
拠点一覧
○大阪本社
〒530-0043  大阪市北区天満2丁目7-28
営業部　TEL 06-4800-0721（代表）　FAX 06-6882-3768
企画部　TEL 06-4800-0724
仕入部　TEL 06-4800-0725
業務部　TEL 06-4800-0721
総務部　TEL 06-4800-0728
科学機器グループ　TEL 06-4800-0723

○東京支社
〒135-0031  東京都江東区佐賀1丁目2-8
TEL 03-3630-8121（代表）　FAX 03-3630-8187

○福岡支店
〒812-0007  福岡市博多区東比恵3丁目16-3
TEL 092-473-6600（代表）　FAX 092-473-6635

○広島支店
〒733-0003  広島市西区三篠町2丁目9-15
TEL 082-537-2511（代表）　FAX 082-230-2132

○札幌営業所
〒001-0010  札幌市北区北10条西4丁目1-19 楠本第10ビル1階
TEL 011-746-1061（代表）　FAX 011-746-1062

○仙台営業所
〒984-0816　仙台市若林区河原町2丁目5-40 クレセール河原町1階
TEL 022-302-5460（代表）　FAX 022-302-5463

○商品センター
〒530-0043  大阪市北区天満2丁目5-15

【社名（商号）】

【創　　　立】 

【代　表　者】 

【資　本　金】

【従 業 員 数】

【事 業 目 的】

【主要取引銀行】

【所 属 協 会】

【事 業 許 可】

【関 連 会 社】

ケニス株式会社
（英語表記 ： KENIS LIMITED）

昭和22年5月8日（1947年）

代表取締役社長　西松｠正文

8,000万円

133名
（男性71名、女性62名　令和2年4月現在）

理科学器械及び教材の製造並びに販売
試薬（一般毒物、劇薬を含む）の販売
度量衡器及び計量器の販売
医療機器及び材料の販売
不動産の賃貸
前各号に附帯関連する一切の業務

三菱UFJ銀行　天満支店
みずほ銀行　梅田支店
近畿大阪銀行　天神橋筋支店

一般社団法人｠日本科学機器協会
公益社団法人｠日本理科教育振興協会

毒物劇物一般販売業登録
高度管理医療機器等販売許可
計量器販売事業登録

増田理化工業株式会社

昭和22年 5月 初代社長  西松 張尾が広島市大手町に
 “科学共栄社” を設立
昭和23年11月 大阪市北区に大阪支店を開設
昭和49年 7月 KENIS（ケニス）の商標公示
昭和51年 5月 2代目社長に西松 正武  就任
昭和57年 2月 試験研究用カタログ発刊
昭和58年 8月 福岡営業所を開設
昭和60年 5月 研究用理化学機器の分野に本格参入
昭和61年 4月 東京営業所を開設
平成13年 4月 “ケニス株式会社” に社名を変更
平成19年10月 現住所に新本社を移転
平成23年10月 3代目社長に西松 正文  就任
平成24年 8月 仙台営業所を開設
平成26年 8月 東京支店を支社に昇格
平成28年 １月 増田理化工業株式会社をグループ化
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ケニス研究用理化学機器のご案内

○東京支社

○福岡支店

○大阪本社
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■ 最新の商品情報をご提供
最先端の理化学機器や優れた研究環境を

提案するラボ用総合カタログを発刊しています。
　1500頁を超えるカタログには、約27,000
点の商品が掲載されており、研究を支える機
器から研究室で使用する消耗品まで幅広く
取り揃えております。また、電子カタログや商
品検索システムなども日々更新しております。

■ 最適な研究環境をご提案
　多様化する研究者のニーズに常に情報
のアンテナを張り巡らせ、広範囲にわたる
情報の収集、蓄積に努めています。それら
の実績から研究者のご要望に合わせた最
適なソリューションをご提案しております。ま
た、科学機器を専門に取り扱う部門が、より
高度な技術的対応にもお応え致します。

■ 最適な販路へご案内
　ケニスでは、研究開発を行う
様々な市場への販路を活かして、
貴社製品の販路拡大にご協力を
致します。また、日本全国にある代
理店網を活かして、貴社製品を最
適な販路に流通させて頂きます。

■ Win-Winの関係を築きます。
　ケニスでは、貴社製品を貴社に
代わってPRし、流通させる努力を
日々行っております。また、必要に
応じて、在庫を置き、販売店様へ
のクイックデリバリー実現のお手
伝いもさせて頂きます。

