
※記載されている価格は全て税抜価格です。
※対象期間内のご注文がキャンペーン対象価格となります。

- 対象期間 -
2020年1月23日
～2020年2月29日

¥60,651
精密ダイヤル可変コンデンサ

■容量を調整できる効率の良い可変コンデンサ
[型番] DBC-05
[レンジ] 0.1nF～10μF [精度] 2%

SALE
特価

¥67,389

SALE
特価 ¥108,000

簡易熱画像カメラ
■過負荷回路の検出や配線の点検など様々な用途で活躍
[型番] Reveal Pro
[サーマルセンサ] 320×240（76,800ピクセル）
[検知温度範囲] -40℃～330℃
[検知可能距離] 550m（平野の場合）

¥120,000

SALE
特価 ¥59,625

プログラマブル電源
■PCによるリモート制御が可能なプログラマブル電源
[型番] M10-NSS3025 [出力電力] 750W
[出力電圧] 0～30V [出力電流] 0～25A

¥66,250

SALE
特価 ¥37,781

ダイヤル式可変インダクタ
■値を調整できる効率の良い可変インダクタ
[型番] BXL-07 [レンジ] 1µH～10H
[精度] 5%（1µH～1H） 10%（1H～10H）

¥41,978
¥6,220

スタック可能保護カバー付両端バナナプラグ
■感電を防ぐ保護カバー付のバナナプラグ
[型番] S402A-1.0 [端子直径] 4mm
[ケーブル長] 100cm [定格] 20A/1000V
[内容物] 赤黄緑青黒各2本（合計10本）

¥6,911

SALE
特価

¥3,353
アナログ交流電流計

■ローコスト・簡易的な電流測定に適した電流計
[型番] ACA-1 [精度] ±2.5%
[レンジ] 0-500mA-1A-5A

¥3,725

SALE
特価

SALE
特価 ¥112,482

携帯用ダブルブリッジ
■高精度な抵抗値測定が可能なダブルブリッジ
[型番] DKB-01 [測定範囲] 0.0001Ω～11Ω
[測定ダイヤル] 0.01×10
[確度] 1％（×0.01）0.5%（×0.1）

0.2%（×1, ×10, ×100）

¥124,980
SALE
特価 ¥12,678
クリップ式可変インダクタ

■値を調整できる効率の良い安価な可変インダクタ
[型番] IM-4 [レンジ] 10µH～111.1mH
[精度] 5%

¥14,086

詳細な製品情報はホームページ（https:www.mcpjapan.co)を参照下さい。

株式会社 MCP JAPAN
〒874-0909 大分県別府市田の湯町3番7号 アライアンスタワーZ 7階
(TEL) 0977-75-9781 (FAX) 0977-75-9782 (MAIL)info@mcpjapan.co
※記載されている製品情報、仕様、価格等は予告なく変更されることがあります。

お問い合わせはこちら

SALE
特価 ¥79,934

アナログオシロスコープ
■アナログならではの高速な波形更新速度
[型番] CQ5030 [周波数帯域] 30MHz
[CH数] 2CH

¥88,815

SALE
特価 ¥23,481
ファンクションジェネレータ

■TTL出力・VCF入力可能
[型番] SG1638N [周波数帯域] 0.2Hz～2MHz
[出力波形] 正弦波, 方形波, 三角波, ランプ波, パルス波

¥26,089

SALE
特価 ¥152,721
デジタル電子回路学習キット

■7枚の回路ボードを活用して、19種類の実験に対応
[型番] DCL-7000
[内容物] 取扱説明書, 回路ボード×7, M21-7000（本体）

¥169,689

SALE
特価



SALE特価 ¥38,058
[型番] DBR-06
[レンジ] 0.1Ω～100kΩ
[精度] 0.1%

¥42,286
SALE特価 ¥42,938
[型番] DBR-07
[レンジ] 0.01Ω～100kΩ
[精度] 0.1%

¥47,708
SALE特価 ¥65,570
[型番] DBL-06
[レンジ] 0.01mH～10H
[精度] 2%

¥72,855
SALE特価 ¥89,820

[型番] DWB-01
[測定範囲] 1Ω～10MΩ
[精度] 最高 0.1%
検流計・ブリッジ電源内蔵

¥99,800

●アナログオシロスコープ

SALE特価 ¥73,023
[型番] CQ5020
[周波数帯域] 20MHz
[CH数] 2CH

¥81,136
SALE特価 ¥35,385
[型番] CQ5010C
[周波数帯域] 10MHz
[CH数] 1CH

¥39,316
SALE特価 ¥28,196

[型番] CQ5005
[周波数帯域] 5MHz
[CH数] 1CH

SALE特価 ¥141,660
[型番] CQ5640
[周波数帯域] 40MHz
[CH数] 2CH

¥157,400

●直流安定化電源

SALE特価 ¥41,361
[型番] M10-MSS1005
[出力電圧] 0～100V
[出力電流] 0～4.5A
[出力電力] 450W

¥45,956
SALE特価 ¥60,884
[型番] M10-HV10000A
[出力電圧] 0～10kV
[出力電流] 10mA
[出力電力] 100W

¥67,648
SALE特価 ¥54,451

¥60,501
SALE特価 ¥33,916
[型番] M10-HV5000A
[出力電圧] 0～5kV
[出力電流] 10mA
[出力電力] 50W

¥37,684

[シリーズ名] CMシリーズ
アナログ表示

[ 型番 ] [ SALE特価 ] [ 出力 ]

