しされる場合は注意事項があります。詳しくは弊社HPをご確認ください。

2017 年度 アカデミックプライスキャンペーン対象製品

インピーダンスアナライザ

LCR メータ

価格は、アカデミックプライスキャンペーン価格（税抜き）を適用しています。

電力測定器 メモリハイコーダ

データロガー、熱流ロガー

抵抗計、超絶縁抵抗計

デジタルマルチメータ

電流センサ

クランプ電流計

直流電圧計

IM7587-01 ￥2,160,000

IM7587-02 ￥2,200,000

IM7585-01 ￥1,840,000

IM7585-02 ￥1,880,000

IM7583-01 ￥1,360,000

IM7583-02 ￥1,400,000

IM7581-01 ￥1,360,000

IM7581-02 ￥1,400,000

IM7580A-1 ￥1,120,000

IM7580A-2 ￥1,160,000

IM3570 ￥624,000

IM3590※ ￥560,000
※ 電気化学向け
ケミカルインピーダンスアナライザ

IM3536 ￥318,400

IM3533 ￥256,000

IM3533-01 ￥304,000

IM3523 ￥158,400

RM3545 ￥158,400

RM3545-01 ￥176,000

RM3545-02 ￥176,000

SM7110 ￥398,400

SM7120 ￥520,000

DM7275-01 ￥120,000

DM7275-02 ￥132,000

DM7275-03 ￥128,000

DM7276-01 ￥192,000

DM7276-02 ￥204,000

DM7276-03 ￥200,000

PW6001-01 ￥920,000 〜

PW6001-06 ￥2,120,000

PW6001-11 ￥1,160,000 〜

PW6001-16 ￥2,360,000

PW3390-01 ￥640,000

PW3390-02 ￥720,000

PW3390-03 ￥824,000

PW3337 ￥400,000 〜

PW3337-03 ￥476,000

PW3336 ￥320,000 〜

PW3336-03 ￥388,000

PW3335 ￥158,400 〜

PW3335-04 ￥192,000

3334 ￥120,000

3334-01 ￥136,000

3333 ￥79,840

3333-01 ￥104,000

PW3198 ￥376,000

PW3198-90 ￥416,000

PQ3100 ￥224,000

PQ3100-91 ￥277,600

PQ3100-92 ￥309,600

PQ3100-94 ￥335,200

PW3360-10 ￥78,400

PW3360-11 ￥120,000

PW3360-91 ￥124,000

3169 ￥144,000

3169-01 ￥160,000

8860-51 ￥520,000

8861-51 ￥600,000

MR8827 ￥800,000

MR8847-51 ￥576,000

MR8847-52 ￥656,000

MR8847-53 ￥760,000

MR8875 ￥360,000

MR8880 ￥228,000

MR8870 ￥88,000

MR8870-90 ￥119,200

8423 ￥128,000

LR8400 ￥176,000

LR8401 ￥208,000

LR8402 ￥192,000

LR8410 ￥176,000

LR8410-91 ￥180,000

LR8416 ￥184,000

LR8416-91 ￥188,000

LR8431 ￥88,000

LR8432 ￥104,000

3237 ￥59,840

3237-01 ￥67,840

3238 ￥71,840

3238-01 ￥79,840

3239 ￥79,840

3239-01 ￥87,840

DT4221 ￥12,000

DT4222 ￥12,000

DT4252 ￥16,000

DT4253 ￥19,200

DT4254 ￥16,000

DT4255 ￥16,000

DT4256 ￥17,600

DT4281 ￥38,400

DT4282 ￥43,200

3273-50 ￥160,000

3274 ￥200,000

3275 ￥240,000

3276 ￥224,000

CT6700 ￥184,000

CT6701 ￥240,000

CT6841 ￥128,000

CT6841-05 ￥128,000

CT6843 ￥128,000

CT6843-05 ￥128,000

CT6844 ￥136,000

CT6844-05 ￥136,000

CT6845 ￥136,000

CT6845-05 ￥136,000

CT6846 ￥160,000

CT6846-05 ￥160,000
バッテリインピーダンスメータ

BT4560 ￥400,000

CM4371 ￥28,000

CM4372 ￥32,000

CM4373 ￥29,600

CM4374 ￥33,600

記載の対象製品は測定器本体のみの形名です。本体のみではご使用いただけない機種がありますので、ホームページもしくは単品カタログ
の仕様をご覧いただき、測定に必要なオプションを選定いただけますようお願いします。



