
オシロスコープのシリーズ名 アプリケーション・ 
モジュール名 製品名 標準価格 キャンペーン価格

MSO/DPO2000B
もっと手軽に、�
もっと手頃に��

DPO2AUTO 車載用シリアル・トリガ／解析モジュール（CAN/LIN） ¥57,800

￥57,800 
DPO2COMP RS-232/422/485/UARTバス・トリガ／解析モジュール ¥57,800
DPO2EMBD 組込みシリアル・トリガ／解析モジュール（I2C/SPI） ¥57,800

合計¥173,400
製品の価格などの詳細はP2をご覧ください DPO2BND MSO/DPO2000B アプリケーション・モジュール・パッケージ ¥86,800

MDO3000
スペアナ搭載！�

究極の汎用デバッグ・オシロスコープ

MDO3AERO 航空宇宙通信用シリアル・トリガ／解析モジュール（MIL-STD-1553） ¥137,000

￥137,000

MDO3AUDIO デジタル・オーディオ・トリガ／解析モジュール（I2S/LJ/RJ/TDM） ¥137,000
MDO3AUTO 車載用シリアル・トリガ／解析モジュール（CAN/LIN） ¥137,000
MDO3COMP RS-232/422/485/UARTバス・トリガ／解析モジュール ¥137,000
MDO3EMBD 組込みシリアル・トリガ／解析モジュール（I2C/SPI） ¥137,000
MDO3FLEX 車載用シリアル・トリガ／解析モジュール（FlexRay） ¥137,000
MDO3LMT リミット／マスク・テスト・アプリケーション・モジュール ¥92,800

製品の価格などの詳細はP3をご覧ください

MDO3PWR パワー解析モジュール ¥174,000
MDO3USB USBシリアル・トリガ（LS、FS）／解析（LS、FS、HS）モジュール ¥137,000

合計¥1,225,800
MDO3BND MDO3000 アプリケーション・モジュール・パッケージ ¥358,000

MDO/MSO/DPO4000B
アナログ／デジタル／スペクトラムを�

1台で同時観測

DPO4AERO 航空宇宙通信用シリアル・トリガ／解析モジュール（MIL-STD-1553） ¥197,000

￥178,000

DPO4AUDIO デジタル・オーディオ・トリガ／解析モジュール（I2S/LJ/RJ/TDM） ¥178,000
DPO4AUTO 車載用シリアル・トリガ／解析モジュール（CAN/LIN） ¥178,000
DPO4COMP RS-232/422/485/UARTバス・トリガ／解析モジュール ¥178,000
DPO4EMBD 組込みシリアル・トリガ／解析モジュール（I2C/SPI） ¥178,000
DPO4ENET Ethernetシリアル・トリガ／解析モジュール（10BASE-T、100BASE-TX） ¥197,000
DPO4LMT リミット／マスク・テスト・アプリケーション・モジュール ¥108,000
DPO4PWR パワー解析モジュール ¥218,000

製品の価格などの詳細はP3をご覧ください

DPO4USB USBシリアル・トリガ（LS、FS）／解析（LS、FS、HS）モジュール ¥197,000
DPO4VID HDTVビデオ・トリガ・モジュール ¥108,000

