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汎用測定器の在庫製品とキャンペーン

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：2021年1月5日〜3月26日ご発注分 
 在庫状況はお問い合わせください。

お問合せ：テレダイン・レクロイの販売代理店／取扱店

 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

掲載のキャンペーン

■ 低ノイズ・オシロスコープお買得キャンペーン（WaveSurfer3000z）  ……………………………………… 詳細は最終ページ

■ 12 ビット高分解能オシロスコープ 「30% オフ」キャンペーン（WaveSurfer4000HD） ………………… 詳細は最終ページ

■ T3DSO2000 ＆ T3DMM 在庫限り特別価格「20% オフ」キャンペーン  ……………… 台数限定／在庫なくなりしだい終了

■ パッシブプローブ、高電圧プローブ「2 本セットで 10% オフ」キャンペーン　 …………………………………詳細は 2 ページ

■ デモ機販売情報「50% オフ」　 ……………………………………………………………………………………… 詳細は最終ページ

デジタル・オシロスコープ

T3DSO1000（A) シリーズ　 
【100MHz～350MHz】

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

● 100MHz〜350MHz帯域の5モデル　
● 最大28M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

任意波形発生器

T3AFG シリーズ 
【5MHz～500MHz】

40MHz、2chで17万円、 
最高500MHz

● 5MHz〜500MHzの多様なモデル
● 高い垂直分解能(14/16ビット)
● 5種類の標準波形＋任意波形出力 　
● 最高出力電圧20Vpp

製品の詳細はウェブサイトをご覧下さい レクロイ 検索

次ページへ続く 即 在即納可能製品　 在庫あり製品　 ※ 2021年1月5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。

 10 万円以下 

在
庫
あ
り

 品名 モデル名 仕様 価格（税別）

 オシロスコープ T3DSO1102 100MHz、2ch、500MS/s　（1GS/s）、8 ビット、7M ポイント（14M ポイント） ¥97,000

 
任意波形発生器

 T3AFG5 5 MHz、1ch、16k ポイント、14 ビット、125MS/s ¥74,000

  T3AFG10 10MHz、1ch、16k ポイント、14 ビット、125MS/s ¥89,000

  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 ¥100,000

 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 ¥100,000

  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 ¥100,000

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

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

 デジタル・マルチメータ T3DMM4-5 4½ 桁、直流電圧 :600 mV – 1000V、直流電流 :600 uA – 10A ¥89,000



 10 万円以下   
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 品名 モデル名 仕様 価格／特別価格（税別）

  PP005A 10:1プローブ、11pF　500MHz　対応機種：LCXXX、WavePro ¥82,000 ¥73,800

  PP006D 10:1プローブ、12pF　500MHz　対応機種：WaveJet Touch シリーズ ¥82,000 ¥73,800

  PP007-WR-1 10:1プローブ、10M Ω、9.5pF　500MHz　対応機種：WaveRunner6000A シリーズ ¥102,000 ¥91,800

  PP008-1 10:1プローブ、10M Ω、9.5pF　500MHz　対応機種：WaveRunner Xi シリーズ ¥102,000 ¥91,800

  PP009-1 10:1プローブ、10M Ω、9.5pF　500MHz　対応機種：WaveSurfer Xs シリーズ ¥82,000 ¥73,800

  PP011-1 10:1プローブ、10M Ω、9.5pF　500MHz　 ¥82,000 ¥73,800

 パッシブ・プローブ PP016 10:1プローブ、10M Ω、300MHz　対応機種：WaveAce シリーズ ¥44,000 ¥39,600

 （2 本セット） PP017-1 10:1プローブ、10M Ω、200MHz　対応機種：HDO シリーズ ¥48,000 ¥43,200

  PP018-1 10:1プローブ、10M Ω、500MHz　対応機種：HDO シリーズ ¥80,000 ¥72,000

  PP019-1 10:1プローブ、10M Ω、200MHz　対応機種：WaveSurfer 3000 シリーズ ¥48,000 ¥43,200

  PP020-1 10:1プローブ、10M Ω、500MHz　対応機種：WaveSurfer 3000 シリーズ ¥80,000 ¥72,000

  PP024-1 10:1プローブ、10M Ω、500MHz　 ¥102,000 ¥91,800 
   対応機種：WaveSurferXs シリーズ、WaveRunner6Zi シリーズ

