お問合せ

日本海計測特機株式会社

主要取扱メーカー 一覧
■ 光学機器 顕微鏡・カメラ・レンズ

■ 記録装置 データロガー・おんどとり・プリンター

WITec 社
（ラマン）/ エドモンド・オプティクス・ジャパン（株）/

（株）アドバンテスト /（株）佐藤計量器製作所 / シチズン・システムズ（株）/

オリンパス（株）/ カールストルツ・エンドスコピージャパン（株）/

（株）
ティアンドデイ /（株）
デイシー / ティアック
（株）/ 日置電機
（株）

カールツァイスマイクロスコピー（株）/ 菊池光学（株）/ 斉藤光学
（株）/
シナノケンシ（株）/（株）清和光学製作所 /（株）トプコンテクノハウス /
（株）
ナックイメージテクノロジー /（株）ニコンソリューションズ /
日本アビオニクス（株）/ 日本電子（株）/（株）ノビテック /
マイクロネット（株）

■ 理化学 / 分析機器 PH/ イオン計・恒温槽・粉砕機

本

社

〒939‑8064

観察・計測・分析・制御機器 総合商社

富山県富山市赤田 970

TEL（076）424-4201 FAX（076）423-7187

新潟支店

〒950‑2031

新潟県新潟市西

TEL（025）260-3111 F
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（株）
いすゞ製作所 /（株）
エー・アンド・デイ / 協和界面科学
（株）/
楠本化成
（株）
エタック事業部 / コニカミノルタジャパン
（株）/
神港精機
（株）/ スガ試験機
（株）/ タイテック
（株）/

■ 光学測定器アクセサリ 光源装置・ランプ・ステージ
アポロ精工（株）/ エドモンド・オプティクス・ジャパン（株）/
シーシーエス（株）/ シグマ光機（株）/（株）渋谷光学 /
ソーラボジャパン（株）/ 中央精機（株）/ 電通産業（株）/
日本ピー・アイ（株）/ 日本フィリップス（株）/ ハヤシレピック（株）

■ 試料作成装置 切断機・埋込機・研磨機
（株）
池上精機 /（株）ストルアス / 日新 EM（株）/
ハルツォクジャパン（株）/ 平和テクニカ（株）/（株）マルトー

東亜ディーケーケー
（株）/ 日本シンテック
（株）/ 日本電色工業
（株）/
林電工
（株）/（株）
日立ハイテクサイエンス /
（株）
フィッシャー・インストルメンツ / 富士電波工機
（株）/
プロトマニュファクチュアリング
（株）/ 安井機械
（株）/（株）
リガク

■ 環境計測 温度 / 湿度計・騒音計・ガス検知器
安立計器（株）/ ヴァイサラ（株）/ 春日電機（株）/（株）佐藤計量器製作所 /
（株）
ジェイテクト / 新コスモス電機
（株）/（株）
ソーテック /
東亜ディーケーケー（株）/ トランステック（株）/ ドレーゲルジャパン（株）/
（株）
プリード / ホダカ
（株）/ リオン
（株）/ 理研計器
（株）

■ 精密測定機器 表面粗さ計・三次元測定機・リニアスケール

■ プロセス機器 圧力 / 真空計・流量計

アメテック（株）/（株）エリオニクス / 大阪精密機械（株）/

アルバック機工
（株）/（株）
岡野製作所 / キヤノンアネルバ
（株）/

（株）
小坂研究所 /（株）センテック /（株）田中衡機工業所 /
THK プレシジョン（株）/（株）電子応用 /（株）東京精密 /
（株）
東京測器研究所 /（株）ナノコントロール / ハイデンハイン（株）/
ファロージャパン（株）/（株）ミツトヨ / ライカジオシステムズ（株）/
レニショー（株）

■ 材料試験機 硬さ試験機・衝撃試験機・万能試験機
アイコーエンジニアリング（株）/（株）アサヒ技研 /（有）今井精機 /
（株）
イマダ /（株）エー・アンド・デイ /（株）鷺宮製作所 /
島津産機システムズ（株）/（株）島津製作所 / 東機産業（株）/
（株）
東京衡機試験機 /（株）フジイ /（株）フューチュアテック /
（株）
ミツトヨ /（株）安田精機製作所 /（株）山本科学工具研究社

■ 非破壊検査機器 超音波厚さ計・探傷機・映像装置
アクチューニ（株）/ 栄進化学（株）/ エクスロン・インターナショナル（株）/
（株）
エー・アンド・デイ / オリンパス（株）/（株）KS-NET /
ソフテックス（株）/ 電子磁気工業（株）/ 東芝 IT コントロールシステム（株）/
日本電磁測器（株）

■ 電子計測器 オシロスコープ・直流 / 交流電源・抵抗計
岩崎通信機（株）/（株）エーディーシー / 春日電機（株）/
菊水電子工業（株）/ 島田テクノロジー（株）/（株）ノイズ研究所 /

