主要取扱いメーカー商品一覧

[科学機器]
Laboratory Equipment&Instruments

アド バンテックグ ルー プ製品 以外にも 、信頼性の高 い優良 メーカ ーの科学 機器商品を 取り扱っ ていま す。
下表以外のメーカーの科学機器商品も取り扱っていますので、お気軽に最寄りの弊社営業所まで、
お問合せくださいますよう、お願い申し上げます。

メーカー名

主要取扱商品

あ行
旭化成ケミカルズ株式会社

アトー株式会社

株式会社アントンパール・ジャパン

飯島電子工業株式会社

株式会社イワキ

株式会社エー・アンド・デイ

エア・ブラウン株式会社
SKメディカル電子株式会社
エスペック株式会社
エドワーズ株式会社

ペンシル型モジュール
ペンシル型モジュール用卓上濾過ユニット
ラボモジュール
スラブゲル作製キット
スラブ電気泳動装置
セミドライ式ブロッティング装置
電気泳動用電源装置
微量定量チューブポンプ
自動マイクロ粘度計、回転式粘度計
密度計
振動式密度・比重・濃度計、携帯用密度計
ゼータ電位測定装置、小角X線散乱装置
粘弾性測定装置
マイクロ波合成装置
回転式旋光計
アルコールメーター
ＣＯ2アナライザー
ＢＯＤ測定用ＤＯメーター
残存酸素計
ＤＯメーター（溶存酸素計）
ＭＬＳＳ計
電磁定量ポンプ
マグネットポンプ
エアポンプ
エア駆動ダイアフラムポンプ
小型魚類集合水槽システム
電子天びん
音叉型振動式粘度計
動的粘弾性自動測定器
物性試験機（引張・圧縮・粘弾性）
計量環境ロガー
電動マイクロピペット
次世代電池試験装置
洗浄度判定キット
卓上型高周波誘導加熱装置、小型高周波誘導加熱装置
恒温恒湿器
ロータリーポンプ
スクロールポンプ
ターボ分子ポンプ
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メーカー名
オーハウス コーポレーション

オルガノ株式会社

主要取扱商品
卓上型計数はかり
卓上型台はかり
ハロゲン水分計
カートリッジ純水器
細菌検査用ホモジナイザー
電極式ポータブル残留塩素計

か行
樫山工業株式会社
カールツァイスマイクロスコピー株式会社

キッコーマンバイオケミファ株式会社

紀本電子工業株式会社
京都電子工業株式会社

株式会社共立理化学研究所

株式会社ケー・エヌ・エフ・ジャパン
コーンズ テクノロジー株式会社
コロナ電気株式会社

ドライ真空ポンプ
実習用・検査用生物顕微鏡
実体顕微鏡
倒立顕微鏡
ATP＋ＡＭＰふき取り検査システム
醸造分析シリーズ
（糖化力測定キット、糖化力分別定量キット、α-アミラーゼ測定キット、
酸性カルボキシペプチダーゼ測定キット）
ヒスタミン測定システム
微小粒子状物質自動計測器
大気エアロゾル化学成分連続自動分析装置
電位差自動滴定装置
カールフィッシャー水分計
振動式密度比重計
ポータブル密度比重計
酒類用振動式密度計
迅速アルコール測定キット
水銀測定装置
ポータブル屈折計
屈折計（ブリックス計）
ＥＭＳ粘度計
迅速熱伝導率計
熱流計
ホットディスク法熱物性測定装置
ポータブル糖度計
食品用酸度・塩分計
全りん・全窒素自動測定装置
パックテスト残留塩素（遊離）
デジタルパックテスト水質計
デジタル濁色度計
耐食型ダイアフラム定量ポンプ
ダイアグラム式送液ポンプ
近赤外線式多成分分析計
吸光グレーティングマイクロプレートリーダー
マイクロプレートリーダー
マルチグレーティングマイクロプレートリーダー
マイクロプレートフォトンカウンター
マルチマイクロプレートリーダー
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メーカー名