製品群 形名 品名 定価
アカデミック

定価

LCRメータ IM3523 LCRメータ \198,000 ¥158,400

LCRメータ IM3533 LCRメータ \320,000 ¥256,000

LCRメータ IM3533-01 LCRメータ \380,000 ¥304,000

LCRメータ IM3536 LCRメータ \398,000 ¥318,400

LCRメータ（オプション） 9140-10 4端子プローブ \25,000 ¥20,000

LCRメータ（オプション） 9261-10 テストフィクスチャ \70,000 ¥56,000

LCRメータ（オプション） 9262 テストフィクスチャ \40,000 ¥32,000

LCRメータ（オプション） 9263 SMDテストフィクスチャ \80,000 ¥64,000

LCRメータ（オプション） 9268-10 DCバイアス電圧ユニット \50,000 ¥40,000

LCRメータ（オプション） 9269-10 DCバイアス電流ユニット \50,000 ¥40,000

LCRメータ（オプション） 9500-10 4端子プローブ \25,000 ¥20,000

LCRメータ（オプション） 9677 SMDテストフィクスチャ \95,000 ¥76,000

LCRメータ（オプション） 9699 SMDテストフィクスチャ \115,000 ¥92,000

LCRメータ（オプション） IM9100 SMDテストフィクスチャ \500,000 ¥400,000

LCRメータ（オプション） IM9110 SMDテストフィクスチャ ¥350,000 ¥280,000

LCRメータ（オプション） L2000 4端子プローブ \80,000 ¥64,000

LCRメータ（オプション） L2001 ピンセットプローブ \45,000 ¥36,000

インピーダンスアナラザ IM3570 インピーダンスアナライザ \780,000 ¥624,000

インピーダンスアナラザ IM3590 ケミカルインピーダンスアナライザ \700,000 ¥560,000

インピーダンスアナラザ IM7580A-1 インピーダンスアナライザ \1,400,000 ¥1,120,000

インピーダンスアナラザ IM7580A-2 インピーダンスアナライザ \1,450,000 ¥1,160,000

インピーダンスアナラザ IM7581-01 インピーダンスアナライザ \1,700,000 ¥1,360,000

インピーダンスアナラザ IM7581-02 インピーダンスアナライザ \1,750,000 ¥1,400,000

インピーダンスアナラザ IM7583-01 インピーダンスアナライザ \1,700,000 ¥1,360,000

インピーダンスアナラザ IM7583-02 インピーダンスアナライザ \1,750,000 ¥1,400,000

インピーダンスアナラザ IM7585-01 インピーダンスアナライザ \2,300,000 ¥1,840,000

インピーダンスアナラザ IM7585-02 インピーダンスアナライザ \2,350,000 ¥1,880,000

インピーダンスアナラザ IM7587-01 インピーダンスアナライザ ¥2,700,000 ¥2,160,000

インピーダンスアナラザ IM7587-02 インピーダンスアナライザ ¥2,750,000 ¥2,200,000

インピーダンスアナラザ（オプション） IM9000 等価回路解析ソフト \100,000 ¥80,000

機器用電力計 3333 パワーハイテスタ \99,800 ¥79,840

機器用電力計 3333-01 パワーハイテスタ \130,000 ¥104,000

機器用電力計 3334 AC/DCパワーハイテスタ \150,000 ¥120,000

機器用電力計 3334-01 AC/DCパワーハイテスタ \170,000 ¥136,000

機器用電力計 PW3335 パワーメータ \198,000 ¥158,400

機器用電力計 PW3335-01 パワーメータ \198,000 ¥158,400

機器用電力計 PW3335-02 パワーメータ \210,000 ¥168,000

機器用電力計 PW3335-03 パワーメータ \210,000 ¥168,000

機器用電力計 PW3335-04 パワーメータ \240,000 ¥192,000

機器用電力計 PW3336 パワーメータ \400,000 ¥320,000

機器用電力計 PW3336-01 パワーメータ \430,000 ¥344,000

機器用電力計 PW3336-02 パワーメータ \455,000 ¥364,000

機器用電力計 PW3336-03 パワーメータ \485,000 ¥388,000

機器用電力計 PW3337 パワーメータ \500,000 ¥400,000

機器用電力計 PW3337-01 パワーメータ \530,000 ¥424,000

機器用電力計 PW3337-02 パワーメータ \565,000 ¥452,000

機器用電力計 PW3337-03 パワーメータ \595,000 ¥476,000

機器用電力計 PW3390-01 パワーアナライザ ¥800,000 ¥640,000

機器用電力計 PW3390-02 パワーアナライザ ¥900,000 ¥720,000

機器用電力計 PW3390-03 パワーアナライザ ¥1,030,000 ¥824,000

2017年アカデミックプライスキャンペーン　対象製品リスト

1 © 2017 HIOKI E.E.CORPORATION



製品群 形名 品名 定価
アカデミック

定価

機器用電力計 PW6001-01 パワーアナライザ \1,150,000 ¥920,000

