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※プロープ･アクセサリは1年保証

■      DS1000Z シリーズ
■     MSO/DS2000A シリーズ
■     MSO5000 シリーズ
■     MSO/DS7000 シリーズ
■     MSO8000 シリーズ

ミクスド・シグナル／デジタル・オシロスコープ  … P. 2 
ミクスド・シグナル／デジタル・オシロスコープ …  P. 3 
ミクスド・シグナル／デジタル・オシロスコープ …   P. 4 
ミクスド・シグナル／デジタル・オシロスコープ …   P. 5
ミクスド・シグナル／デジタル・オシロスコープ  …  P. 6 

■     RSA3000/5000 シリーズ

■     DSA800 シリーズ

リアルタイム・スペクトラム・アナライザ  ‥ ‥‥‥    P. 7 

スペクトラム・アナライザ  ‥ ‥‥‥‥ ‥‥‥‥ ‥‥‥‥   P. 8 

■    DM3000 シリーズ  デジタル ・ マルチメ ータ  ‥ ‥‥‥‥ ‥‥‥‥ ‥‥‥‥　P. 14 

■     DSG800 シリーズ RF シグナル・ジェネレータ  ‥ ‥‥‥‥ ‥‥‥‥ ‥‥‥    P. 9 

■     DG800/900 シリーズ
■     DG1000Z シリーズ
■     DG2000 シリーズ
■     DG4000 シリーズ

任意波形/ファンクション・ジェネレータ   ‥ ‥‥‥   P. 10

任意波形/ファンクション・ジェネレータ   ‥ ‥‥‥  P. 11

任意波形/ファンクション・ジェネレータ   ‥ ‥‥‥  P. 12

任意波形/ファンクション・ジェネレータ   ‥ ‥‥‥  P. 13

■     DP800 シリーズ

■     DP700 シリーズ

■     DL3000 シリーズ

プログラマブル直流電源   ‥ ‥‥‥‥ ‥‥‥‥ ‥‥‥‥‥    P. 15

プログラマブル直流電源   ‥ ‥‥‥‥ ‥‥‥‥ ‥‥‥‥‥    P. 15

プログラマブル直流電子負荷   ‥ ‥‥‥‥ ‥‥‥‥ ‥‥   P. 16

■     各種プローブ

■     スペクトラム・アナライザ用

■     その他

　　　　　　　　　　　   　　　　　　                  ‥‥‥‥‥   P. 17

VSWR ブリッジ, 各種RF キット, アッテネータ    ‥‥‥‥‥    P. 18

パワーアンプ,  終端器, キャリング, バッグ   ‥‥‥‥‥‥ ‥ ‥ ‥ ‥     P. 18

差動/シングルエンド･プローブ､シングルエンド･プローブ
高電圧差動プローブ, 電流プローブ
高インピーダンス･プローブ, 高電圧プローブ, ロジック･
アナライザ･プローブ,  低インピーダンス・プローブ, マルチメータ用

本力タログ記載の価絡は､すべて税抜き価格です。

全リゴル現行製品

DS1000B/E, MSO/DS1000Z

MSO/DS4000, MSO/DS2000A

DSA800

DG4000, DG1000Z, DG800/900

DG1000

DSG3000

PA1000

DM3058

DM3058/3068

リゴル製品をUSB-TMC, LAN, RS-232C で簡単にPC に接続

オシロスコープを制御したり， データを取得することができる

電流高調波, SOA などの電源解析が可能

スペクトラム・アナライザを制御したり， データを取得することができる

DG4000, DG1000Z, DG800/900 で出力するための任意波形を編集できる

DG1000 で出力するための任意波形を編集できる

DSG3000 で出力するための変調波形を編集できる

PA1000 （パワーアンプ）のコントロール

DM3058 を制御したり， デ一タを取得することができる

センサ・プロジェクト作成，センサからの信号をリアルタイム測定

無償

有償

一部有償

無償

有償

無償

Ultra Sigma

Ultra Scope

Ultra Power Analyzer

Ultra Spectrum

Ultra Station

Ultra Wave

Ultra IQ Station

PA1000 Software

Ultra View

Ultra Sensor

制御・解析ソフトウェア

ソフトウェア名 対応製品 特　徴 提供方式
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オシロスコープオシロスコープ