主要取扱商品

さ行
株式会社サイニクス

佐藤真空株式会社

ザルトリウス・ジャパン株式会社

ザルトリウス・インテック株式会社
サンケン電気株式会社
株式会社 三商
株式会社 シーエムティ科学

柴田科学株式会社

シャープマニファクチャリングシステム株式会社

株式会社真空デバイス

クールスターラー
クールプレート
クールミニブロック
試験管用冷却恒温ラック
インキュベーションリーダー
アルミブロック恒温槽
高温度高真空乾燥器
真空乾燥装置
低水分グローブボックス付真空乾燥装置
直結形油回転真空ポンプ
ベルト駆動形油回転真空ポンプ
オイルクリーナー
ミクロ/ウルトラミクロ天びん
モジュラー天びん
スタンダード天びん
電子水分計
電動ピペット
防爆天びん、台はかり
無停電電源装置
ガラス/ゴム/プラスチック製品などの実験器具類
高速振動試料粉砕機
凍結粉砕機
ふるい振盪器
フィルタープレス
ロータリーエバポレーター
エバポレーター用真空ポンプ
防爆型ロータリーエバポレーター
ハンディ水質計
過酸化物価（ＰＯＶ）測定装置、酸度測定装置
ソックスレー抽出装置
ケルダール蒸留装置
ハンディ水質計アクアブシリーズ
ハイボリウムエアサンプラー
有機合成装置
ハンディピペット
卓上型超音波洗浄機
超音波ピペット洗浄機
ユニット式水系超音波洗浄システム
超音波洗浄装置用乾燥機
超音波洗浄装置（発振機、振動子）
真空超音波洗浄装置
ユニット式炭化水素系超音波洗浄システム
小型ジェットウォッシャー超音波洗浄装置
小型ジェットウォッシャー洗浄装置
微生物センサー
自動転写式電気泳動装置
二次元電気泳動装置
マグネトロンスパッタ
カーボンコーター
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メーカー名
新東科学株式会社
株式会社セントラル科学貿易

セントラル科学株式会社

主要取扱商品
攪拌機
完全防爆式エアモーター攪拌機
水分活性測定装置
ストマフィルター
高性能小型定量分注装置
自動秤量希釈装置
滅菌希釈水
食品検査用ホモジナイザー
パルス式ホモジナイザー
生菌数測定用定量塗抹装置
コロニーカウンター
火炎滅菌器
水分活性測定装置
ローテーション型エアサンプラー
電量滴定方式アンモニア計
過酸化水素計
鮮度計
濁度計
BOD/COD測定器
TOC分析計
簡易型全窒素・全りん計
吸光度式多項目水質測定器
携帯用水質測定器
残留塩素計
汚泥濃度計
蛍光式携帯溶存酸素計
土壌中有害物質 迅速測定セット
ハンディVOCセンサー
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メーカー名

主要取扱商品

た行
株式会社 大同工業所

株式会社ダルトン

株式会社テストー

株式会社 ティ・アンド・シー・テクニカル
DKSHジャパン株式会社

東機産業株式会社
東京理化器械株式会社

株式会社 東洋精機製作所

富山科学工業株式会社

防爆乾燥器
防爆冷蔵庫、冷凍冷蔵庫
防爆インキュベーター

ドラフトチェンバー
実験台
作業台、流し台
薬品戸棚、吊戸棚
局所排気装置 フレキシブルフード
温湿度モニタリングシステム
油テスター
マルチ環境計測器
ポータブル燃焼排ガス分析計
超解像サーモグラフィー
湿式酸化型ＴＯＣ分析計
高性能循環恒温槽
自動動粘度測定装置
全自動元素分析装置
窒素・蛋白質分析装置
ヒールッシャ―高効率超音波分散機
水分活性測定装置
回転式粘度計
攪拌機
耐圧防爆型攪拌機
振盪装置
定量送液ポンプ
冷却水循環装置
凍結乾燥機
乾燥器
恒温器
ロータリーエバポレーター
有機合成装置
濃縮装置
機械・熱・化学・光学・物理・電気的性質試験機
高分子材料評価試験機
加工性試験機
回転式単板濾過機
水平濾板濾過機（片面多段式）
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メーカー名