  PP025-1 10:1プローブ 10M Ω 500MHz 対応機種：WaveSurfer10 シリーズ、 ¥102,000 ¥91,800 
   WaveSurfer104Xs、WaveRunnerXi シリーズ、WPZi シリーズ、WM8Zi シリーズ

  PP026-1 10:1プローブ、10M Ω、500MHz　対応機種：HDO シリーズ ¥102,000 ¥91,800

 プローブ「2 本セットで 10% オフ」キャンペーン対象製品

※ 2021年1月5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 即納可能製品　即 即納在庫限り　在 在庫あり製品　

 20 万円以下   
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 品名 モデル名 仕様 価格／特別価格（税別）

  T3DSO1104 100MHz、4ch、500MS/s（1GS/s）、8 ビット、7M ポイント（14M ポイント） ¥120,000

  T3DSO1204 200MHz、4ch、500MS/s（1GS/s）、8 ビット、7M ポイント（14M ポイント） ¥150,000

 オシロスコープ T3DSO1202A 200MHz、2ch、1GS/s（2GS/s）、8 ビット、14M ポイント（28M ポイント） ¥130,000

  T3DSO1302A 350MHz、2ch、1GS/s（2GS/s）、8 ビット、14M ポイント（28M ポイント） ¥190,000

  T3DSO2102* 100MHz、2ch、1GS/s（2GS/s）、8 ビット、70M ポイント（140M ポイント） ¥190,000 ¥152,000

 
任意波形発生器

 T3AFG40 40MHz、2ch、8M ポイント、16 ビット、1.2GS/s ¥170,000

  T3AFG80 80MHz、2ch、8M ポイント、16 ビット、1.2GS/s ¥190,000

  T3PS33203P 3ch 出力、32V/3A × 2、1.8V/2.5V/3.3V/5V/0–5A、プログラマブル ¥110,000

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

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

  T3DMM5-5* 5½ 桁、直流電圧 :200 mV – 1000V、直流電流 :200 uA – 10 A ¥120,000 ¥96,000

 
デジタル・マルチメータ

 T3DMM6-5 6½ 桁、直流電圧 :200 mV – 1000V、直流電流 :200 uA – 10 A  ¥140,000

  T3DMM6-5-SC* 6½ 桁、直流電圧 :200 mV – 1000V、直流電流 :200 uA – 10 A ¥200,000 ¥160,000 
   12ch スキャナカード内蔵 

 *T3DSO2000 ＆ T3DMM 在庫限り特別価格「20% オフ」キャンペーン対象製品、** プローブ「2 本セットで 10% オフ」キャンペーン対象製品

 品名 モデル名 仕様 価格／特別価格（税別）

  HVP120** 高電圧プローブ、耐圧 1kVrms、400MHz、50M Ω、7.5pF　  ¥130,000 ¥117,000

 高電圧プローブ PPE4kV** 高電圧プローブ、耐圧 4kV、100:1、400MHz、50M Ω、<6pF　  ¥162,000 ¥145,800

 （2 本セット） PPE5kV** 高電圧プローブ、耐圧 5kV、100:1、400MHz、50M Ω、<6pF  ¥260,000 ¥234,000

  PPE6kV** 高電圧プローブ、耐圧 6kV、1000:1、400MHz、50M Ω、<6pF  ¥320,000 ¥288,000

即

在

在



 100 万円以下   
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 品名 モデル名 仕様 価格／特別価格（税別）

  T3DSO2204A 200MHz、4ch、1GS/s（2GS/s）、8 ビット、100M ポイント（200M ポイント）  ¥710,000

  T3DSO2354A 350MHz、4ch、1GS/s（2GS/s）、8 ビット、100M ポイント（200M ポイント）  ¥920,000

  T3DSO2502A 500MHz、2ch、1GS/s（2GS/s）、8 ビット、100M ポイント（200M ポイント）  ¥970,000

 オシロスコープ WaveSurfer 3034z* 350MHz、4ch、2GS/s（4GS/s）、8 ビット、10M ポイント（20M ポイント） ¥1,020,000 ¥867,000

