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汎用測定器の納期情報とキャンペーン

10万円、20万円、50万円、100万円、150万円の 
ご予算ごとの即納可能製品をご案内致します。

また、最大50％オフのお買得なセールも実施中です。 
ぜひこの機会にご検討ください。

適用期間：2020年1月6日〜3月27日ご発注分

対象機種：このチラシに掲載の製品

申し込み： テレダイン・レクロイの販売代理店／取扱店

お問合せ： テレダイン・レクロイ 
 東京 042-402-9400　大阪 06-6330-0961　 
 E-Mail : lecroy.contact.japan@teledyne.com

 10 万円以下 

次ページへ続く

デジタル・オシロスコープ

T3DSO1000シリーズ

100MHz、2chで9万円 
シリアル・データ・トリガ／デコードを標準装備

● 100MHz、200MHz帯域の3モデル　
● 14Mポイント/chの大容量メモリ装備
● 豊富な測定（38種類）、演算（7種類）ツール
● シーケンス（セグメント）モードで最大

80,000波形を補足

デジタル・マルチメータ

T3DMMシリーズ

4.3インチ、デュアルディスプレイを搭載、 
DC電圧：1,000V、AC電圧：750V、電流：10A

● 4 1/2桁、5 1/2桁、6 1/2桁の3タイプ
● 広範囲の測定が可能（DC/AC電圧・電流、抵抗、 

容量、周波数、周期、温度）
● 真の実効値測定（AC電圧およびAC電流測定）

任意波形発生器

T3AFGシリーズ

5MHzで6.9万円、 
標準8Mポイントの大容量メモリ

● 5MHz〜120MHzの多様なモデル
● 多種のモジュレーション・ライブラ

リ：AM、DSB-AM、FM、PM、ASK、
PWM、スイープ、バースト、PSK

（2chモデル）

直流安定化電源

T3PS シリーズ

1 〜 2 出力直流電源

● 電流：最大 30A、電圧 : 最大 60V 
電力：最大 360W

3 〜 4 出力直流電源

● 電流：最大 6 A、電圧 : 最大 60V 
電力：最大 375W
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即

製品の詳細はウェブサイトをご覧下さい レクロイ 検索

 品名 モデル名 仕様 価格（税別）

 オシロスコープ T3DSO1102 2ch、100MHz、500MS/s 〜1GS/s、7M ポイント /ch（14M ポイント @1ch） ¥90,000

  T3AFG5 1ch 出力、5MHz、125MS/s、16k ポイント /ch ¥69,000 
 
任意波形発生器

  -5 〜 +5V（50 Ω）、-10 〜 +10V（ハイインピーダンス） 

  T3AFG10 1ch 出力、10MHz、125MS/s、16k ポイント /ch ¥83,000 
   -5 〜 +5V（50 Ω）、-10 〜 +10V（ハイインピーダンス）