デジタル ･ 
 マルチメ ータ 
デジタル ･
 マルチメ ータ 

アクセサリアクセサリ

リアルタイム /
スペクトラム・
　　アナライザ

リアルタイム /
スペクトラム・
　　アナライザ

RF シグナル・
ジェネレータ
RF シグナル・
ジェネレータ

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

プログラマブル
直流電源／
　直流電子負荷



型　名

周波数帯域 ： 50 ~ 100MHz, 4ch
周波数帯域 ：         200MHz, 2ch

￥51,800 ～（税抜き）

DS1000Z シリーズ
ミクスド・シグナル／デジタル・オシロスコープ

製品特徴

周波数帯域：50MHz, 70MHz, 100MHz, 200MHz
4 または 2アナログ・チャンネル
16 デジタル・チャンネル（Plusモデルとオプションのデジタル・プローブ）
最高サンプルレート： 1GSa/s
垂直軸レンジ： 1mV/div ～ 10V/div
水平軸12div
自動測定結果を履歴としてグラフまたは表形式で表示
シリアル・バス・トリガ＆デコード
2チャンネル 25MHz信号発生器内蔵（-Sモデル）
インタフェース： USBホスト＆デバイス,　LAN
　  　　　　　　　　　　AUX（トリガ出力／フェイル信号出力）
7インチWVGA（800x480）ディスプレイ

ウルトラビジョン ミクスド・シグナル解析
(Plusモデルとオプションのデジタル・プローブ）

2ch 信号発生器内蔵（-Sモデル）
■     レコード長（最大）：24M ポイント
■    高速波形取り込み：最高30,000wfms/s
■    マルチレベル輝度階調波形表示
■    リアルタイム波形レコード＆リプレイ：最高60,000 フレーム

■    16ch デジタル・チャンネル
■    最高 1GSa/s サンプル・レート
■    最大 24M ポイント・レコード長
■   簡単なチャンネル・グルーピング
■    豊富なロジック・レベル・サポート
■    ウルトラビジョン・テクノロジー

■    2ch 任意波形／ファンクション・
　　ジェネレータ内蔵
■    サンプル・レート200MSa/s
■    垂直分解能14 ピット
■    最高出力周波数25MHz
■    振幅レンジ20mVpp ～ 5Vpp
（ハイ・インピーダンス）

※Y-Tモードでのみ動作
※デジタル・チャンネルでも動作

オプション・アクセサリ

電源ケーブル

パッシブ・プローブ 4本 （DS1202Z-E を除く）

パッシブ・プローブ 2本 （DS1202Z-E のみ）

クイックガイド

ー

PVP2150

PVP2350

ー

標準アクセサリ

内　容 型　名

デジタル・プローブ

ラック・マウント・キット

 ソフト・キャリング・バッグ

RPL1116

RM-DS1000Z

BAG-G1

内　容

■ DS1202Z-E は新製品

 型名 DS1202Z-E DS1054Z DS1074Z
Plus

DS1074Z-S
Plus

DS1104Z
Plus

DS1104Z-S
Plus

 価格 ¥51,800 ¥51,800 ¥70,800 ¥106,000 ¥78,800 ¥118,000
 アナログ周波数帯域 200MHz 50MHz 70MHz 100MHz
 アナログ・チャンネル数 2 4

 デジタル・チャンネル数 ― ― 16 (デジタル・プローブはオプション）

 信号発生器内蔵 ― ― ― 〇 ― 〇

 最高サンプル・レート
　　　アナログ･チャンネル： 1GSa/s (1チャンネル), 500MSa/s(2チャンネル), 250MSa/s(3/4チャンネル）
　　　デジタル･チャンネル： 1GSa/s (8チャンネル), 500MSa/s(16チャンネル）