（株）コスモ計器 / 佐藤真空（株）/（株）ジェイテクト / シグマ電子工業（株）/
芝浦エレテック
（株）/ 島津システムソリューションズ
（株）/
神港精機
（株）/ 大亜真空
（株）/ 東芝産業機器システム
（株）/ 流体工業
（株）

■ ソフトウェア PC 管理ソフト・アプリ

会社案内

Company profile

あらゆる計測と制御

（株）
イノテック / 田中精密工業
（株）

■ 金属素材関連 材料・標準試料
田中貴金属工業
（株）/ 西進商事
（株）/（株）
ニラコ

■ 消耗品等 ラボ用品・ガラス機器・作業台
アズワン
（株）/ 岳南化学
（株）/（株）
サカエ /（株）
三商 /
東京硝子器械
（株）/（株）
成茂科学器械研究所

■ 計測機器・分析機器レンタル
SMFL レンタル
（株）/ オリックス・レンテック
（株）

■ 校正・修理 メンテナンス
エヌケイエス（株）/（株）島津アクセス /（財）日本品質保証機構（JQA）/
（有）
明成硬機 / 山脇電子工業
（株）/ リオンサービスセンター
（株）

日置電機
（株）/ 山菱電機（株）
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▪資本金：3,000万円
〒950‑2031

新潟県新潟市西区流通センター 1‑3‑1

TEL（025）260-3111 FAX（025）260-2710

【e-MAIL】富山：info@nihonkaikeisoku.co.jp

※ 本写真素材は取扱メーカーからのご提供または、弊社版権を元に作成させて頂いております。

▪設立：昭和22年11月29日

新潟：nkt-3238@internet025.ne.jp

※ 富山県中小企業リバイバル補助金活用事業（令和 3 年 8 月 17 日作成）

昭和 22 年の創業から令和に至る今日まで国内外を問わず産業界へ様々な各種測定器や
システムアップされた機器の提供と活用技術を通じて社会に貢献して参りました

製品/技術開発、品質管理における時代を先取した 提案・最新機器情報の提供で日々の業務をサポート
観察・計測

オリンパス認定

顕微鏡をはじめ各種計測観察に適した計測器をご提案。

修理、改造、メンテナンス（クリーニング）等日々のお困り事にも即対応します。 顕微鏡アドバイザー在籍

主な製品 顕微鏡（実体、生物、金属、マイクロスコープ、レーザー）・カメラ・切断機・埋込機・試料研磨機

技術セミナー実施
WEB による各種セミナーを随時開催。日々の業務に関する細かな疑問への回答（or 解決策）、
各メーカーの最新機種情報まで様々な情報を提供することが可能です。

セミナーテーマ実績例（他にも多数実績がございます）
■ 顕微鏡（実機使用）

■ IOT

■ ノギス・マイクロメーター

■ 産業排水処理

■ 3次元測定機の基礎

■ 硬さ試験機

■ サーモグラフィカメラ

■ 振動・FFT分析

■ 計測器の校正（JCSS・一般）

■ X線蛍光装置

■ タッチプローブ・ドリル工具

■ 観察試料作成

■ リニアエンコーダー・ロータリーエンコーダー
■ 表面粗さ測定・真円度測定の基礎
■ 水質測定（pH・ORP・電気伝導率・溶存酸素測定吸光光度計・濁度計）

材料分析・試験

観察と共に大きな要素を占める分析・試験業務。JIS をはじめ、世界各国で定められた
試験方法・試験機の提案を行い、安心・安全なものづくりをサポートします。

主な製品 硬さ試験機 / 基準片・三次元測定機・水質分析計・超音波探傷器・万能試験機・疲労試験機・電子天秤

販売パートナー

○○したいを形に

商社はモノを販売するためのプロ集団。創業以来培ってき

欲しい情報がネットでたやすく手に入るこの時代ですが、

お客様へ貴社製品をお届けします。

てネットでは知ることのできない情報が手に入ることもあ

た地域産業とのつながりや当社独自の販売網でより多くの

ります。

パートナー例

修理・校正

電子計測

騒音をはじめとした様々な各種環境測定

標準器との器差を求め信頼性を確保するため

各種電源や電子計測機器も幅広く取り扱っ

ご相談下さい。

で様々なアフターサービスにも対応します。

にも対応可能。各種データの分析方法も
主な製品
騒音計・温湿度計・水質分析計・ガス検知器

の校正やメーカーサポート終了品の修理ま
主な対応製品及び依頼先

各計測器メーカー製品・日本品質機構（JQA）・

日本電気検定所（JEMIC）

品質⼯学のMT法、T法計算ソフトウェア

製品WEBサイト

▲

環境測定

https://t-irec.tanasei.co.jp

ております。

課題解決 !!

主な製品
直流 / 交流電源・電子負荷装置・マルチメーター

商社に入ってくる情報も侮れません。対面での面談におい

貴社におけるパートナー企業として様々な課題を解決します

省人化システム提案

検査システム構築

作業員の工程フォロー

品質向上測定器導入等

その他様々な課題解決の実績あり！