 デジタル・マルチメータ T3DMM4-5 4½ デジタル、測定速度 150rdgs/s、4.3 インチ・カラー TFT-LCD ¥82,000

  T3PS11230 1ch 出力、12V/30A ¥91,000

  T3PS12415 1ch 出力、24V/15A ¥92,000

  T3PS13206 1ch 出力、32V/6A ¥59,000

  T3PS13206P 1ch 出力、32V/6A、プログラマブル ¥99,800

 直流安定化電源 T3PS16006 1ch 出力、60V/6A ¥92,000

  T3PS23203 2ch 出力、32V/3A、32V/3A ¥59,000

  T3PS23203P 2ch 出力、32V/3A、32V/3A、プログラマブル ¥99,800

  T3PS3000 3ch 出力、0-32V/0-3.2A × 2、2.5V,3.3V,5V/0-3.2A、プログラマブル ¥99,800

  T3PS33203 3ch 出力 32V/3A × 2、5V/5A ¥67,000

  T3PS43203 4ch 出力、32V/3A × 2、15V/1A、5V/1A ¥71,000

即 在即納可能製品　 在庫あり製品　 ※ 2020年1月6日現在の在庫状況となります。ご発注時に最新納期をご確認ください。



 品名 モデル名 仕様 価格（税別）

  T3DSO2202 2ch、200MHz、1 〜 2GS/s、70M ポイント /ch、(140M ポイント @1ch） ¥253,000

  T3DSO2302 2ch、300MHz、1 〜 2GS/s、70M ポイント /ch、(140M ポイント @1ch） ¥349,000

  T3DSO2104 4ch、100MHz、1 〜 2GS/s、70M ポイント /ch、(140M ポイント @2ch） ¥260,000

 オシロスコープ T3DSO2204 4ch、200MHz、1 〜 2GS/s、70M ポイント /ch、(140M ポイント @2ch） ¥347,000

  T3DSO2304 4ch、300MHz、1 〜 2GS/s、70M ポイント /ch、(140M ポイント @2ch） ¥446,000 

  WaveSurfer 3024z 4ch、200MHz、2 〜 4GS/s、10M ポイント /ch、(20M ポイント @2ch） ¥450,000

 任意波形発生器 T3AFG120  2ch 出力 120MHz、1.2GS/s 8M ポイント /ch、 ¥227,000 
   -5 〜 +5V（50 Ω）、-10 〜 +10V（ハイインピーダンス）

 電子負荷 T3EL15060P ハイレンジ：1V-150V,0-60A,300W、ローレンジ：１V-150V,0-6A,300W ¥260,000

  T3EL50015P  ハイレンジ：2.5V-500V,0-15A,300W、ローレンジ：2.5V-500V,0-1.5A,300W ¥280,000

 スペクトラム・アナライザ T3SA3100  9KHz 〜 2.1GHz、位相雑音＜ -98dBc/Hz、分解能帯域幅 1Hz 〜1MHz ¥421,000

 50 万円以下   

 20 万円以下   
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製品の詳細はウェブサイトをご覧下さい レクロイ 検索

即

即

即

在

在

 品名 モデル名 仕様 価格（税別）

  T3DSO1104 4ch、100MHz、500MS/s 〜1GS/s、7M ポイント /ch（14M ポイント @2ch） ¥110,000

  T3DSO1202A 2ch、200MHz、1GS/s 〜 2GS/s、14M ポイント /ch（28M ポイント @1ch） ¥130,000

 オシロスコープ T3DSO1204 4ch、200MHz、500MS/s 〜1GS/s、7M ポイント /ch（14M ポイント @2ch） ¥138,000

  T3DSO1302A 2ch、350MHz、1GS/s 〜 2GS/s、14M ポイント /ch（28M ポイント @1ch） ¥190,000

  T3DSO2102 2ch、100MHz、1 〜 2GS/s、70M ポイント /ch(140M ポイント @1ch） ¥179,000

  T3AFG40 2ch 出力、40MHz、1.2GS/s、8M ポイント /ch ¥159,000 
 
任意波形発生器

  -5 〜 +5V（50 Ω）、-10 〜 +10V（ハイインピーダンス）

  T3AFG80 2ch 出力、80MHz、1.2GS/s、8M ポイント /ch ¥172,000 
   -5 〜 +5V（50 Ω）、-10 〜 +10V（ハイインピーダンス）

  T3DMM5-5 5½ デジタル、測定速度 150rdgs/s、4.3 インチ・カラー TFT-LCD ¥110,000

 
デジタル・マルチメータ

 T3DMM6-5 6½ デジタル、測定速度 10,000rdgs/s、4.3 インチ・カラー TFT-LCD ¥131,000

  T3DMM6-5-SC 6½ デジタル、測定速度 10,000rdgs/s、4.3 インチ・カラー TFT-LCD ¥186,000 
   12ch スキャナカード内蔵 

  T3PS33203P 3ch 出力、32V/3A × 2、5V/5A、プログラマブル ¥110,000

 直流安定化電源 T3PS36006 3ch 出力、30V/6A、60V/3A、15V/5A ¥140,000

  T3PS43203P 4ch 出力、32V/3A × 2、15V/1A、5V/1A、プログラマブル ¥120,000

 期間延長！ 低ノイズ・オシロスコープお買得キャンペーン対象製品。キャンペーン詳細については P.4（最終ページ）をご覧下さい

※ 2020年1月6日現在の在庫状況となります。ご発注時に最新納期をご確認ください。即 在即納可能製品　 在庫あり製品　

 100 万円以下   

在
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 品名 モデル名 仕様 価格（税別）

 スペクトラム・アナライザ T3SA3200 9KHz 〜 3.2GHz、位相雑音＜ -98dBc/Hz、分解能帯域幅 1Hz 〜1MHz ¥549,000

 オシロスコープ WaveSurfer 3054z 4ch、500MHz、2 〜 4GS/s、10M ポイント /ch (20M ポイント @2ch） ¥909,000