機器用電力計 PW6001-02 パワーアナライザ \1,450,000 ¥1,160,000

機器用電力計 PW6001-03 パワーアナライザ \1,750,000 ¥1,400,000

機器用電力計 PW6001-04 パワーアナライザ \2,050,000 ¥1,640,000

機器用電力計 PW6001-05 パワーアナライザ \2,350,000 ¥1,880,000

機器用電力計 PW6001-06 パワーアナライザ \2,650,000 ¥2,120,000

機器用電力計 PW6001-11 パワーアナライザ \1,450,000 ¥1,160,000

機器用電力計 PW6001-12 パワーアナライザ \1,750,000 ¥1,400,000

機器用電力計 PW6001-13 パワーアナライザ \2,050,000 ¥1,640,000

機器用電力計 PW6001-14 パワーアナライザ \2,350,000 ¥1,880,000

機器用電力計 PW6001-15 パワーアナライザ \2,650,000 ¥2,120,000

機器用電力計 PW6001-16 パワーアナライザ \2,950,000 ¥2,360,000

機器用電力計（オプション） 9791 モータ解析オプション \150,000 ¥120,000

機器用電力計（オプション） 9792 D/A出力オプション \100,000 ¥80,000

機器用電力計（オプション） 9793 モータ解析＆D/A出力オプション \230,000 ¥184,000

機器用電力計（オプション） PW9100-03 AC/DCカレントボックス \500,000 ¥400,000

機器用電力計（オプション） PW9100-04 AC/DCカレントボックス \650,000 ¥520,000

クランプ電流計 CM4371 AC/DCクランプメータ \35,000 ¥28,000

クランプ電流計 CM4372 AC/DCクランプメータ \40,000 ¥32,000

クランプ電流計 CM4373 AC/DCクランプメータ \37,000 ¥29,600

クランプ電流計 CM4374 AC/DCクランプメータ \42,000 ¥33,600

クランプ電力計 3169 クランプオンパワーハイテスタ \180,000 ¥144,000

クランプ電力計 3169-01 クランプオンパワーハイテスタ \200,000 ¥160,000

クランプ電力計 PW3360-10 クランプオンパワーロガー \98,000 ¥78,400

クランプ電力計 PW3360-11 クランプオンパワーロガー \150,000 ¥120,000

クランプ電力計 PW3360-91 クランプオンパワーロガーセット \155,000 ¥124,000

クランプ電力計（オプション） 9272-05 クランプオンセンサ ¥40,000 ¥32,000

クランプ電力計（オプション） 9660 クランプオンセンサ \18,000 ¥14,400

クランプ電力計（オプション） 9661 クランプオンセンサ \20,000 ¥16,000

クランプ電力計（オプション） 9669 クランプオンセンサ \28,000 ¥22,400

クランプ電力計（オプション） 9694 クランプオンセンサ \20,000 ¥16,000

クランプ電力計（オプション） 9709 AC/DCカレントセンサ \100,000 ¥80,000

クランプ電力計（オプション） 9709-05 AC/DCカレントセンサ \100,000 ¥80,000

クランプ電力計（オプション） 9709-10 AC/DCカレントセンサ \150,000 ¥120,000

クランプ電力計（オプション） CT6862 AC/DCカレントセンサ \100,000 ¥80,000

クランプ電力計（オプション） CT6862-05 AC/DCカレントセンサ \100,000 ¥80,000

クランプ電力計（オプション） CT6862-10 AC/DCカレントセンサ \150,000 ¥120,000

クランプ電力計（オプション） CT6863 AC/DCカレントセンサ \100,000 ¥80,000

クランプ電力計（オプション） CT6863-05 AC/DCカレントセンサ \100,000 ¥80,000

クランプ電力計（オプション） CT6863-10 AC/DCカレントセンサ \150,000 ¥120,000

クランプ電力計（オプション） CT6865 AC/DCカレントセンサ \170,000 ¥136,000

クランプ電力計（オプション） CT6865-05 AC/DCカレントセンサ \170,000 ¥136,000

超絶縁抵抗計 SM7110 超絶縁計 ¥498,000 ¥398,400

超絶縁抵抗計 SM7120 超絶縁計 ¥650,000 ¥520,000

直流電圧計 DM7275-01 直流電圧計 \150,000 ¥120,000

直流電圧計 DM7275-02 直流電圧計 \165,000 ¥132,000

直流電圧計 DM7275-03 直流電圧計 \160,000 ¥128,000

直流電圧計 DM7276-01 直流電圧計 \240,000 ¥192,000

直流電圧計 DM7276-02 直流電圧計 \255,000 ¥204,000

直流電圧計 DM7276-03 直流電圧計 \250,000 ¥200,000

抵抗計 RM3545 抵抗計 \198,000 ¥158,400

抵抗計 RM3545-01 抵抗計 \220,000 ¥176,000

抵抗計 RM3545-02 抵抗計 \220,000 ¥176,000
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製品群 形名 品名 定価
アカデミック