 最大レコード長 　　　アナログ･チャンネル：24Mポイント (1チャンネル), 12Mポイン卜 (2チャンネル), 6M ポイン卜 (3/4チャンネル)
　　　デジタル･チャンネル：24M ポイント (8チャンネル), 12Mポイン卜 (16チャンネル)

 寸法・重量 314mm (W) x 161mm (H) × 123mm (D) ･ 3.2kg以下
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日本語メニュー対応

ミックスド・シグナル／デジタル・オシロスコープミックスド・シグナル／デジタル・オシロスコープ



型　名型　名

ミクスド・シグナル／デジタル・オシロスコープミクスド・シグナル／デジタル・オシロスコープ

レコード長拡張
(アナログ, デジタル・チャンネル共）
拡張トリガ :ウインドウ, N番目エッジ, HDTV, 遅延，

タイム・アウト, 持続時間, USB
デコード：RS232, I2C, SPI
CAN解析キット（トリガ＋デコード）
バンドル・オプション(上記4つのオプションをバンドル）
ラックマウント・キット

ソフト・キャリング・バッグ

MEM-DS2000

AT-DS2000

SD-DS2000

CAN-DS2000

RM-DS2000
BND-MSO/DS2000A

BAG-G1

周波数帯域 ： 100 ~ 300MHz, 2ch

￥108,000 ～（税抜き）

MSO/DS2000A シリーズ
ミクスド・シグナル／デジタル・オシロスコープ

製品特徴

※デコード機能はオプションになります。

周波数帯域 ： 100MHz, 200MHz, 300MHz, 50Ω 入力付き
2 アナログ・チャンネル, 16 デジタル・チャンネル（MSO）
垂直レンジ ： 500μV/div ~10V/div, 全 レンジで最高帯域をキープ
水平軸14div
最高サンプル・レート ： アナログ・チャンネル2GSa/s
　　　　　　　　  デジタル・チャンネル1GSa/s(MSO）
自動測定の結果を, 履歴としてグラフまたは表形式で表示
豊富なトリガとシリアル・バス・テコード機能（RS232,I2C,SPI,CAN）
2チャンネル25MHz信号発生器内蔵（MSO/DS2000A-S）
外部トリガ入力
インタフエース ： USBホスト＆デバイス， LAN（LXI）,
　　　　　　     AUX （トリガ出力， バス／フェイル信号出力）
8インチTFT （800 × 480） WVGA ディスプレイ

ウルトラビジョン ミクスド・シグナル解析（MSO2000A)

2ch 信号発生器内蔵（MSO/DS2000A-S）■  レコード長（最大）：
　アナログ・チャンネル  Aモデル：14M ポイント/ 56M ポイント (オプション)
　デジタル・チャンネル  14M ポイント ／28M ポイント (オプション）
■  高速波形取り込み：最高50,000wfms/s
■  マルチレペル輝度階調波形表示（最高256レベル）
■  リアルタイム波形レコード＆ リブレイ＆解析：
　　最高65,000 フレーム
　　自動的にエラーフレームの数と位置を解析

■    16ch デジタル・チャンネル
■    最高1GSa/s サンプル・レート
■    最大28M ポイント・レコード長
 （オプション）
■   簡単なチャンネル・グルーピング
■    豊富なロジック・レベル・サポート
■    ウルトラビジョン・テクノロジー

■    2ch 任意波形／ファンクション・
　　ジェネレータ内蔵
■    サンプル・レート200MSa/s
■    垂直分解能 14 ビット
■    最高出力周波数 25MHz
■    振幅レンジ 20mVpp ～ 5Vpp
（ハイ・インピーダンス）※デジタル・チャンネルでも動作

オプション・アクセサリ
内　容

電源ケーブル

USBケーブル

パッシブ・プローブ2本
(350MHz)