CM153 ¥17,852
¥19,835

0～15V/0～3A
（45W）

CM303 ¥20,046
¥22,273

0～30V/0～3A
（90W）

CM305 ¥32,021
¥35,578

0～30V/0～5A
（150W）

[シリーズ名] CLシリーズ
デジタル表示

[ 型番 ] [ SALE特価 ] [ 出力 ]

CL153 ¥16,875
¥18,750

0～15V/0～3A
（45W）

CL303 ¥19,059
¥21,176

0～30V/0～3A
（90W）

CL305 ¥31,035
¥34,483

0～30V/0～5A
（150W）

[シリーズ名] M10-511シリーズ
ボルトスライダー

[ 型番 ] [ SALE特価 ] [ 最大電力/電流 ]

M10-511-02 ¥8,868
¥9,853

200VA/2A

M10-511-05 ¥10,414
¥11,571

500VA/4A

M10-511-10 ¥17,149
¥19,054

1000VA/8A

[ 型番 ] [ 種別 ] [ SALE特価 ] [ レンジ ]
DCA-1 直流電流計 ¥2,845 ¥3,161 0-50mA-500mA-5A
DCV-1 直流電圧計 ¥2,845 ¥3,161 0-3V-30V-300V
DCV-2 直流電圧計 ¥2,845 ¥3,161 0-300mV-3V-30V
ACV-1 交流電圧計 ¥2,845 ¥3,161 0-15V-150V
DCG-1 検流計 ¥3,000 ¥3,333 ±35µA
DCG-2 検流計 ¥2,632 ¥2,924 ±30mA

[シリーズ名] Student Meterシリーズ
[精度] ±2.5%

[ 型番 ] [ SALE特価 ] [ 端子直径 ] [ リード長 ] [ 定格 ]
S402A-0.5 ¥5,579 ¥6,198 4mm 50cm 20A

1000VS402A-0.25 ¥5,198 ¥5,775 4mm 25cm
S410-4-1.0 ¥5,238 ¥5,819 4mm 100cm

20A
33VAC/70VDCS410-4-0.5 ¥4,590 ¥5,100 4mm 50cm

S410-4-0.25 ¥4,212 ¥4,679 4mm 25cm
S202-1.0 ¥2,187 ¥2,430 2mm 100cm

4A
30VAC/60VDCS202-0.5 ¥2,115 ¥2,350 2mm 50cm

S202-0.25 ¥2,043 ¥2,270 2mm 25cm

[シリーズ名] バナナプラグシリーズ
スタック（連結）可能
感電防止用の保護カバー付（S402Aシリーズ）

●ダイヤル式可変抵抗器・コンデンサ

¥31,328

●アナログメーター ●テストリード

[精度] 1%

[ 型番 ] [ SALE特価 ] [ レンジ ]

BXR-06 ¥20,740
¥23,044

1Ω～1MΩ

BXR-07 ¥25,743
¥28,603

1Ω～10MΩ

SALE特価 ¥36,166
[型番] BXC-05
[レンジ] 0.1nF～10µF
[精度] 5%

¥40,184
SALE特価 ¥10,957

¥12,174
SALE特価 ¥10,957

¥12,174

●クリップ式可変抵抗器・コンデンサ

SALE特価 ¥70,743SALE特価 ¥19,989
[型番] SG1634N
[周波数帯域] 2MHz
[CH数] 1CH
[出力波形] 
正弦波
方形波、三角波

¥22,210
SALE特価 ¥22,500
[型番] FC1024
[周波数帯域] 2.4GHz
[CH数] 2CH

¥25,000
SALE特価 ¥22,500
[型番] SG1638B
[周波数帯域] 2MHz
[CH数] 1CH
[出力波形] 
正弦波
方形波、三角波

¥25,000

●周波数カウンタ・ファンクションジェネレータ ●学習キット

¥78,603[型番] MSC-01
9種類の実験に対応
要望に合わせて、
様々な部品モジュールを
ご用意いたします。

[型番] M10-QP303
[CH1] 0～30V/0～3A
[CH2] 0～30V/0～3A
[CH3] 3～6.5V/3A
[CH4] 8～15V/1A

[型番] RM-7
[レンジ] 1Ω～11.111MΩ
[精度] 1%

[型番] CM-5
[レンジ] 100pF～11.111µF
[精度] 5%

●精密ダイヤル式可変抵抗器・インダクタ・携帯用ホイートストンブリッジ