定価

データロガー 8423 メモリハイロガー \160,000 ¥128,000

データロガー LR8400 メモリハイロガー \220,000 ¥176,000

データロガー LR8401 メモリハイロガー \260,000 ¥208,000

データロガー LR8402 メモリハイロガー \240,000 ¥192,000

データロガー LR8410 ワイヤレスロギングステーション \220,000 ¥176,000

データロガー LR8410-91 ワイヤレスロギングステーション ¥225,000 ¥180,000

データロガー LR8416 ワイヤレス熱流ロガー \230,000 ¥184,000

データロガー LR8416-91 ワイヤレス熱流ロガー ¥235,000 ¥188,000

データロガー LR8431 メモリハイロガー \110,000 ¥88,000

データロガー LR8432 熱流ロガー \130,000 ¥104,000

データロガー（オプション） 8996 ディジタル･パルスユニット \110,000 ¥88,000

データロガー（オプション） 8997 アラームユニット \100,000 ¥80,000

データロガー（オプション） LR8500 電圧･温度ユニット \50,000 ¥40,000

データロガー（オプション） LR8501 ユニバーサルユニット \70,000 ¥56,000

デジタルマルチメータ 3237 ディジタルハイテスタ \74,800 ¥59,840

デジタルマルチメータ 3237-01 ディジタルハイテスタ \84,800 ¥67,840

デジタルマルチメータ 3238 ディジタルハイテスタ \89,800 ¥71,840

デジタルマルチメータ 3238-01 ディジタルハイテスタ \99,800 ¥79,840

デジタルマルチメータ 3239 ディジタルハイテスタ \99,800 ¥79,840

デジタルマルチメータ 3239-01 ディジタルハイテスタ \109,800 ¥87,840

デジタルマルチメータ DT4221 デジタルマルチメータ \15,000 ¥12,000

デジタルマルチメータ DT4222 デジタルマルチメータ \15,000 ¥12,000

デジタルマルチメータ DT4252 デジタルマルチメータ \20,000 ¥16,000

デジタルマルチメータ DT4253 デジタルマルチメータ \24,000 ¥19,200

デジタルマルチメータ DT4254 デジタルマルチメータ \20,000 ¥16,000

デジタルマルチメータ DT4255 デジタルマルチメータ \20,000 ¥16,000

デジタルマルチメータ DT4256 デジタルマルチメータ \22,000 ¥17,600

デジタルマルチメータ DT4281 デジタルマルチメータ \48,000 ¥38,400

デジタルマルチメータ DT4282 デジタルマルチメータ \54,000 ¥43,200

デジタルマルチメータ DT4900-01 通信パッケージ(USB) \13,000 ¥10,400

電源品質アナライザ PQ3100 電源品質アナライザ ¥280,000 ¥224,000

電源品質アナライザ PQ3100-91 電源品質アナライザ ¥347,000 ¥277,600

電源品質アナライザ PQ3100-92 電源品質アナライザ ¥387,000 ¥309,600

電源品質アナライザ PQ3100-94 電源品質アナライザ ¥419,000 ¥335,200

電源品質アナライザ PW3198 電源品質アナライザ \470,000 ¥376,000

電源品質アナライザ PW3198-90 電源品質アナライザ \520,000 ¥416,000

電流プローブ 3273-50 クランプオンプローブ \200,000 ¥160,000

電流プローブ 3274 クランプオンプローブ \250,000 ¥200,000

電流プローブ 3275 クランプオンプローブ \300,000 ¥240,000

電流プローブ 3276 クランプオンプローブ \280,000 ¥224,000

電流プローブ CT6700 電流プローブ \230,000 ¥184,000

電流プローブ CT6701 電流プローブ \300,000 ¥240,000

電流プローブ CT6841 AC/DCカレントプローブ \160,000 ¥128,000

電流プローブ CT6841-05 AC/DCカレントプローブ \160,000 ¥128,000

電流プローブ CT6843 AC/DCカレントプローブ \160,000 ¥128,000

電流プローブ CT6843-05 AC/DCカレントプローブ \160,000 ¥128,000

電流プローブ CT6844 AC/DCカレントプローブ \170,000 ¥136,000

電流プローブ CT6844-05 AC/DCカレントプローブ \170,000 ¥136,000

電流プローブ CT6845 AC/DCカレントプローブ \170,000 ¥136,000

電流プローブ CT6845-05 AC/DCカレントプローブ \170,000 ¥136,000

電流プローブ CT6846 AC/DCカレントプローブ \200,000 ¥160,000