  WaveSurfer 3054z* 500MHz、4ch、2GS/s（4GS/s）、8 ビット、10M ポイント（20M ポイント） ¥1,290,000 ¥909,000

  WaveSurfer 4024HD** 200MHz、4ch、2.5GS/s（5GS/s）12 ビット、12.5M ポイント（25M ポイント） ¥870,000 ¥609,000

  WaveSurfer 4034HD** 350MHz、4ch、2.5GS/s（5GS/s）12 ビット、12.5M ポイント（25M ポイント） ¥1,280,000 ¥896,000

 任意波形発生器 T3AFG350 350MHz、2ch、20M ポイント、16 ビット、2.4GS/s  ¥680,000

 スペクトラム・アナライザ T3SA3200 9kHz 〜 3.2GHz、1 Hz 〜1 MHz、1-3-10 ステップ  ¥590,000

 150 万円以下   
 品名 モデル名 仕様 価格／特別価格（税別）

  WaveSurfer 3104z* 1GHz、4ch、2GS/s（4GS/s）、8 ビット、10M ポイント（20M ポイント） ¥1,550,000 ¥1,150,000

 オシロスコープ WaveSurfer 4054HD** 500MHz、4ch、2.5GS/s（5GS/s）12ビット、12.5Mポイント（25Mポイント） ¥1,690,000 ¥1,183,000

  WaveSurfer 4104HD** 1GHz、4ch、2.5GS/s（5GS/s）12 ビット、12.5M ポイント（25M ポイント） ¥2,040,000 ¥1,428,000

任意波形発生器 T3AFG500 500MHz、2ch、20M ポイント、16 ビット、2.4GS/s  ¥1,090,000

 品名 モデル名 仕様 価格／特別価格（税別）

  T3DSO2202* 200MHz、2ch、1GS/s（2GS/s）、8 ビット、70M ポイント（140M ポイント） ¥270,000 ¥216,000

  T3DSO2204* 200MHz、4ch、1GS/s（2GS/s）、8 ビット、70M ポイント（140M ポイント） ¥370,000 ¥296,000

  T3DSO2302* 300MHz、2ch、1GS/s（2GS/s）、8 ビット、70M ポイント（140M ポイント） ¥380,000 ¥304,000

 オシロスコープ T3DSO2304* 300MHz、4ch、1GS/s（2GS/s）、8 ビット、70M ポイント（140M ポイント） ¥480,000 ¥384,000

  T3DSO2104A 100MHz、4ch、1GS/s（2GS/s）、8 ビット、100M ポイント（200M ポイント）  ¥500,000

   WaveSurfer 3014z** 100MHz、4ch、2GS/s（4GS/s）、8 ビット、10M ポイント（20M ポイント） ¥398,000 ¥338,300

  WaveSurfer 3024z** 200MHz、4ch、2GS/s（4GS/s）、8 ビット、10M ポイント（20M ポイント） ¥600,000 ¥450,000

 
任意波形発生器

 T3AFG120 120MHz、2ch、8M ポイント、16 ビット、1.2GS/s  ¥250,000

  T3AFG200 200MHz、2ch、20M ポイント、16 ビット、2.4GS/s  ¥380,000

 スペクトラム・アナライザ T3SA3100  9kHz 〜 2.1GHz、1 Hz 〜1 MHz、1-3-10 ステップ  ¥450,000

 
電子負荷

 T3EL15060P 1-15V/1-150V、0-6A/0-60A  ¥260,000

  T3EL50015P 2.5-50V/2.5-500V、0-1.5A/0-15A  ¥280,000

 50 万円以下   
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  *T3DSO2000 ＆ T3DMM 在庫限り特別価格「20% オフ」キャンペーン対象製品、** 低ノイズ・オシロスコープお買得キャンペーン対象製品

 * 低ノイズ・オシロスコープお買得キャンペーン対象製品、** 12 ビット高分解能オシロスコープ「30% オフ」キャンペーン対象製品

 * 低ノイズ・オシロスコープお買得キャンペーン対象製品、** 12 ビット高分解能オシロスコープ「30% オフ」キャンペーン対象製品
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スペクトラム・アナライザ

