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5. 分光・発光・蛍光装置
 583 …… 分光光度計
 587 …… 蛍光分光光度計
 589 …… 赤外分光装置
 592 …… ラマン分光装置
 594 …… X線回折装置
 595 …… 核磁気共鳴装置（NMR）
 596 …… 原子吸光光度計・ICP発光分光分析装置
 600 …… 元素分析装置
 601 …… 蛍光X線分析装置
 606 …… 光学測定装置
 609 …… マルチマイクロプレートリーダー
 611 …… ラボラトリーオートメーションシステム

6. 液体 / ガスクロマトグラフ
 613 …… 高速液体クロマトグラフ
 619 …… ガスクロマトグラフ
 623 …… センサガスクロマトグラフ
 624 …… ガス発生装置
 625 …… 薄層クロマトグラフィー
 626 …… クロマトグラフィー用溶媒
 627 …… 消耗品
 627 …… ピペット

7. 物性計測装置
 629 …… 粒径分布測定装置
 636 …… 磁化率計・ナノメジャー 受諾測定
 637 …… パーティクルカウンタ
 643 …… 熱分析装置
 649 …… 滴定装置
 650 …… 水分測定装置
 653 …… キャピラリ電気泳動システム
 659 …… 粘性解析装置
 663 …… 密度・比重・濃度計
 665 …… 濡れ性評価装置
 666 …… 粒化装置関連

583～611

613～627

629～667

1. 天秤
 531 …… 上皿天秤
 536 …… 台はかり
 537 …… 粉体分注システム
 538 …… エンクロージャー

2. pH計
 549 …… pH計
 551 …… 導電率計
 552 …… 水質計
 555 …… pHコントローラ

3. 表面観察装置
 557 …… 卓上顕微鏡
 559 …… 走査電子顕微鏡
 561 …… プローブ顕微鏡
 562 …… 白色干渉顕微鏡
 563 …… デジタルマイクロスコープ
 565 …… ハイブリッドレーザーマイクロスコープ
 565 …… 電気化学反応可視化コンフォーカルシステム
 566 …… 薄膜評価システム
 567 …… 紫外線洗浄・改質装置
 569 …… エルゴノミック実体顕微鏡
 570 …… 細胞観察装置
 571 …… 半導体製造用検査装置

4. 内部観察装置
 573 …… 三次元計測X線CT装置
 578 …… マイクロフォーカスX線自動検査装置
 579 …… 超音波映像装置

531～547

549～555

557～571

573～581
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8. 微生物・細胞関連装置
 669 …… 微生物検査関連装置
 672 …… 細胞培養関連装置
 676 …… フローサイトメーター
 678 …… セルソーター
 680 …… PCR装置
 681 …… キャピラリ電気泳動システム
 683 …… 形態観察装置マップアナライザー

9. 遠心分離機
 685 …… 遠心機

10. 冷凍庫・冷蔵庫
 691 …… 超低温フリーザ
 692 …… 薬用保冷庫
 693 …… 防爆冷蔵庫・防爆冷凍冷蔵庫
 694 …… バイオフリーザー
 695 …… クライオポーター
 695 …… フレークアイスメーカー

11. 環境・プロセス関連装置
 697 …… 水銀測定装置／TOC計／COD測定装置
 698 …… 炭素分析計／TOC分析計
 699 …… 油分濃度計
 699 …… 工業用水質計
 700 …… PM2.5 成分分析装置
 701 …… ガス分析計
 702 …… 放射温度計
 702 …… プロセス近赤外分析計
 703 …… 水質測定装置
 705 …… 簡易水質検査試験紙

12. 合成・前処理装置
 708 …… 分取クロマトグラフ
 709 …… 湿式灰化装置
 710 …… 反応装置

669～683

685～689

691～695

697～705

707～711
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13. 試験機器
 713 …… 環境試験機器
 722 …… 塩水噴霧試験機
 723 …… 振動試験装置
 725 …… 防湿保管庫
 727 …… 万能試験機
 728 …… 衝撃試験装置
 730 …… ガス分析計
 732 …… ウルトラファインバブル発生装置
 733 …… 微酸性電解水生成装置

14. 電池・半導体・LED関連装置
 735 …… ドライルーム
 735 …… グローブボックス
 736 …… 乾燥装置
 739 …… 電極材料評価装置
 742 …… 充放電試験装置
 743 …… 信頼性試験装置
 745 …… 太陽電池評価装置
 746 …… 日射計
 747 …… 半導体・LED関連装置

15. 計測機器
 751 …… 温度センサ
 752 …… 記録計
 753 …… 温度ロガー
 755 …… 温度計
 757 …… 熱画像カメラ
 759 …… 白金測温抵抗体素子（センサ）
 761 …… オシロスコープ
 764 …… プロトコルアナライザー
 765 …… スペクトラム・アナライザ
 766 …… 任意波形／ファンクション・ジェネレータ
 767 …… USBオシロスコープ
 769 …… 直流安定化電源
 770 …… 電子負荷装置 /デジタルマルチメーター /安全試験機
 771 …… メモリハイコーダ
 772 …… 熱流ロガー /ロギングステーション
 775 …… データロガー
 779 …… 振動計
 780 …… 地震計
 781 …… シリアルデータロガー

713～733

735～749

751～781

※Ⅰは分冊Ⅰに掲載されています。