主要取扱商品

な行
ニッタ株式会社
日本ウォーターズ株式会社

気中パーティクルカウンター
高速液体クロマトグラフ（ＨＰＬＣ、ＵＰＬＣ）
データ管理システム
ＭＳ検出器
ＬＣ/ＭＳ
ＬＣ/ＭＳ/ＭＳ
ＬＣ/ＴＯＦＭＳ
ＬＣ/ＨＤＭＳＴＭシステム
超高速超臨界流体クロマトグラフ
カラム・サンプル前処理製品

日本電色工業株式会社

日本フイルター株式会社
日本フリーザー株式会社

日本ルフト株式会社
ネムス株式会社

Sep-Pak®固相抽出製品
ハンディ型色彩計、簡易型分光色差計
分光色差計
小型色彩計・白度計
ハンディ型光沢計
光沢計
濁度・色度計
排水着色・色汚染度計
プロセス排水の色・濁り監視モニター
ポータブル水質計
ポンプ一体型小型濾過機
クロマトチェンバー
防爆冷蔵庫/冷凍冷蔵庫
リーペヘル庫内防爆冷蔵庫
携帯型粘度計
分散安定装置
超高温カーボン炉
真空・水素雰囲気炉
真空・雰囲気炉
台車昇降式大型高温炉
ウェット・ドライ水素雰囲気炉
ホットプレス
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メーカー名

主要取扱商品

は行
ハンナ インスツルメンツ・ジャパン株式会社
パナソニック ヘルスケア株式会社

DPDデジタル残留塩素計
濁度計
プレハブ恒温室/冷凍庫
バイオメディカルフリーザー
超低温フリーザー
貯蔵ボックス/ラック
液体窒素保存容器
薬用冷蔵ショーケース
研究用/薬用保冷庫
インキュベーター
CO２インキュベーター
CO２インキュベーター用振盪機

マルチガスインキュベーター
マルチセルイメージングインキュベーター
グロースチェンバー
ラボ/オートクレーブ
クリーンベンチ
メリクロンクリーンベンチ
バイオクリーンベンチ
バイオハザード対策用キャビネット
顕微ＦＴＩＲ分析システム
株式会社パーキンエルマージャパン
ＦＴＩＲ分光光度計
蛍光（燐光）分光光度計
高速ＩＲイメージングシステム
紫外可視近赤外分光光度計
紫外可視分光光度計
原子吸光分析装置
ＩＣＰ質量分析装置
ＩＣＰ発光分光分析装置
ガスクロマトグラフ質量分析計
ガスクロマトグラフ分析サンプリング装置
高速液体クロマトグラフ（ＨＰＬＣ）
液体クロマトグラフ質量分析装置（ＬＣ/ＭＳ）
入力補償形示差走査熱量測定装置
熱重量・熱量同時測定装置
動的粘弾性測定装置
株式会社 バキューブランド サイエンティフィック ジャパン ダイアフラム式真空ポンプ
ダイアフラム式真空ポンプ（ケミカルタイプ）
大型ヒートショック試験装置
日立アプライアンス株式会社
気相式ヒートショック試験装置
恒温恒湿槽
恒温槽
日立アロカメディカル株式会社
食品放射能測定システム
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メーカー名
日立工機株式会社