合計¥1,737,000
DPO4BND MDO/MSO/DPO4000B アプリケーション・モジュール・パッケージ ¥478,000

キャンペーン対象のアプリケーション・モジュール

年度末はテクトロニクス／ケースレー　
今がチャンス! お得なキャンペーン実施中

オシロスコープもっと活用キャンペーン 2015年6月26日（金）まで

本キャンペーンは、新規に対象のオシロスコープをご購入の場合のみ適用されます。 

アプリケーション・モジュール
1つ分のお値段で

アプリケーション・モジュール
パッケージが購入可能

最大90％オフ※

※モジュールを単独で購入した場合との比較です。

お得なアプリケーション・パッケージ登場！
オシロスコープ同時購入で さらにお得



2230GJ-30-1型2220J-30-1型

型名 基本仕様 標準価格 キャンペーン価格
DPO2002B型 70MHz・1GS/s・2ch ¥148,000 ¥133,200

10
%
オ
フ

DPO2004B型 70MHz・1GS/s・4ch ¥234,000 ¥210,600
DPO2012B型 100MHz・1GS/s・2ch ¥188,000 ¥169,200
DPO2014B型 100MHz・1GS/s・4ch ¥278,000 ¥250,200
DPO2022B型 200MHz・1GS/s・2ch ¥268,000 ¥241,200
DPO2024B型 200MHz・1GS/s・4ch ¥334,000 ¥300,600
MSO2002B型 70MHz・1GS/s・2＋16ch ¥258,000 ¥232,200
MSO2004B型 70MHz・1GS/s・4＋16ch ¥338,000 ¥304,200
MSO2012B型 100MHz・1GS/s・2＋16ch ¥298,000 ¥268,200
MSO2014B型 100MHz・1GS/s・4＋16ch ¥384,000 ¥345,600
MSO2022B型 200MHz・1GS/s・2＋16ch ¥378,000 ¥340,200
MSO2024B型 200MHz・1GS/s・4＋16ch ¥438,000 ¥394,200

MSO/DPO2000B　　　   キャンペーン10％オフ

MSO/DPO2000Bシリーズが今なら10%オフでお得！

マルチチャンネル・プログラマブルDC電源
■　全チャンネルはそれぞれ絶縁
■　�各チャンネルの出力オン／オフが独立で制御可能
■　�全チャンネルの電圧・電流値を同時表示

型名 基本仕様 標準価格 キャンペーン価格

2220J-30-1型 30V@1.5A×2ch ¥124,000 ¥111,600 

10
%
オ
フ

2220GJ-30-1型 30V@1.5A×2ch、GPIB付き ¥136,000 ¥122,400 

2230J-30-1型 30V@1.5×2ch、6V@5A×1ch ¥148,000 ¥133,200 

2230GJ-30-1型 30V@1.5×2ch、�6V@5A×1ch、�
GPIB付き ¥163,000 ¥146,700 

ケースレー2220/2230シリーズ　DC電源のご購入は今がチャンス！

MSO/DPO2000Bシリーズ 
ミックスド・シグナル・オシロスコープ�
デジタル・フォスファ・オシロスコープ

もっと手軽に、もっと手頃に
■　最高周波数帯域：200MHz
■　�1Mポイント・レコード長（全チャンネル）
■　��最高サンプル・レート：�1GS/s（全チャンネル）
■　��波形取込みレート：5,000波形／秒
■　�7型ワイド・ディスプレイ　■　�5年保証
■　�強力なトリガ・システムでエラーを確実に捕捉
■　�29種類自動計測、すべてワンボタン操作で

2015年3月27日（金）まで

高性能・任意波形／ファンクション・ジェネレータが
最大 20％オフ

正弦波240MHz／パルス波120MHzまで
出力可能なモデルも今ならお得！
AFG2000/3000Cシリーズ
任意波形／ファンクション・ジェネレータ

エンジニアの声が創り上げた 
新世代ジェネレータ
■　1chまたは、2chのアナログ出力
■　出力周波数：��最高240MHzの正弦波�

最高120MHzのパルス波
■　立上り／立下り時間可変のパルス波形（最高2.5ns）
■　14ビット、最高2GS/sの任意波形

2015年3月27日（金）まで

型名 基本仕様 標準価格 キャンペーン価格
AFG2021型 20MHz・1ch ¥178,000 ¥142,400 20

%
オ
フ

AFG3021C型 25MHz・1ch ¥208,000 ¥166,400 
AFG3022C型 25MHz・2ch ¥308,000 ¥246,400 
AFG3051C型 50MHz・1ch ¥288,000 ¥259,200 

10
%
オ
フ

AFG3052C型 50MHz・2ch ¥428,000 ¥385,200 
AFG3101C型 100MHz・1ch ¥478,000 ¥430,200 
AFG3102C型 100MHz・2ch ¥678,000 ¥610,200 
AFG3251C型 240MHz・1ch ¥998,000 ¥898,200 
AFG3252C型 240MHz・2ch ¥1,380,000 ¥1,242,000 
AFG3011C型 10MHz・1ch、20V�p-p ¥468,000 ¥421,200 

