
期末納入
可能製品 ご案内

の

年度内予算の
有効活用を応援！！

穂高電子がお届けする菊水電子工業製品

コンパクト直流安定化電源 PMX-Aシリーズ

定番の実験・試験用電源に
ネットワーク機能を標準装備

形名 標準価格（税抜）

PMX18-2A ￥45,000

PMX18-5A ￥60,000

PMX35-1A ￥48,000

PMX35-3A ￥60,000

PMX70-1A ￥65,000

PMX110-0.6A ￥69,000

PMX250-0.25A ￥65,000

PMX350-0.2A ￥69,000

PMX500-0.1A ￥70,000

コンパクト・ワイドレンジ直流電源 PWR-01シリーズ

形名 標準価格（税抜）

PWR401L ￥105,000

PWR401ML ￥100,000

PWR401MH ￥130,000

PWR401H ￥150,000

PWR801L ￥150,000

PWR801ML ￥140,000

PWR801MH ￥190,000

コンパクト・マルチ出力直流電源 PMX-Multi シリーズ

形名 標準価格（税抜）

PMX32-3DU ¥143,000

PMX32-3TR ¥171,000

PMX32-2QU ¥194,000

（10万円以上20万円以下の製品は下段とウラ面をご覧下さい）（10万円以上20万円以下の製品は下段とウラ面をご覧下さい）1010万円以下の製品万円以下の製品

1010万円以上  万円以上  2020万円以下の製品万円以下の製品

小型・高性能・多機能型
コンパクト・ワイドレンジ直流電源

各出力がアイソレーション
ワンタッチで直列／並列接続が可能
出力容量 200W
2、3、4 出力の全 3 モデル

パワーサプライコントローラ PIA4800シリーズ

形名 標準価格（税抜）

PIA4810 ￥100,000

PIA4820 ￥80,000

PIA4830 ￥80,000

PIA4850 ￥25,000

PIA5100 ￥48,000

PIA4850

PIA4820 PIA4830

その他

形名 標準価格（税抜）

TOS7200 ￥98,000

PAN35-5A ￥90,000

DME1600 ￥90,000

TOS8030 ￥83,000
TOS8030

PAN35-5A

TOS7200

PIA5100

W
EBで

好
評
掲
載
中!

菊水 ハイカワ 検 索

DME1600

https://www.kikusui.co.jp/catalog/?model=pmx-a&p=
https://www.kikusui.co.jp/catalog/?model=pia4850&p=
https://www.kikusui.co.jp/catalog/?model=pia5100&p=
https://www.kikusui.co.jp/catalog/?model=pia4800&p=
https://www.kikusui.co.jp/catalog/?model=tos7200&p=
https://www.kikusui.co.jp/catalog/?model=dme1600&p=
https://www.kikusui.co.jp/catalog/?model=pan-a&p=
https://www.kikusui.co.jp/catalog/?model=tos8030&p=
https://www.kikusui.co.jp/catalog/?model=pwr01&p=
https://www.kikusui.co.jp/catalog/?model=pmx-multi&p=
https://www.kikusui.co.jp/comic/index.html