LAプローブ1本
(MSOのみ）

クイック・ガイド

ー

CB-USBA-USBB-FF-150

PVP2350

RPL2316

ー

標準アクセサリ
内　容

 型名
DS2102A MSO2102A-S DS2202A MSO2202A-S DS2302A MSO2302A-S
MSO2102A MSO2202A MSO2302A

 価格
¥98,000 ¥198,000 ¥128,000 ¥218,000 ¥158,000 ¥248,000
¥168,000 ¥188,000 ¥218,000

 アナログ周波数帯域 100MHz 200MHz 300MHz
 アナログ・チャンネル数 2
 デジタル・チャンネル数（MSO） 16
 信号発生器内蔵 ― 〇 ― 〇 ― 〇

 最高サンプル・レート 　　　アナログ･チャンネル： 2GSa/s (1チャンネル), 1GSa/s(2チャンネル)
　　　デジタル･チャンネル： 1GSa/s (8チャンネル), 500MSa/s(16チャンネル）

 最大レコード長

　　　アナログ･チャンネル：14Mポイント (1チャンネル), 7Mポイン卜 (2チャンネル)
）ンョシプオ（ )ルネンャチ2( 卜ンイポM82 ,)ルネンャチ1( トンイポM65                            　　　

　　　デジタル･チャンネル：14M ポイント (8チャンネル), 7Mポイン卜 (16チャンネル)
）ンョシプオ（ )ルネンャチ61( 卜ンイポM41 ,)ルネンャチ8( トンイポ M82                                 　

 寸法・重量 362mm (W) x 180mm (H) × 131mm (D) ･ 3.9kg以下
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日本語メニュー対応



周波数帯域 ： 70 ～ 350MHz, 4ch
周波数帯域 ：          150MHz, 2ch

ミクスド・シグナル／デジタル・オシロスコープミクスド・シグナル／デジタル・オシロスコープ

￥129,800 ～（税抜き）

MSO5000 シリーズ
ミクスド・シグナル／デジタル・オシロスコープ

製品特徴

周波数帯域 ： 70MHz, 100MHz, 150MHz, 200MHz, 350MHz 
4 または 2アナログ・チャンネル
16デジタル・チャンネル（オプションのPLA2216プローブ使用時）
垂直軸レンジ ： 1mV/div ～ 10V/div
最高サンプル・レート ： アナログ・チャンネル 8Gsa/s、 デジタル・チャンネル 1Gsa/s
最大レコード長 ： 200Mポイント（オプション）
多様なシリアル・プロトコル・トリガとデコード（オプション）
41種の波形パラメータ自動測定；フルメモリ・ハードウェア測定
豊富な演算、FFT解析、ピーク・サーチ
波形ヒストグラム解析
25MHz 信号発生器内蔵（オプション）
インタフェース ： USBホスト＆デバイス, LAN(LXI), HDMI, TRIG OUT
Webでリモート・コントロール
9インチ 1024x600 静電容量式マルチタッ・チディスプレイ
256レベル輝度諧調表示、カラー・グレード

ウルトラビジョンⅡ
■    サンプル・レート：最高 8Gsa/s 
■    レコード長：最大 200Mポイント
■    波形取り込みレート：最高 500,000wfms/s
■    リアルタイム波形レコード＆リプレイ：最高 450,000フレーム

■    フルメモリ・ハードウェア自動測定
■    フル・デジタル・トリガ
■    波形ヒストグラム解析

周波数帯域 ： 100MHz, 200MHz, 300MHz, 50Ω 入力付き
2 アナログ・チャンネル, 16 デジタル・チャンネル（MSO）
垂直レンジ ： 500μV/div ~10V/div, 全 レンジで最高帯域をキープ
水平軸14div
最高サンプル・レート ： アナログ・チャンネル2GSa/s
　　　　　　　　  デジタル・チャンネル1GSa/s(MSO）
自動測定の結果を, 履歴としてグラフまたは表形式で表示
豊富なトリガとシリアル・バス・テコード機能（RS232,I2C,SPI,CAN）
2チャンネル25MHz信号発生器内蔵（MSO/DS2000A-S）
外部トリガ入力
インタフエース ： USBホスト＆デバイス， LAN（LXI）,
　　　　　　     AUX （トリガ出力， バス／フェイル信号出力）
8インチTFT （800 × 480） WVGA ディスプレイ

NEW!