買い替え対象製品

同時購入でお得 ■　対象オプション・およびモジュール　■　対象プローブ　■　対象アクセサリ

高性能 
モデル

MSO/DPO 
5000BシリーズMDO3000シリーズMDO/MSO/DPO4000Bシリーズ

FUTURE

TDS3000/3000Bシリーズ買い替えキャンペーン
お手持ちのTDS3000/3000Bシリーズをキャンペーン期間内に買い替えていただくと、
対象のオシロスコープと各種プローブ、オプション、アクセサリが30%オフ！

詳しくは、お問い合わせください
TDS3000/3000Bシリーズお手持ちの製品

NOW

2015年3月27日（金）まで

DC電源  　　　 キャンペーン10％オフ 2015年3月27日（金）まで



5年保証付

オシロはやっぱりテクトロニクス。信頼のライン・アップ！

TBS1000Bシリーズ
デジタル・オシロスコープ

新プラット・フォーム採用で、 
大画面、基本性能も大幅アップ!
■　周波数帯域：50/70/100/150/200MHzの5モデル
■　���最高サンプル・レート：2GS/s（全チャンネル同時）
■　高解像度大画面：7型WVGA　■　���自動測定機能：従来比2倍の34種
■　���豊富な付加機能：データ・ロギング、トレンド・プロット、拡張リミットテスト（＊EDUモデルでは未搭載）

MDO3000シリーズ
ミックスド・ドメイン・オシロスコープ

スペアナ搭載！　 
究極の汎用デバッグ・オシロスコープ
■　��最高周波数帯域1GHz、最高サンプル・レート5GS/sの高性能
■　����最高28万波形／秒の高速波形取込みと強力なトリガ機能
■　����標準で9kHz～オシロスコープ周波数帯域のスペクトラムアナライザを装備

MDO4000Bシリーズ
ミックスド・ドメイン・オシロスコープ

世界初！“スペアナ統合” 
オシロスコープ
■　��入力チャンネル数：アナログ4ch、デジタル16ch、RF1ch
■　��アナログ最高周波数帯域：1GHz
■　���レコード長：20Mポイント
■　���最高サンプル・レート：5GS/s
■　��最高波形取込みレート：340,000波形／秒（全チャンネル）

MSO/DPO4000Bシリーズ
ミックスド・シグナル・オシロスコープ
デジタル・フォスファ・オシロスコープ

1GHzのラインアップが充実
■　��最高周波数帯域1GHz�
■　�最大20Mポイント・レコード長�
（"-L"モデルは5Mポイント・レコード長）

■　最高サンプル・レート：5GS/s��
■　最高波形取込みレート：340,000波形／秒　
■　10.4型XGAディスプレイ

豊富なプローブ・ラインアップで多様な測定に対応

受動プローブ
  標準価格
■　TPP0051型＊1 50MHz 10:1 受動プローブ ¥2,800 
■　TPP0200/201型＊1 200MHz 10:1 受動プローブ ¥9,800 
■　TPP0250型＊5 250MHz 10:1 受動プローブ ¥33,800 
■　TPP0500B型＊5 500MHz 10:1 受動プローブ ¥71,800 
■　P2220/P2221型＊1 200MHz 10:1/1:1 受動プローブ ¥15,700 
■　P3010型＊2 100MHz 10:1 受動プローブ ¥22,800 
■　P5050B型＊2  500MHz 10:1 受動プローブ ¥58,800 
■　P6139B型＊2 500MHz 10:1 受動プローブ ¥55,600 

高電圧差動プローブ
 標準価格
■　P5200A型＊1 50MHz 500:1/50:1 高電圧差動プローブ ¥118,000 
■　P5205A型＊3 100MHz 500:1/50:1 高電圧差動プローブ ¥175,000 
■　THDP0100型＊4 100MHz 1000:1/100:1 高電圧差動プローブ ¥376,000
■　THDP0200型＊4 200MHz 500:1/50:1 高電圧差動プローブ ¥218,000 
■　TDP1000型＊4 1GHz 50:1/5:1 高電圧差動プローブ ¥477,000