T3SA シリーズ 
【2.1GHz、3.2GHz】

低ノイズ＆低価格 
10.1 インチ・カラー液晶

● 低価格で最大3.2GHz対応
● 微小信号の計測に対応
● 高い精度を実現

オシロスコープ

T3DSO2000Aシリーズ　 
【100MHz～500MHz】

オールインワン・オシロスコープ 
200Mポイントメモリ標準装備

● 10.1インチ＆タッチパネル操作
● プロトコル解析、ボード線図解析、 

任意信号発生器を標準搭載
● 低ノイズアナログフロントエンド



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
2021年1月発行　202101-PP7.0K
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 対象製品  WaveSurfer 3014z WaveSurfer 3024z WaveSurfer 3034z WaveSurfer 3054z WaveSurfer 3104z

 帯域 100MHz 200MHz 350MHz 500MHz 1GHz

 チャンネル数 4ch

 サンプリング速度 2GS/s（インターリーブ時 4GS/s）、WaveSurfer 3014z は 1GS/s（インターリーブ時 2GS/s）

 メモリ 10M ポイント（インターリーブ時 20M ポイント）

 垂直軸分解能 8 ビット、分解能向上演算（ERES）使用時に最大 11ビット

 価格（税別） ¥398,000 ¥600,000 ¥1,020,000 ¥1,290,000 ¥1,550,000

キャンペーン 
¥338,300 ¥450,000 ¥867,000 ¥909,000 ¥1,150,000  価格（税別） 

 キャンペーン 
¥372,130 ¥495,000 ¥953,700 ¥999,900 ¥1,265,000 

 
価格（税込）

低ノイズ・オシロスコープお買得キャンペーン
 期間 ： 2020年11月16日〜2021年3月26日 ご発注分

12ビット高分解能オシロスコープ「30%オフ」キャンペーン 
期間 ： 2020年12月1日〜2021年3月26日 ご発注分
 対象製品  WaveSurfer 4024HD WaveSurfer 4034HD WaveSurfer 4054HD WaveSurfer 4104HD

 帯域 200MHz 350MHz 500MHz 1GHz

 チャンネル数 4ch

 サンプリング速度 2.5GS/s（インターリーブ時 5GS/s）

 メモリ 12.5M ポイント（インターリーブ時 25M ポイント）

 垂直軸分解能 12 ビット（分解能向上演算 (ERES) 使用時に最大 15 ビット）

 DC ゲイン精度 フルスケールの± 0.5%（オフセット 0V 時）

 価格（税別） ¥870,000 ¥1,280,000 ¥1,690,000 ¥2,040,000

 キャンペーン 
¥609,000 ¥896,000 ¥1,183,000 ¥1,428,000  価格（税別） 

 キャンペーン 
¥669,900 ¥985,600 ¥1,301,300 ¥1,570,800  価格（税込） 

デジタル・オシロスコープ

WaveSurfer  
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

デジタル・オシロスコープ

WaveSurfer  
4000HDシリーズ

お手頃価格の12ビット・オシロ

● 常時12ビットの高分解能
● 最小垂直レンジ：1mV/div
● メモリ長: 12.5Mポイント/ch 
● 最大サンプリング速度 : 5GS/s

● 価格は2021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・レクロイのデモ機を特別価格で

販売いたします。限られたご予算で最適な製

品を在庫品の中からご紹介させて頂きます。

 モデル名 仕様 価格（税別） 特別価格（税別）

 WaveSurfer 3054z 500MHz、4ch、8ビット、2〜4GS/s、10〜20Mポイント 129万円 64.5万円

 WaveRunner 8038HD 350MHz、8ch、12ビット、5GS/s、50Mポイント/ch 374万円 187万円

 WaveRunner 9404M-MS 4GHz、4+16ch、8ビット、20〜40GS/s、64〜128M/ch 554万円 277万円

● 上記は一例です。在庫デモ機についてはお問い合わせください
● 全ての機種で保証期間3年間、納品前に校正実施（校正証明書添付）

デモ機販売情報 50％オフ