電流プローブ CT6846-05 AC/DCカレントプローブ \200,000 ¥160,000

電流プローブ（オプション） 3269 電源 \75,000 ¥60,000

電流プローブ（オプション） 3272 電源 \50,000 ¥40,000

バッテリテスタ BT4560 バッテリインピーダンスメータ \500,000 ¥400,000
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製品群 形名 品名 定価
アカデミック

定価

記録計 8860-51 メモリハイコーダ \650,000 ¥520,000

記録計 8861-51 メモリハイコーダ \750,000 ¥600,000

記録計 MR8827 メモリハイコーダ \1,000,000 ¥800,000

記録計 MR8847-51 メモリハイコーダ \720,000 ¥576,000

記録計 MR8847-52 メモリハイコーダ \820,000 ¥656,000

記録計 MR8847-53 メモリハイコーダ \950,000 ¥760,000

記録計 MR8870 メモリハイコーダ \110,000 ¥88,000

記録計 MR8870-90 メモリハイコーダセット \149,000 ¥119,200

記録計 MR8875 メモリハイコーダ \450,000 ¥360,000

記録計 MR8880 メモリハイコーダ \285,000 ¥228,000

記録計（オプション） 8936 アナログユニット \80,000 ¥64,000

記録計（オプション） 8937 電圧･温度ユニット \150,000 ¥120,000

記録計（オプション） 8939 ストレインユニット \180,000 ¥144,000

記録計（オプション） 8940 F/Vユニット \150,000 ¥120,000

記録計（オプション） 8946 4chアナログユニット \140,000 ¥112,000

記録計（オプション） 8947 チャージユニット \180,000 ¥144,000

記録計（オプション） 8948 電圧･温度ユニット \120,000 ¥96,000

記録計（オプション） 8949 ユニバーサルユニット \140,000 ¥112,000

記録計（オプション） 8956 アナログユニット \90,000 ¥72,000

記録計（オプション） 8957 高分解能ユニット \120,000 ¥96,000

記録計（オプション） 8958 16chスキャナユニット \150,000 ¥120,000

記録計（オプション） 8959 DC/RMSユニット \100,000 ¥80,000

記録計（オプション） 8960 ストレインユニット \150,000 ¥120,000

記録計（オプション） 8961 高圧ユニット \160,000 ¥128,000

記録計（オプション） 8966 アナログユニット \90,000 ¥72,000

記録計（オプション） 8967 温度ユニット \120,000 ¥96,000

記録計（オプション） 8968 高分解能ユニット \120,000 ¥96,000

記録計（オプション） 8969 ストレインユニット \150,000 ¥120,000

記録計（オプション） 8970 周波数ユニット \120,000 ¥96,000

記録計（オプション） 8971 電流ユニット \150,000 ¥120,000

記録計（オプション） 8972 DC/RMSユニット \100,000 ¥80,000

記録計（オプション） 8973 ロジックユニット \80,000 ¥64,000

記録計（オプション） 9715-50 メモリボード \30,000 ¥24,000

記録計（オプション） 9715-51 メモリボード \50,000 ¥40,000

記録計（オプション） 9715-52 メモリボード \200,000 ¥160,000

記録計（オプション） 9715-53 メモリボード \600,000 ¥480,000

記録計（オプション） MR8790 波形発生ユニット \150,000 ¥120,000

記録計（オプション） MR8791 パルス発生ユニット \150,000 ¥120,000

記録計（オプション） MR8901 アナログユニット \140,000 ¥112,000

記録計（オプション） MR8902 電圧･温度ユニット \150,000 ¥120,000

記録計（オプション） MR8903 ストレインユニット \300,000 ¥240,000

記録計（オプション） MR8904 CANユニット \200,000 ¥160,000

記録計（オプション） MR8905 アナログユニット \120,000 ¥96,000

記録計（オプション） U8793 任意波形発生ユニット ¥200,000 ¥160,000

記録計（オプション） U8974 高圧ユニット ¥150,000 ¥120,000

04版20170406※対象製品リストは2017年4月1日現在の対象製品です。
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