電流プローブ
   標準価格
■　A621型＊1 AC電流プローブ ¥80,800 
■　A622型＊1 DC/AC電流プローブ ¥81,800 
■　P6021A型＊1 AC電流プローブ／受動ターミネーション付 ¥198,000 
■　TCP202A型＊3 50MHz DC/AC電流プローブ ¥288,000 
■　TCP2020型＊1 50MHz DC/AC電流プローブ ¥294,000 
■　TCP0020型＊4 50MHz DC/AC電流プローブ ¥313,000 
■　TCP0030A型＊4 120MHz DC/AC電流プローブ ¥446,000 
■　TCPA300型 電流プローブ増幅器 ¥294,000 
■　TCP303型＊6 15MHz DC/AC電流プローブ＊1  ¥358,000 
■　TCP305A型＊6 50MHz DC/AC電流プローブ＊1  ¥188,000 
■　TCP312A型＊6 100MHz DC/AC電流プローブ＊1  ¥218,000 
■　TCPA400型 電流プローブ増幅器 ¥288,000 
■　TCP404XL型＊7 2MHz DC/AC電流プローブ＊2 ¥488,000 

高電圧プローブ
  標準価格
■　P5100A型＊2 500MHz 100:1 高電圧プローブ ¥58,800 
■　P6015A型＊1 75MHz 1000:1 高電圧プローブ ¥238,000 

アクティブ・プローブ
  標準価格
■　TAP1500型＊4 1.5GHz 10:1 アクティブ・プローブ ¥273,000 
■　TAP2500型＊4 2.5GHz 10:1 アクティブ・プローブ ¥478,000

型名 基本仕様 標準価格
TBS1052B型 50MHz・1GS/s・2ch� ¥51,800 
TBS1072B型 70MHz・1GS/s・2ch� ¥87,600 
TBS1102B型 100MHz・2GS/s・2ch� ¥117,000 
TBS1152B型 150MHz・2GS/s・2ch� ¥147,000 
TBS1202B型 200MHz・2GS/s・2ch� ¥176,000 

型名 基本仕様 標準価格
MDO3012型 100MHz・2.5GS/s・2ch､100MHz�RF�1ch ¥416,000
MDO3014型 100MHz・2.5GS/s・4ch､100MHz�RF�1ch ¥496,000
MDO3022型 200MHz・2.5GS/s・2ch､200MHz�RF�1ch ¥496,000
MDO3024型 200MHz・2.5GS/s・4ch､200MHz�RF�1ch ¥553,000
MDO3032型 350MHz・2.5GS/s・2ch､350MHz�RF�1ch ¥857,000
MDO3034型 350MHz・2.5GS/s・4ch､350MHz�RF�1ch ¥1,030,000
MDO3052型 500MHz・2.5GS/s・2ch､500MHz�RF�1ch ¥1,080,000
MDO3054型 500MHz・2.5GS/s・4ch､500MHz�RF�1ch ¥1,380,000
MDO3102型 1GHz・5GS/s・2ch､1GHz�RF�1ch ¥1,280,000
MDO3104型 1GHz・5GS/s・4ch､1GHz�RF�1ch ¥1,730,000

型名 基本仕様 標準価格
DPO4014B型 100MHz・2.5GS/s・4ch ¥876,000
DPO4034B型 350MHz・2.5GS/s・4ch ¥1,350,000
DPO4054B型 500MHz・2.5GS/s・4ch ¥1,760,000
DPO4102B型 
MSO4102B型 1GHz・5GS/s・2ch ￥1,580,000

￥2,080,000 
DPO4104B型 
MSO4104B型 1GHz・5GS/s・4ch ￥2,160,000 

￥2,680,000 
DPO4102B-L型
MSO4102B-L型

1GHz・5GS/s・2ch�
（5Mポイントメモリ）

￥1,250,000
￥1,640,000

DPO4104B-L型
MSO4104B-L型

1GHz・5GS/s・4ch�
（5Mポイントメモリ）

￥1,670,000
￥2,050,000 

  ＊MSOモデルはDPOモデルに16chのデジタル入力とプローブなどのアクセサリが追加されています。

型名 基本仕様 標準価格
MDO4014B-3型 100MHz・2.5GS/s・4＋16ch+3GHz・RF ¥1,160,000
MDO4034B-3型 350MHz・2.5GS/s・4＋16ch+3GHz・RF ¥1,680,000
MDO4054B-3型 500MHz・2.5GS/s・4+16ch+3GHz・RF ¥2,130,000
MDO4054B-6型 500MHz・2.5GS/s・4+16ch+6GHz・RF ¥2,580,000
MDO4104B-3型 1GHz・5GS/s・4+16ch+3GHz・RF ¥2,630,000
MDO4104B-6型 1GHz・5GS/s・4+16ch+6GHz・RF ¥3,150,000