株式会社 日立産機システム

株式会社 日立ハイテクサイエンス

株式会社 日立ハイテクフィールディング

平沼産業株式会社

株式会社 平山製作所
株式会社二葉科学

ブルカー・オプティクス株式会社

ベルトールドジャパン株式会社
株式会社 堀場アドバンスドテクノ

主要取扱商品
小形超遠心機
微量高速遠心機
高速冷却遠心機
多本架冷却遠心機
小形冷却遠心機
卓上遠心機
直結形油回転真空ポンプ
サイレントエアコンプレッサー
スーパーオイルフリーベビコン
卓上クリーンベンチ
工業用クリーンベンチ
バイオクリーンベンチ
バイオハザード対策用キャビネット
ケミカルハザード対策用キャビネット
高性能無菌実験台（バイオ実験台）
無菌実験台
クリーンルーム
移動式クリーンルーム
簡易型/高性能型エアシャワー
レシオビーム/ダブルビーム分光光度計
分光蛍光光度計
偏光ゼーマン原子吸光光度計
高速液体クロマトグラフ
卓上顕微鏡Miniscope®
Miniscope®専用エネルギー分散型X線分析装置
ウルトラミクロトーム
研磨装置、精密研磨装置
ターゲット断面試料作製システム（試料前処理装置）
自動滴定装置
水分測定装置
水銀測定装置
全有機炭素測定装置（TOC計）
高圧蒸気滅菌器消臭機能付オートクレーブ
高加速寿命試験装置（ＨＡＳＴ装置）
無塵乾燥器クリーンオーブン
クリーン無酸化ベーク炉
遠赤外線加熱装置
多重安全式乾燥器
太陽電池モジュール評価用恒温槽
次世代電池評価用恒温槽
フーリエ変換型赤外分光計
超小型フーリエ変換型赤外分光計
レーザーラマン顕微鏡システム
ガンマ線スペクトロメーター
オンラインTOC計
カビ毒分析前処理用カラム
残留農薬簡易分析キット
残留塩素計
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メーカー名
株式会社 堀場製作所

主要取扱商品
ＬＡＱＵＡ ｐＨメーター
ＬＡＱＵＡtwinコンパクトｐＨメーター
電気伝導率計
イオンメーター
ＬＡＱＵＡｔｗｉｎ コンパクトイオンメーター
（硝酸イオン、カルシウムイオン、カリウムイオン、ナトリウムイオン）
溶存酸素計
ＬＡＱＵＡｔｗｉｎ コンパクト塩分計
環境放射線モニター
油分濃度計
放射温度計
グロスチェッカー
レーザー回折/散乱式粒子径分布測定装置
ナノ粒子解析装置
蛍光分光光度計
ラマン顕微鏡
ＡＦＭ-ラマン
ＩＣＰ発光分析装置
有害元素蛍光Ｘ線検査装置
ハンドヘルド型蛍光Ｘ線分析装置
Ｘ線分析顕微鏡
ポータブルＶＯＣ分析計、マルチ水質モニタリングシステム
ｐＨ電極、導電率セル、標準液、電極洗浄液

9

メーカー名

主要取扱商品

ま行
マイクロニクス株式会社
メトラー・トレド株式会社

メトロームジャパン株式会社

シリンジポンプ
フラクションコレクター
ウルトラミクロ/ミクロ分析天びん
分析天びん
上皿天びん
エントリークラス分析/上皿天びん
重量用上皿天びん
国家検定付特定計量器
マスコンパーレーター
OIML分銅
超小型高性能軽量モジュール
高精度台はかり
産業用マルチレンジ電子台はかり
本質安全防爆構造電子台はかり
装置組込/デスクトップ用分離型天びん
全自動融点測定装置
自動滴点・軟化点測定装置
熱測定装置
ハロゲン水分計
赤外線水分計
全自動粉体＆液体分注システム
自動有機合成システム
反応熱量計
パーソナル有機合成装置
In situ FTIR反応解析システム
イオンクロマトグラフ
イオンクロマトグラフ用カラム

や・ら・わ行
山八物産株式会社
株式会社 吉田製作所
株式会社 oneA

グローブボックスシステム
ウイレー氏実験場用粉砕機
エクセルジョークラッシャー
リチウムイオン二次電池 電解液 漏液検査装置

アドバンテック東洋株式会社
本社･営業本部

〒112-0013
東京都文京区音羽1-18-10 TEL.(03)5981-0609

営 業 所

札幌・仙台・筑波・宇都宮・大宮・千葉・東京・西東京・南関東・
新潟・富山・静岡・名古屋・四日市・京都・大阪・神戸・岡山・
広島・徳山・徳島・高松・北九州・福岡・大分
横浜

出 張 所

ホームページURL http://www.ADVANTEC.co.jp/
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