2016 年 10 月 13 日

お客様各位
東洋計測器株式会社

ネットワークス携帯型テスター販売に関するご案内

拝啓 貴社ますますご清祥のこととお慶び申し上げます。
先般、ネットスカウト システムズ ジャパン株式会社から配信された内容につき、新規代理店の情報も加えご

連絡させていただきます。現在、下記製品につきましては、NETSCOUT SYSTEMS 社（日本国内では、ネット
スカウト システムズ ジャパン株式会社）とネットスカウト日本総代理店（東洋計測器）を経由した販売体制に
なっております。
製品に関する商品構成、テスター概要、お見積もり（価格の問い合わせ）、利用方法などについては、下記、日
本総代理店または、販売特約店に直接お問い合わせください。
OneTouch™
LinkSprinter™
AirMagnet™

LinkRunner™
AirCheck™

下記、日本での販売運営およびサポート体制です。
敬具

記
営業・サポート体制
① 当該製品の市場への販売形態について
当該製品は、下記の認定販売特約店*から、お客様に販売させていただきます。
② 製品のお問い合わせ
商品構成、テスター概要、お見積もり（価格の問い合わせ）、利用方法などについても、日本総代
理店または、販売特約店に直接お問い合わせください。

ネットスカウト日本総代理店
（ネットスカウトシステムズ ツールプロダクト日本総代理店）
会社名
住所
〒101-0021
東洋計測器 株式会社
東京都千代田区外神田 1-3-12 計測器ランドビル

ご連絡先
03-3255-8026
netscout@keisokuki-land.co.jp
www.keisokukiland.co.jp/company/

既存販売特約店
会社名
愛三電機 株式会社
サンテレホン株式会社
株式会社 高文
ダイワボウ情報システム
株式会社
平野通信機材 株式会社
マルチ計測器販売株式会社

石渡電気株式会社

日本電計株式会社

住所

ご連絡先

〒101-0021
東京都千代田区外神田 1-12-3
〒104-8587
東京都中央区八丁堀 4-5-4 FORECAST 桜橋 4 階
〒101-0047
東京都千代田区内神田 3-4-8
〒140-0014
東京都品川区大井 1-20-10 住友大井町ビル南館

03-3253-3611
www.aisan.co.jp/

〒104-8554
東京都中央区入船 2-2-14 U-AXIS ビル
〒101-0025
東京都千代田区神田佐久間町 1 丁目 26 番地 秋葉原村
井ビル 7F
〒103-0027
東京都中央区日本橋 2-13-10
〒101-0021
東京都千代田区外神田 3-5-12 聖公会神田ビル

03-6222-7811
www.suntel.co.jp/
03-3252-2801
www.takabun.co.jp/
最寄りの支店・営業所にお問
合せください
www.pc-daiwabo.co.jp/
03-3551-2190
www.hiranotsushin.jp/
03-3251-7013
www.multimic.com/company/
03-3271-5151
www.idknet.co.jp/
03-3251-5731
www.n-denkei.co.jp/

新規販売特約店
荒木電機工業株式会社

〒150-0013
東京都渋谷区恵比寿２-１１-６

NTT アドバンステクノロジ株
式会社

〒212-0014
神奈川県川崎市幸区大宮町 1310
ラルタワー６Ｆ
〒196-0034
東京都昭島市玉川町 1-2-7

エム・イー株式会社

03-3440-1001
www.araki-eletec.co.jp/
ミューザ川崎セント

044-280-8789
http://ngw.nttat.co.jp/product/tester/
042-541-9111
www.me-corp.jp/

遠藤科学株式会社

〒422-8567
静岡県静岡市駿河区西脇 1294

054-283-6222
www.endokagaku.co.jp/

九州計測器株式会社

〒812-0015
福岡県福岡市博多区山王一丁目 6-18

092-441-3200
www.qk-net.co.jp/

株式会社協栄エレクトロニク
ス

〒810-0004
福岡県福岡市中央区渡辺通 1 丁目 1 番 1 号電気ビル別
館サンセルコ 4F

092-761-6657
www.kyoei-ele.com/

協立電機株式会社

〒422-8686
静岡県 静岡市駿河区 中田本町 61-1

054-288-8867
www.kdwan.co.jp/

向洋電機株式会社

〒564-0053
大阪府吹田市江の木町 20-15

06-6385-5311
www.koyoelec.co.jp/

国華電機株式会社

〒530-0043
大阪市北区天満１丁目６番１４号

06-6353-5551
www.kokka-e.co.jp/

コムベックス株式会社

〒373-8567
群馬県太田市清原町 5 番地 12

株式会社システムブレイン

〒003-0021
北海道札幌市白石区栄通９丁目５番８号

最寄りの支店・営業所にお問
合せください
www.combex.co.jp/
011-851-9944
www.systembrain.co.jp/

株式会社第一科学

〒113-8450
東京都文京区本郷 2-12-13

03-3812-6721
www.daiichi-kagaku.co.jp/

高山理化精機株式会社

〒399-0033
長野県松本市笹賀 5652-18
〒420-0886
静岡県静岡市葵区大岩 2 丁目 14 番 20 号

0263-25-3111
www.takayamarika.co.jp/

東海理機株式会社

054-246-5363
www.tokairiki.co.jp/

西川計測株式会社

〒151-8620
東京都渋谷区代々木 3-22-7 新宿文化クイントビル 5 階

日本測器株式会社

〒651-0084
兵庫県神戸市中央区磯辺通 3 丁目 1 番 19 号

東日本電子計測株式会社

〒981-8003
宮城県仙台市泉区南光台四丁目 32 番 19 号

最寄りの支店・営業所にお問
合せください
www.nskw.co.jp/
最寄りの支店・営業所にお問
合せください
www.nippon-sokki.co.jp/
022-275-3771
hdknet.co.jp/

東京電機産業株式会社

〒151-0072
東京都渋谷区幡ヶ谷 1-18-12

03-3481-1111
http://www.tokyo-densan.co.jp/

穂高電子株式会社

〒240-0044
横浜市保土ヶ谷区仏向町 834-2

045-331-9302
http://www.hodaka.co.jp/

株式会社ホクシン

〒910-0011
福井県福井市経田 1 丁目 104 番地

0776-21-0457
www.hokusin-web.co.jp/

美和電気工業株式会社

〒160-0022
東京都新宿区新宿 2-8-1

最寄りの支店・営業所にお問
合せください
www.miwadenki.co.jp
03-3495-6635
www.yokogawa.com/

横河商事株式会社

新宿セブンビル

〒141-0031
東京都品川区西五反田 3-6-21

修理のお問い合わせ
製品の故障や修理の対応につきましては、移管完了後も引き続き株式会社 TFF フルーク社のサービスセンタ
ーにて実施致します。修理が必要な場合は、お客様から下記に直接お問い合わせ下さい。
ご連絡先
製品故障・修理対応
住所
0463-70-5603
株式会社 TFF フルーク社 〒259-0132
サービスセンター

神奈川県中郡二宮町緑が丘 1-14-1

svc-jp@fluke.com

ネットスカウト システムズ ジャパン株式会社
さらにご不明な点がございます場合は、下記へご連絡いただけますようお願いいたします。
会社名
ネットスカウト システ
ムズ ジャパン株式会社

住所
〒105-0022
東京都港区海岸 1-2-3
汐留芝離宮ビルディング 21 階

ご連絡先
担当責任者 杵鞭
03-5403-6562
toshiyuki.kinemuchi@netscout.com
http://enterprise-jp.netscout.com/

以上