標準アクセサリ

オプション・アクセサリ

内容 型名
　電源ケーブル 　-
   USBケーブル 　CB-USBA-USBB-FF-150
　パッシブ・プローブ（アナログ・チャンネル数ぶん）
　（350MHz） 　PVP2350

　クイックガイド 　-

内容 型名
　周波数帯域アップグレード 70MHz から100MHz  MSO5000-BW0T1
　周波数帯域アップグレード 70MHz から200MHz  MSO5000-BW0T2
　周波数帯域アップグレード 70MHz から350MHz  MSO5000-BW0T3
　周波数帯域アップグレード 100MHz から200MHz  MSO5000-BW1T2
　周波数帯域アップグレード 100MHz から350MHz  MSO5000-BW1T3
　周波数帯域アップグレード 200MHz から350MHz  MSO5000-BW2T3
　ラック・マウント・キット   MSO5000-RM

内容

■ MSO5152-E の筐体カラーはホワイトです。

　MSO5000-COMP
　MSO5000-EMBD
　MSO5000-AUTO
　MSO5000-FLEX
　MSO5000-AUDIO
　MSO5000-AERO
　MSO5000-AWG
　MSO5000-E-AWG
　MSO5000-PWR
　MSO5000-BND
　MSO5000-E-BND
　MSO5000-2RL
　MSO5000-E-1RL
　PLA2216

型名

 型名 MSO5152-E MSO5074 MSO5014 MSO5024 MSO5354
 価格 ¥129,800 ¥139,900 ¥189,900 ¥239,900 ¥399,900
 アナログ周波数帯域 150MHz 70MHz 100MHz 200MHz 350MHz
 立上り時間（代表値） ≦2.33ns ≦5ns ≦3.5ns ≦1.75ns ≦1ns

 入出力チャンネル数
 アナログ 2 4
 デジタル ）ンョシプオはブーロプ・ルタジデ（ 61
 信号発生器 1（オプション） ）ンョシプオ（ 2

 最高サンプル・レート  アナログ ）ルネンャチ1（s/aSG4
）ルネンャチ2（s/aSG2 ）ルネンャチ4（s/aSG2、）ルネンャチ2（s/aSG4、）ルネンャチ1（s/aSG8

 デジタル ）ルネンャチ全（s/aSG1：ルネンャチルタジデ

 最大レコード長

 アナログ 
（標準）

50Mポイント（1チャンネル）
25Mポイント（2チャンネル） 100Mポイント（1チャンネル）、50Mポイント（2チャンネル）、25Mポイント（4チャンネル）

 アナログ
（オプション）

100Mポイント（1チャンネル）
50Mポイント（2チャンネル） 200Mポイント（1チャンネル）、100Mポイント（2チャンネル）、50Mポイント（4チャンネル）

 デジタル 25Mポイント（全チャンネル）         
 最高波形取り込みレート > 300,000 wfms/s > 500,000 wfms/s
 ハードウェア・リアルタイム
 波形レコード＆リプレイ ）ルネンャチ1（smfw000,054 >

 寸法・重量 367mm(W) × 200mm(H) ×130mm(D)　・　3.5kg以下

PCシリアル・バスのトリガと解析（RS232/UART）
組み込みシリアル・バスのトリガと解析（I2C、SPI）
自動車シリアル・バスのトリガと解析（CAN、LIN)
FleｘRayシリアル・バスのトリガと解析（FlexRa)
オーディオ・シリアル・バスのトリガと解析（I2S）
MIL-STD-1553シリアル・バスのトリガと解析（MIL-STD-1553）
2チャンネル 25MHz 任意波形発生器
1チャンネル 25MHz 任意波形発生器
内蔵電力解析
バンドルオプション（上記8つのオプションをバンドル)

