
株式会社システムズエンジニアリング様　会社案内　外面

We produce science future, and always 
we think innovative solutions

 for every  researchers,
 and when you need us,

we will present for good propositions.
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理化学機器の未来を創造する企業

資本金

主要取引銀行

株式会社 システムズエンジニアリング　
Systems Engineering Inc
代表取締役　樋渡　史子 / Fumiko Hiwatashi

本社
〒112-0002 東京都文京区小石川1-4-12
文京ガーデンザウェスト 801
TEL. 03-3868-2634
FAX. 03-3868-2633
E-mail. info@systems-eng.co.jp

西日本営業所
〒532-0003 大阪市淀川区宮原2-14-4 MF新大阪ビル
TEL.06-6868-9790
FAX.06-6868-9796

平成 7年4月

20,000,000円

分析機器、光学機器、計測器およびその周辺機器、

アクセサリー、ソフトウェアの販売、ならびに技術サー
ビス（開発、製造、受託分析を含む）

フーリエ変換赤外分光光度計及びアクセサリー

旋光計／旋光度検出器

ファイバーオプティクス

積分球／標準反射板／LED測定システム

液体窒素・ガス発生装置／自動供給装置

データ解析ソフトウェア

その他 各種分析機器／光学機器／光学材料

三菱東京UFJ銀行 江戸川橋支店
三井住友銀行� 白山支店

みずほ銀行� 駒込支店

朝日信用金庫� 神明支店

巣鴨信用金庫� 本店

主要海外取扱
メーカー
　（輸入総代理店）

Specac Ltd.
Labsphere ,Inc.

 A.

・

R.T. Photonics GmbH

Axsun Technologies, Inc.
IBZ Messtechnik GmbH

宇宙航空研究開発機構
科学警察研究所
科学捜査研究所
気象研究所
産業技術総合研究所
日本原子力研究所
物質材料研究機構
防衛庁

大阪大学
お茶の水女子大学
九州大学
京都大学
慶應義塾大学
東京工業大学
東京大学
東北大学
名古屋大学
広島大学
北海道大学
横浜国立大学
早稲田大学

宇部興産株式会社
エスエス製薬株式会社
オムロン株式会社
花王株式会社
関西ペイント株式会社
キャノン株式会社

京セラ株式会社
株式会社資生堂
シチズン電子株式会社
シチズン時計株式会社
シャープ株式会社
ソニー株式会社
第一三共株式会社
大日本スクリーン製造株式会社
株式会社東芝
豊田合成株式会社
東レ株式会社
株式会社ニコン
日東電工株式会社
日本ゼオン株式会社
日本電気株式会社
浜松ホトニクス株式会社
株式会社日立製作所
株式会社ファンケル
富士フィルム株式会社
株式会社ブリヂストン
プロクター・アンド・ギャンブル・ジャパン株式会社
ポーラ化成工業株式会社
松下電工株式会社
三菱化学株式会社
三菱樹脂株式会社
三菱電機株式会社
三菱電線工業株式会社
ローム株式会社　　他

本社：東京都文京区小石川1-4-12 文京ガーデンザウエスト801

TEL 03-3868-2634　   FAX 03-3868-2633

西日本営業所 : 大阪市淀川区宮原2-14-4 MF新大阪ビル3F

TEL 06-6868-9790       FAX 06-6868-9796

https://www.systems-eng.co.jp      info@systems-eng.co.jp



ソフトウエア

周辺機器・アクセサリ

株式会社システムズエンジニアリング様　BICS事業案内　中面

さまざまな研究・開発機関にとって、的確な解析・分析は常に重要な課題です。
システムズエンジニアリングでは、こうしたニーズにお応えするため、
独自の情報網を駆使し、世界中から優れた機器、アクセサリ、ソフトウエアなどを調達し、
さまざまなサポートサービスを付加しながら皆様にお届けしています。

Product Gude
製品のご案内（抜粋）

事業内容

理化学機器のプロフェッショナルとして、お役に立ちます。

ATR

World-wide supply

国内外の分析・計測・光学機器メーカーと密接な

コミュニケーションを持ち、お客様のニーズに合わ

せた機器製品をご提案します。Specac社製 FT-

IRアクセサリ、Rudolph社製旋光計、Lab-

sphere社製積分球といった海外精密製品も当

社なら、安心して調達することができます。

納入した製品の取扱い方はもちろん、保守・管理、

消耗品のサプライといった細かなサポートにも、

力を入れています。研究現場のあらゆる作業を滞

りなく進めるためのお手伝いこそが、当社の究極

の目的と考えます。

世界中に調達網を持つシステムズエンジニアリ

ング。しかしその基本はお客様のニーズです。

私たちは、お客様が今、そして近い将来必要とす

る機器類を企画開発し、周辺機器を含めたトータ

ルな提案を行っています。

機器分析のデータ管理、ディスプレィ、演算、波形

処理、データ照合といった適切な解析処理を行う

ソフトウェアの企画・サポートを展開しております。

分析・計測・光学機器の企画・輸入・販売

各種周辺機器・アクセサリの販売

ソフトウエア開発・販売・サポート

各種技術支援・保守・運営サービス

製品企画・開発・コンサルティング

分析・研究の現場を知り

尽くした当社ならではの

周辺機器ラインナップをご提

案しています。ART Photonics社

製 中赤外ファイバーなど、幅広いニーズに対応

するアクセサリを多数ご用意しています。

分析・計測・光学機器

 1.  積分球
 2.  STAR GEMTM　入射角度連続可変装置
 3.  ゴールデンゲートダイヤモンドATR装置
 4.  温度可変セル　-190～250℃
 5.  触媒反応装置
 6.  旋光計　オートポールⅤ
 7.  旋光度検出器 キラライザ

 8.  標準反射板
 9.  偏光子
10. 窒素ガス発生装置
11. オート油圧プレス

独自のクラスター分析による
クロマトグラムパターン照合システム
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ますますスピード化・ボーダーレス化する研究・開発環境。

あらゆる研究機関や企業にとって、優れた情報をいち早く取り入れ、

より適格な分析・解析技術を確立することの重要性は増すばかりです。

株式会社システムズエンジニアリングは、創業以来一貫して分析機器、光学機器といった

実験研究機器を取り扱うプロフェッショナルとして企画開発より

周辺機器、ソフトウエアに至るまで真に役立つものだけをご提案してまいりました。

現在では世界各国とのネットワークを駆使し、“Specac”,“Labsphere”,“Rudolph”,

“Axsun”,“ART Photonics”といった海外一流ブランドとの取引を実施、

お客様のあらゆるニーズにお応えしております。

薬物微量成分分析照合システム

各種分析機器、光学機器、計測機器の輸入、販売

上記に関連する各種周辺機器・アクセサリの企画開発、輸入、販売

関連ソフトウエアの開発・販売

各種技術支援・サービス

Nitregen Genarator

Polarimeter

Gascell

Diffuse Reflectance

Optical Sphere

Software

Diamond ATR

Technical Support

Standard sample

Consulting Sales

Plannning & Development