 ミックスド・シグナル WaveSurfer 3024z 4ch、200MHz、2 〜 4GS/s、10M ポイント /ch (20M ポイント @2ch）、 ¥630,000 
 オシロスコープ   + WS3K-MSO  16ch デジタル入力付



デジタル・オシロスコープ

T3DSO2000シリーズ

140Mポイント/chの大容量メモリ標準装備、
140,000波形／秒の高速更新レート

● 100MHz、200MHz、300MHz帯域の 
6モデル 

● 安価17.9万円〜（100MHz、2ch）
● 豊富な測定（37種類）、演算（7種類）ツール

電子負荷

T3ELシリーズ

300W電子負荷

● 定電圧(CV)、定電流(CC)、定抵抗(CR)、 
定電力(CP)およびC+CV、CR+CV、 
CP+CVモードで動作

● ハイ・レンジとロー・レンジの 
切り替えで広がる応用範囲

デジタル・オシロスコープ

WaveSurfer  
3000/3000zシリーズ

大画面10.1インチ、低ノイズ

● 最小垂直レンジ：1mV/div
● メモリ長: 10Mポイント/ch 
● 最大サンプリング速度 : 4GS/s
● 様々なプローブに対応

スペクトラム・アナライザ

T3SAシリーズ

9kHz〜2.1GHzと9kHz〜3.2GHzの 
2モデル、豊富なオプション

● 表示平均雑音レベル ─ 161dBm/Hz
● 位相雑音 ─ 98dBc/Hz
● 豊富なオプション（トラッキング

ジェネレータ、EMIプリコンプライア
ンステストキット、反射測定キット）

製品の詳細はウェブサイトをご覧下さい レクロイ 検索

 品名 モデル名 仕様 価格（税別）

 オシロスコープ WaveSurfer 3104z  4ch、1GHz、2 〜 4GS/s、10M ポイント /ch (20M ポイント @2ch） ¥1,150,000

  WaveSurfer 3054z 4ch、500MHz、2 〜 4GS/s、10M ポイント /ch (20M ポイント @2ch） ¥1,089,000 
 ミックスド・シグナル・   + WS3K-MSO 16ch デジタル入力付 

 オシロスコープ WaveSurfer 3104z 4ch、1GHz、2 〜 4GS/s、10M ポイント /ch (20M ポイント @2ch） ¥1,330,000 
    + WS3K-MSO 16ch デジタル入力付

 150 万円以下   

在
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 期間延長！ 低ノイズ・オシロスコープお買得キャンペーン対象製品。キャンペーン詳細については P.4（最終ページ）をご覧下さい

※ 2020年1月6日現在の在庫状況となります。ご発注時に最新納期をご確認ください。即 在即納可能製品　 在庫あり製品　

従来製品 在庫一掃セール　  期間 ： 2020年1月6日〜3月27日 ご発注分 （なくなりしだい終了）

※ 上記製品は在庫限りの製造終了製品となります。数に限りがございますのでご用命はお早めに。  

 品名 モデル名 仕様 価格（税別） 値引価格（税別）

  WaveSurfer 3022 2ch、200MHz、2 〜 4GS/s、10M ポイント /ch ¥500,000 ¥250,000

 
オシロスコープ

 WaveSurfer 3074   4ch、750MHz、2 〜 4GS/s、10M ポイント /ch ¥1,330,000 ¥731,500

  HDO 4024A-MS Windows 7、 4ch、200MHz、2.5GS/s*、12 ビット分解能 ¥1,990,000 ¥1,290,000 
   12.5M ポイント /ch（ 25M ポイント @2ch）、16ch デジタル入力付 

  HDO 4034A-MS Windows 7、 4ch、350MHz、2.5GS/s*、12 ビット分解能 ¥2,170,000 ¥1,410,000 
   12.5M ポイント /ch（ 25M ポイント @2ch）、16ch デジタル入力付 