最大レコード長 200Mポイント
最大レコード長 100Mポイント
16デジタル・チャンネル・プローブ（MSO5000専用)
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日本語メニュー対応



日本語メニュー対応

ミクスド・シグナル／デジタル・オシロスコープミクスド・シグナル／デジタル・オシロスコープ

周波数帯域 ： 100 ~ 500MHz, 4ch

￥296,800 ～（税抜き）
MSO/DS7000 シリーズ
ミクスド・シグナル／デジタル・オシロスコープ

製品特徴

周波数帯域 ： 100MHz, 200MHz, 350MHz, 500MHz, 50Ω 入力付き
4アナログ・チャンネル、16デジタル・チャンネル（MSO）
垂直軸レンジ ： 1mV/div ～ 10V/div
最高サンプル・レート ： アナログ・チャンネル 10Gsa/s 
           　　　　　  デジタル・チャンネル 1.25Gsa/s（MSO）
最大レコード長 ： 500Mポイント（オプション）
多様なシリアル・プロトコル・トリガとデコード（オプション）
41種の波形パラメータ自動測定 : フルメモリ・ハードウェア測定
豊富な演算、FFT解析、ピーク・サーチ
波形ヒストグラム解析
2チャンネル 25MHz 信号発生器内蔵（MSOモデルにオプション）
インタフェース ： USBホスト＆デバイス, LAN(LXI), HDMI, TRIG OUT
Webでリモート・コントロール
10.1インチ 1024x600 静電容量式マルチタッチ・ディスプレイ
256レベル輝度諧調表示、カラー・グレード

アナログ周波数帯域
立上り時間（代表値）

 入出力チャンネル数

サンプリング・モード

 最高サンプル・レート

 最大レコード長

最高波形取り込みレート
ハードウェア・リアルタイム  
波形レコード＆リプレイ
 ピーク検出
 寸法・重量

100MHｚ 200MHｚ 350MHｚ 500MHｚ
≦3.5ns ≦1.75ns ≦1ns ≦700ps

アナログ入力チャンネル：4
EXT入力チャンネル：1

デジタル入力チャンネル：16 （MSOモデルのみ）
任意波形発生出力チャンネル：2 （オプション、MSOモデルのみ）

リアルタイム・サンプリング

アナログ・チャンネル：10GSa/s（1チャンネル）、5GSa/s（2チャンネル）、2.5GSa/s（4チャンネル）

デジタルチャンネル：1.25GSa/s（全チャンネル）

アナログ・チャンネル（標準）　　　　　： 100Mポイント（1チャンネル）、50Mポイント（2チャンネル）、25Mポイント（4チャンネル）

アナログ・チャンネル（2RLオプション）   ： 250Mポイント（1チャンネル）、125Mポイント（2チャンネル）、50Mポイント（4チャンネル）

アナログ・チャンネル（5RLオプション）   ： 500Mポイント（1チャンネル）、250Mポイント（2チャンネル）、125Mポイント（4チャンネル）

デジタル・チャンネル                        ： 62.5Mポイント（全チャンネル）
> 600,000 wfms/s

> 450,000wfms（1チャンネル）

全ての時間軸設定において400psグリッチを取り込み可能

410mm(W) × 224mm(H) ×135mm(D)　・　3.9kg以下

DS7014
MSO7014

DS7024
MSO7024

DS7034
MSO7034

DS7054
MSO7054

￥296,800
￥439,800

￥406,800
￥549,800

￥688,000
￥788,000

￥988,000
￥1,088,000

ウルトラビジョンⅡ
■  サンプル・レート：最高 10Gsa/s 
■  レコード長：最大 500Mポイント
■  波形取り込みレート：最高 600,000wfms/s
■  リアルタイム波形レコード＆リプレイ：最高 450,000フレーム