菊水電子工業株式会社

本 社 〒 224-0032 横浜市都筑区茅ケ崎中央 6-1 サウスウッド 4階 2196-284）540（.LET

創発センター 〒 224-0023 横浜市都筑区東山田 1-1-3 0020-395）540（.LET

〒 224-0032 横浜市都筑区茅ケ崎中央 6-1 サウスウッド 4階 8546-284）540（.LET

東 北 営 業 所 〒 981-3133 仙台市泉区泉中央3-19-1リシュルーブルST 1443-473）220（.LET

北関東営業所 〒 330-0801 さいたま市大宮区土手町1-49-8 G・M大宮ビル5F 1060-446）840（.LET

東 海 営 業 所 〒 465-0097 名古屋市名東区平和が丘 2-143 0068-477）250（.LET

関 西 営 業 所 〒 564-0063 吹田市江坂町1-12-38 江坂ソリトンビル2F 3022-9336）60（.LET

九 州 出 張 所 〒 812-0039 福岡市博多区冷泉町 7-19  NR ビル 0863-362）290（.LET

横 浜 営 業 所 〒222-0033 横浜市港北区新横浜2-12-12 新横浜IKビル2階 TEL.045-595-9501

本 社 〒222-0033 横浜市港北区新横浜2-12-12 新横浜IKビル9階 TEL.045-595-9394

東 京 営 業 所 〒191-0016 東京都日野市神明3-6-5 TEL.042-585-1816

名古屋営業所 〒460-0011 名古屋市中区大須4-11-50 カミヤビル3階 TEL.052-243-7820

厚 木 営 業 所 〒243-0032 神奈川県厚木市恩名2-1-23 サーブビル TEL.046-224-1293

三 重 営 業 所 〒514-0006 三重県津市広明町112-5 第3いけだビル4階 TEL.059-223-7155

関 西 営 業 所 〒532-0011 大阪市淀川区西中島6-7-8 大昭ビル10階 TEL.06-4805-1030

京 都 営 業 所 〒612-8445 京都市伏見区竹田浄菩提院町77番 TEL.075-605-9977

岡 山 営 業 所 〒703-8203 岡山市中区国府市場81-5石原ビル2階N号室 TEL.086-207-6406

〒435-0048 静岡県浜松市東区上西町37-12 TEL.045-339-5566浜 松 営 業 所

首都圏東・南営業所

スマート可変スイッチング電源 PAVシリーズ

形名 標準価格（税抜）

PAV10-20 ￥110,000

PAV20-10 ￥110,000

PAV36-6 ￥110,000

PAV60-3.5 ￥110,000

PAV100-2 ￥110,000

PAV160-1.3 ￥136,500

PAV320-0.65 ￥136,500

PAV650-0.32 ￥136,500

PAV10-40 ￥150,000

PAV20-20 ￥150,000

PAV36-12 ￥150,000

PAV60-7 ￥150,000

PAV100-4 ￥150,000

PAV160-2.6 ￥168,000

PAV320-1.3 ￥168,000

PAV650-0.64 ￥168,000

PAV10-20 with LAN ￥162,700

PAV20-10 with LAN ￥162,700

PAV36-6 with LAN ￥162,700

PAV60-3.5 with LAN ￥162,700

PAV100-2 with LAN ￥162,700

★上記、製品以外にも多種の電源、計測器をご用意しております。販売代理店、または最寄りの弊社営業所まで、お問い合わせ下さい。

AC耐電圧試験器TOS5200

形名 標準価格（税抜）

TOS5200 ￥135,000

AC耐電圧試験器TOS5300

形名 標準価格（税抜）

TOS5300 ￥198,000

5kV/最大出力500VA、PWMアンプ搭載で、
さらにお求め安いAC耐電圧試験器

5kV／最大出力500VAのAC耐電圧試験器

1010万円以上  万円以上  2020万円以下の製品万円以下の製品

薄型ワイドレンジ可変スイッチング電源 PWXシリーズ

形名 標準価格（税抜）

PWX750ML

￥190,000

PWX750LF

PWX750MLF

PWX750MHF

PWX750HF

N対Mのネットワーク型遠隔制御・
監視に対応する、
新世代ラックマウント電源

高信頼性電源 PAN-Aシリーズ

形名 標準価格（税抜）

PAN16-10A ￥110,000

PAN70-2.5A ￥110,000

PAN110-1.5A ￥105,000

PAN160-1A ￥110,000

PAN16-18A ￥148,000

PAN35-10A ￥125,000

PAN70-5A ￥135,000

PAN110-3A ￥150,000

PAN160-2A ￥165,000

PAN16-30A ￥185,000

PAN35-20A ￥170,000

PAN70-8A ￥180,000

PAN110-5A ￥185,000

PAN160-3.5A ￥185,000

PAN250-2.5A ￥190,000

PAN60-3A ￥105,000

PAN60-6A ￥130,000

PAN60-10A ￥160,000

シリーズレギュレータ方式
直流安定化電源のベーシックモデル

通信インターフェース標準装備
高性能スイッチング方式試験用電源の
新たなる定番

高信頼性電源 PAN-Eシリーズ

形名 標準価格（税抜）

PAN16-10E ￥160,000

PAN35-5E ￥156,000

ドロッパ方式×デジタルインターフェース

電子負荷装置PLZ-4Wシリーズ

形名 標準価格（税抜）

PLZ164W ￥200,000

定電圧、定電流、定電力、定抵抗の4モード
SW動作、立上り時間の高速化に対応

その他

 

形名 標準価格（税抜）

FGA5050 ￥150,000

FGA5050GC ￥160,000

DME1600GC ￥120,000

KPM1000 ￥158,000

149 -10A ￥198,000KPM1000 149-10A

FGA5050
FGA5050GC

DME1600GC

https://www.kikusui.co.jp/catalog/?model=dme1600&p=
https://www.kikusui.co.jp/catalog/?model=pav&p=
https://www.kikusui.co.jp/catalog/?model=pwx&p=
https://www.kikusui.co.jp/catalog/?model=plz4w&p=
https://www.kikusui.co.jp/catalog/?model=fga5050&p=
https://www.kikusui.co.jp/catalog/?model=kpm1000&p=
https://www.kikusui.co.jp/catalog/?model=14910a&p=
https://www.kikusui.co.jp/catalog/?model=tos5200&p=
https://www.kikusui.co.jp/catalog/?model=tos5300&p=
https://www.kikusui.co.jp/catalog/?model=pan-a&p=
https://www.kikusui.co.jp/catalog/?model=pan-e&p=