1. オシロスコープ
2. スペクトラム・アナライザ
3. ロジック・アナライザ
4. プロトコル・アナライザ
5. 任意波形／ファンクション・ジェネレータ
6. デジタル・ボルトメータ／周波数カウンタ

ファンクション・ 
ジェネレータほか、 
6つの汎用計測器が 
1台に！

インタフェースの仕様：＊1 StdBNC　＊2 TekProbe Lev1　＊3 TekProbe Lev2　＊4 TekVPI　

＊5 TekVPI（ハードキー付）【注】TekVPI-TekProbeBNC変換にはTPA-BNC（¥64,600）が必要です。

＊6 TCPA300電流プローブ用増幅器が必要です｡　＊7 TCPA400電流プローブ用増幅器が必要です｡



続々登場！ベンチ計測器ファミリ「オシロスコープと一緒に使えばさらに便利」

精密／高感度DC測定ならケースレー

PA1000型
パワーアナライザ

クラストップの高角度多機能
■　サンプル・レート：1MS/s
■　微小電流測定：5μAレンジ
■　��大電流測定：100Aレンジ

2000、2100、2700シリーズ
デジタル・マルチメータ

確度とスピードの 
完璧なコンビネーション
■　5.5桁から8.5桁まで全11機種
■　最大50k測定／秒
■　熱伝対またはRTD対応の温度測定
■　スキャナ・オプション（一部機種）

FCA/MCA3000シリーズ
周波数カウンタ／アナライザ

高速 & 高分解能、そして解析力
■　�汎用、高性能、マイクロ波対応まで、全3モデル8機種
■　�周波数分解能：12桁／秒�　
■　�時間分解能（シングル）：50ps（3100型）、100ps（3000型）
■　�内部メモリへの最大測定速度：250kS/s
■　�GPIB/USBインタフェースによる高速転送

2400、2600シリーズ
ソースメータ（SMU）

電圧／電流源、電子負荷、 
DMMを統合
■　6.5桁
■　最小10nV、0.1fA測定分解能
■　4象限動作
■　最大3000V、または20Adc/50Aパルス出力
■　1chまたは2chモデル
■　32台まで拡張可能なTSP-Link搭載（一部機種）

DMM4000シリーズ
デジタル・マルチメータ

ベンチに最適！高性能／多機能マルチメータ
■　�真の実効値交流　　■　�周波数と周期の測定�
■　�キャパシタンスと温度の測定
■　�TrendPlot™ペーパレス・レコーダ・モード、統計、ヒストグラム表示
■　�前面パネルにUSBホスト・ポート　※いずれも4050型の場合

6480、6500シリーズ
ピコアンメータ／エレクトロメータ

微小電流／高抵抗測定の定番
■　5.5桁または6.5桁
■　最小0.01fA分解能（エレクトロメータ）
■　最大1016オーム測定（6517B型）
■　1chまたは2chモデル（6482型）
■　スキャナ・オプション（6517B型）

2182A、6220シリーズ
ナノボルトメータ、精密AC/DC電流源

微小電圧／低抵抗測定の定番
■　7.5桁（2182A）
■　最小1nV分解能（2182A）
■　100fA分解能、最大100mA印加（6220シリーズ）
■　デルタ・モード
■　パルス・モード（6221型）

型名 製品名 標準価格
PA1000型 パワーアナライザ ¥258,000 

型名 製品名 標準価格

FCA3000型 300MHz/100ps周波数カウンタ／�
アナライザ ¥266,000 

FCA3003型 3GHz/100ps周波数カウンタ／
アナライザ ¥388,000 

FCA3020型 20GHz/100ps周波数カウンタ／
アナライザ ¥768,000 

＊  FCA3100シリーズ（高性能モデル）、MCA3000シリーズ（マイクロ波対応モデル）
もございます。詳細は特約店または、当社営業窓口までお問い合わせください。

型名 製品名 標準価格
DMM4020型 5.5桁デジタル・マルチメータ ¥87,800 
DMM4040型 6.5桁デジタル・マルチメータ ¥118,000 
DMM4050型 6.5桁デジタル・マルチメータ ¥148,000 