■ 豊富な品揃えでバックアップ
　最新の計測器や高度な分析機器から、
研究の自動化・効率化を図る汎用機器ま
で、国内有力メーカーの製品を幅広く取り
揃えています。また、消耗品や計測器など、
高品質でコストパフォーマンスに優れた自社
オリジナル商品を多数取り扱っています。さ
らに、標準品・規格品でカバーしきれないス
ペックには特注対応にてサポート致します。

■ 研究者の｢すぐ欲しい｣に応える
　研究者の｢すぐ欲しい｣に応えるべく、
約10,000点のアイテムを常時在庫して
おり、当日17時までの受注分を即日発
送できる体制を敷いています。また、在庫
の即納率の向上を目指しており、定期的
な在庫アイテムの見直しと拡充を行って
います。

電子天秤
温度計
流量計
ｐＨ計
屈折計
プレスケール（圧力計）
照度計
データロガー

■ 計測器
生物顕微鏡
位相差顕微鏡
金属顕微鏡
実体顕微鏡
顕微鏡撮影装置
ルーペ
標本製作用具
写真用品

■ 光学機器
純水製造装置
インキュベーター
フリーザー
環境試験器
オートクレーブ
スターラー
遠心分離機
ポンプ

■ 汎用機器

ビーカー
フラスコ
ピペット
メスシリンダー
チューブ
バーナー
スタンド
ゴム栓

■ 実験用必需品
タイマー
ノギス
テープ
ピンセット
消毒液
ワイパー
クリーナー
静電対策用品

■ 研究室用備品
分光光度計
クロマトグラフ
マイクロピペット
電気泳動装置
ロータリーエバポレーター
フィルタ
培地
試験紙

■ 分析・培養・検査

パックテスト
残留塩素計
ガス検知器
温湿度計
放射線測定器
保護めがね
マスク
手袋

■ 環境機器・保護用具
薬品庫
実験台
ドラフト
クリーンベンチ
デシケーター
コンテナー
ケース
ワゴン

■ 設備・保管・運搬
実験・実習機器
（物理・科学・生物・地学）
エネルギー環境機器

■ 大学基礎実験

Products取扱商品

For Dealers販売店様のためにケニスができること

For Suppliers仕入先様のためにケニスができること

Suppliers主な取扱メーカー（敬称略）

光明理化学工業（株）
光洋サーモシステム（株）
コーニングインターナショナル（株）
コニカミノルタジャパン（株）
コフロック（株）
サーモフィッシャーサイエンティフィック（株）
（株）佐藤計量器製作所
佐藤真空（株）
ジーエルサイエンス（株）
柴田科学（株）
新コスモス電機（株）
スリーエムジャパン（株）
（株）ダルトン
（株）ティアンドデイ
（株）テクシオテクノロジー

東京理化器械（株）
（株）ニコンインステック
（株）ニチリョー
（株）ニッカトー
日本製紙クレシア（株）
PHC（株）
フクシマガリレイ（株）
富士フイルム（株）
山本光学（株）
松浪硝子工業（株）
メトラー・トレド（株）
メルク（株）
ヤマト科学（株）

協力工場15社

（株）アタゴ
アドバンテック東洋（株）
（株）アルバック
IKAジャパン（株）
（株）エー・アンド・デイ
エスペック（株）
エッぺンドルフ（株）
小津産業（株）
オリンパス（株）
オルガノ（株） 
（株）ガステック
カールツァイスマイクロスコピー（株）
キッコーマンバイオケミファ（株）
（株）共立理化学研究所
久保田商事（株）

エスペック（株） ヤマト科学（株） メルク（株） コニカミノルタ（株） （株）ティアンドデイ メトラー・トレド（株）

ケニス株式会社は創業以来、「科学と共に栄える会社」という理念の下、理化学機器・研究用消耗品を
取り扱ってまいりましたが、平成２８年１月に理化学機器商社である増田理化工業株式会社をグループに迎
え、理化学機器の専門商社として、新たなスタートを切りました。これにより、専門的な営業対応、物流面
の充実、技術的な対応などが可能となり、研究者の皆様に、ご満足頂けるサービス体制が整いました。我々
は、これからも研究者のベストパートナーとして、最先端の理化学機器や最適なソリューションを通じて、優
れた研究環境をご提案してまいります。
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平成19年10月 現住所に新本社を移転
平成23年10月 3代目社長に西松 正文  就任
平成24年 8月 仙台営業所を開設
平成26年 8月 東京支店を支社に昇格
平成28年 １月 増田理化工業株式会社をグループ化
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ケニス研究用理化学機器のご案内

○東京支社

○福岡支店

○大阪本社
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