  HVD3102-NOACC 1kVrms、25MHz（先端アクセサリなし） ¥200,000 ¥130,000

  HVD3102 1kVrms、25MHz ¥240,000 ¥216,000

 
高電圧差動プローブ

 HVD3106-NOACC 1kVrms、120MHz（先端アクセサリなし） ¥250,000 ¥178,000

  HVD3605 8.485kV(DC+peak AC)、100MHz ¥540,000 ¥486,000

 差動アンプ用 DXC5100 100:1、100MHz、DA シリーズ用ペア・プローブ ¥530,000 ¥499,800
 ペアプローブ DXC200 1:1、50MHz、DA シリーズ用ペア・プローブ ¥210,000 ¥198,000

 電流センサ・アダプタ CA10 サードパーティ製電流測定デバイス用アダプタ ¥64,000 ¥49,800

* エンハンスド・サンプリング： 10GS/s

12 ビット 
ミックスド・シグナル・ 
オシロスコープ



● 価格は2020年1月現在のものです。 ● ユーザ各位のご要望、当社の品質管理の一層の高度化などにともなって、おことわりなしに仕様の一部および価格を変更させていただくことがあります。

テレダイン・レクロイ お客様窓口

テレダイン・ジャパン株式会社

https://teledynelecroy.com/japan/

lecroy.contact.japan@teledyne.com
2020年1月発行　202001-02-PDF
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製品の詳細はウェブサイトをご覧下さい レクロイ  ws3000 検索

低ノイズ・オシロスコープお買得キャンペーン
 期間 ： 2020年1月6日〜3月27日 ご発注分 （台数なくなりしだい終了）

台数
限定

 さらに、キャンペーン対象オプション（本体同時購入）を 25% オフ にてご提供！

 キャンペーン対象オプション 　 仕様 定価 → キャンペーン価格（税別）

 WS3K-FG ファンクション・ジェネレータ・オプション 78,000 円  → 58,500 円

 WS3K-AUDIOBUS TD AudioBusトリガ／デコード・オプション 160,000 円  → 120,000 円

 WS3K-AUTO CAN および LINトリガ／デコード・オプション 160,000 円  → 120,000 円

 WS3K-CAN FDbus TD CANFD 用トリガ／デコード・オプション 160,000 円  → 120,000 円

 WS3K-FlexRaybus TD FlexRay 用トリガ／デコード・オプション 160,000 円  → 120,000 円

 WS3K-EMB I2C、SPI、RS-232 および UART トリガ／デコード・オプション 160,000 円  → 120,000 円

 WS3K-PWR スイッチング電源解析オプション 160,000 円  → 120,000 円

 WS3K-MSO ミックスド・シグナル・オプション（MSO リード、ライセンス） 240,000 円  → 180,000 円

 WS3K-MSO-LICENSE ミックスド・シグナル・オプション 追加ライセンス 78,000 円  → 58,500 円

 標準モデル ミックスド・シグナル・オプション付き 

 キャンペーン
 WaveSurfer 3024z WaveSurfer 3054z WaveSurfer 3104z

 WaveSurfer 3024z WaveSurfer 3054z WaveSurfer 3104z 
 対象製品    ＋ WSK-MSO ＋ WSK-MSO ＋ WSK-MSO

 帯域 200MHz 500MHz 1GHz 200MHz 500MHz 1GHz

 チャンネル数 アナログ 4ch アナログ 4ch ＋デジタル16ch 

 サンプリング速度 2GS/s（インターリーブ時 4GS/s） 2GS/s（インターリーブ時 4GS/s）、MSO：500MS/s

 メモリ長 10M ポイント（インターリーブ時 20M ポイント）

 外部入出力 外部トリガ IN/OUT、USB デバイスポート×1、USB ホストポート× 4、Ethernet、microSD カード、VGA OUT

 定価（税別） ¥600,000 ¥1,290,000 ¥1,550,000 ¥840,000 ¥1,530,000 ¥1,790,000

 キャンペーン 
¥450,000 ¥909,000 ¥1,150,000 ¥630,000 ¥1,089,000 ¥1,330,000

 
 価格（税別） 

 キャンペーン 
¥495,000 ¥999,900 ¥1,265,000 ¥693,000 ¥1,197,900 ¥1,463,000 

 
価格（税込）