型名 製品名 標準価格
2110-100型 5.5桁USBデジタル・マルチメータ　 ¥65,300
2100/100型 6.5桁USBデジタル・マルチメータ ¥92,300
2000/J型 6.5桁システムデジタル・マルチメータ ¥128,000
2700/J型 多チャンネル対応DMM（2スロット） ¥188,000
2701/J型 多チャンネル対応DMM（2スロット、LAN） ¥228,000
2750/J型 多チャンネル対応�DMM（5スロット）� ¥296,000
2010/J型 ７.5桁ローノイズ・マルチメータ ¥404,000

型名 製品名 標準価格
2401型 低電圧ソースメータ（20V/1A） ¥375,000
2450型 タッチスクリーン式ソースメータ（200V/1A） ¥605,000

2604B型 2chソースメータ（40V/3Adc/10Aパルス、
0.1pA分解能）� ¥875,000

2614B型 2chソースメータ（200V/1.5Adc/10A�
パルス、0.1pA分解能）� ¥875,000

2635B型 ソースメータ（200V/1.5Adc/10Aパルス、�
0.1fA分解能） ¥1,070,000

2634B型 2chソースメータ（200V/1.5Adc/10A�
パルス、1fA分解能�） ¥1,370,000

型名 製品名 標準価格
6485/J型 ピコアンメータ（10fA分解能） ¥258,000
6487/J型 ピコアンメータ／500V電源付（10fA分解能） ¥566,000
6482/J型 2chピコアンメータ／30V電源付（1fA分解能） ¥576,000
6514/J型 エレクトロメータ ¥688,000
6517B/J型 エレクトロメータ／1000V電源付 ¥1,180,000

型名 製品名 標準価格
2182A/J型 ナノボルトメータ ¥468,000
6220型 DC電流源 ¥533,000
6221型 AC/DC電流源 ¥708,000

■　�電力基本確度：±0.15%�
（±0.075％�rdg.�±0.075％�f.s.）

■　測定周波数帯域：1MHz



型名 RSA306型
周波数測定レンジ 9kHz～6.2GHz

リアルタイム取込帯域幅 最大40MHz

DPXリアルタイム表示機能 DPXスペクトラム、DPXスペクトログラム、DPX掃引

スペクトラム処理レート 10,000回／秒、100% POI：100μs

表示平均ノイズ・レベル 
（DANL）

100kHz～2MHz： −130dBm/Hz未満（−133dBm/Hz、代表値）
2MHz～5MHz： −145dBm/Hz未満（−148dBm/Hz、代表値）
5MHz～1GHz： −160dBm/Hz未満（−163dBm/Hz、代表値）
1GHz～2GHz： −158dBm/Hz未満（−161dBm/Hz、代表値）
2GHz～4GHz： −155dBm/Hz未満（−158dBm/Hz、代表値）
4GHz～6.2GHz： −150dBm/Hz未満（−153dBm/Hz、代表値）

音声復調 AM/FM、帯域8kHz～200kHz

標準解析機能 スペクトラム、スペクトログラム、スプリアス測定、 
アナログ変調解析（AM、FM、PM）

オプション解析機能 デジタル変調解析、無線LAN解析、地図マッピング機能、オーディオ解析

重さ 590g（別途PCが必要）

推奨PC性能 CPU：Intel Core i7、メモリ：8GB、インターフェース：USB3.0

対応OS Windows7/8/8.1（各64ビット版）

型名 AFG1022型
出力チャンネル 2ch

出力波形 サイン波、方形波、ランプ波、パルス波、ノイズなど 
50種類の標準波形と任意波形

出力周波数 25MHz

周波数分解能 1μHz

出力振幅（50Ω） 1mV p-ｐ～10V p-ｐ

出力振幅（オープン） 2mV p-ｐ～20V p-ｐ

垂直分解能 14bit

任意波形出力 ○

サンプル・レート 125MS/s

メモリ長 2～8,192ポイント

出力モード 連続、スイープ、バースト（ゲート、トリガ、カウント）

変調出力 AF/FM/PM/FSK

周波数カウンタ機能 6桁、0.1Hz～200MHz

外部インタフェース USB（ホストポート×1、デバイス・ポート×1）

テクトロニクス／ケースレー新製品情報

AFG1022型　¥79,800 
任意波形／ファンクション・ジェネレータ

任意波形／ファンクション・ジェネレータの新基準 
2ch・フル機能を驚きの価格で
■　��2ch出力、最高25MHzのサイン波、12.5MHzの方形波／パルス波に対応
■　�最高125MS/sのサンプルレートと、14ビット分解能
■　�50種類の標準波形と、任意波形出力
■　�連続／スイープ／変調／バースト出力モードに対応

１ �外部クロック・リファレンス出力
2 ���外部クロック・リファレンス入力�
（カウンタ入力と共有）

3 �外部トリガ入力

RSA306型

RSA306型　¥434,000 
USB　リアルタイム・スペクトラム・アナライザ

リアルタイム・スペアナがハンディタイプになって登場
■　��周波数帯域：9kHz～6.2GHz　�■　��リアルタイム取込み帯域幅：40MHz
■　����捕捉可能な信号の最小時間�（100％�POI）：100μs
■　������表示平均ノイズ・レベル（DANL）：�−155dBm/Hz（2GHz～4GHz）
■　������温度範囲：動作時�−10～+55℃

AFG1022型

おすすめのアプリケーション
電波監理／調査に無線ネットワークの

フィールド測定に

無線機器の設計・開発 
／ノイズ解析に 研究・教育機関向けに

スイープの設定画面 周波数カウンタ機能を使った測定画面

4 �外部変調入力
5 �USB�デバイスポート
6 �シャーシー・グランド
7 �入力切替スイッチ（110/220VAC）

１ 2 3 4 5 6 7
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モデル名 基本仕様 標準価格
2460型 100V、7A�DC／パルス、100W、1pA、100nV分解能 ¥838,000

2460型　 
7A、100Wタッチスクリーン式ソースメータ
簡単操作でI-V測定
■　��アイコン・ベースのメニューで簡単設定
■　��グラフ、テーブル表示によりその場でデータ確認
■　��半導体パラメータ・アナライザ、カーブトレーサ、I-V�
　測定システムの機能をわずかなコストで実現

2460型

ケースレーインスツルメンツ

2280Sシリーズ　 
プレシジョン・プログラマブルDC電源
6.5桁測定分解能で高精度待機・消費電流測定
■　��6.5桁の電圧、電流測定
■　����� �最小140μsの負荷電流測定
■　��� �最大192W低ノイズのシリーズ・レギュレータ方式

2280S-32-6型

モデル名 基本仕様 標準価格
2280S-32-6 型 192W、32V、�6A� ¥168,000
2280S-60-3型 192W、60V、3.2A ¥168,000

PSPLシリーズ　高周波コンポーネント／アクセサリ
PSPLシリーズは特に広帯域、高周波分野で優れた性能と信頼性に定評のあるPicosecond Pulse Labsブランドの高周波コンポーネン
トとアクセサリです。アプリケーションで必要とされる周波数帯域、出力レベルに合わせ、幅広いラインアップから選択が可能です。

増幅器とドライバ ￥89,500～
■　��最高周波数帯域：10GHz～35GHz
■　��ゲイン：10dB～28.5dB

バラン、トランス ￥158,000～
■　��下限周波数：5kHz～200MHz
■　上限周波数：6.5GHz～20GHz

DCブロック ￥41,700～
■　��周波数帯域：26GHz～50GHz
■　��下限周波数：0.7kHz～3GHz

アッテネータ ￥19,500～
■　��最高周波数帯域：18GHz～60GHz
■　減衰率：1dB～20dB

バイアス・ティー ￥91,800～
■　��周波数帯域：1.8GHz～50GHz
■　��最大DC電圧：16V～1.5kV

パワー・デバイダ ￥62,800～
■　��周波数帯域：8GHz～40GHz
■　出力比：6dB/6dB,�12dB（1：4）

ローパス・フィルタ ￥75,300～
■　��上限周波数：35MHz～10GHz
■　��リターン・ロス：12dB～15dB以上

インパルス・フォーミング・ネットワーク 
￥208,000～
■　��伝達関数：Vout=Tc*dVin/dt
■　��立上り時間：8ps,�13ps

スプリッタ、ピックオフ・ティー  
￥73,500～
■　��周波数帯域：8GHz～40GHz
■　��出力比：6dB/6dB～20dB/0.4dB
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