■  フルメモリ・ハードウェア自動測定
■  フル・デジタル・トリガ
■  波形ヒストグラム解析

電源ケーブル －
USBケーブル CB-USBA-USBB-FF-150

RP3500A

LAプローブ1本（MSOのみ） RPL2316

RP3500A

フロント・パネル・カバー DS7000-FPC
クイックガイド －

標準アクセサリ
内　容 型　名

パッシブ・プローブ 4本
(500MHz）

周波数帯域アップグレード100MHz から200MHz  DS7000-BW1T2
周波数帯域アップグレード100MHz から350MHz  DS7000-BW1T3

RP3500A

LAプローブ1本（MSOのみ） RPL2316

オプション・アクセサリ
内　容 型　名

周波数帯域アップグレード100MHz から500MHz  DS7000-BW1T5
周波数帯域アップグレード200MHz から350MHz  DS7000-BW2T3
周波数帯域アップグレード200MHz から500MHz  DS7000-BW2T5
周波数帯域アップグレード350MHz から500MHz  DS7000-BW3T5

PCシリアル・バスのトリガと解析（RS232/UART） 　DS7000-COMP
組み込みシリアル・バスのトリガと解析（I2C、SPI） 　DS7000-EMBD

RP3500A

LAプローブ1本（MSOのみ） RPL2316

内　容 型　名

自動車シリアル・バスのトリガと解析（CAN、LIN）　DS7000-AUTO
FleｘRayシリアル・バスのトリガと解析（FlexRay）　DS7000-FLEX
オーディオ・シリアル・バスのトリガと解析（I2S） 　DS7000-AUDIO

内蔵電力解析  DS7000-PWR
バンドルオプション（上記8つのオプションをバンドル)  DS7000-BND
最大レコード長 250Mポイント  DS7000-2RL
最大レコード長 500Mポイント  DS7000-5RL

MIL-STD-1553シリアル・バスのトリガと解析
(MIL-STD-1553） 　DS7000-AERO

2チャンネル 25MHz 任意波形発生器
(MSOモデルのみ）  MSO7000-AWG

型　名

価　格
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NEW!

日本語メニュー対応

ミクスド・シグナル／デジタル・オシロスコープミクスド・シグナル／デジタル・オシロスコープ

周波数帯域 ： 600 ~ 2GHz, 4ch

￥1,188,000 ～（税抜き）
MSO8000 シリーズ
ミクスド・シグナル／デジタル・オシロスコープ

製品特徴

周波数帯域 ： 600MHz, 1GHz, 2GHz （50Ω 入力）
4アナログ・チャンネル、16デジタル・チャンネル（デジタル・プローブはオプション）
垂直軸レンジ ： 1mV/div ～ 10V/div （1MΩ）
最高サンプル・レート ： アナログ・チャンネル 10Gsa/s 
           　　　　　  デジタル・チャンネル 1.25Gsa/s
最大レコード長：500Mポイント
多様なシリアル・プロトコル・トリガとデコード（オプション）
リアルタイム・アイ・ダイアグラム＆ジッタ解析 （オプション）
41種の波形パラメータ自動測定；フルメモリ・ハードウェア測定
豊富な演算、FFT解析、ピーク・サーチ
波形ヒストグラム解析
2チャンネル 25MHz 信号発生器内蔵（オプション）
インタフェース ： USBホスト＆デバイス, LAN(LXI), HDMI, TRIG OUT
Webでリモート・コントロール
10.1インチ 1024x600 静電容量式マルチタッ・チディスプレイ
256レベル輝度諧調表示、カラー・グレード

ウルトラビジョンⅡ
■  サンプル・レート：最高 10Gsa/s 
■  レコード長：最大 500Mポイント
■  波形取り込みレート：最高 600,000wfms/s
■  リアルタイム波形レコード＆リプレイ：最高 450,000フレーム

■  フルメモリ・ハードウェア自動測定
■  フル・デジタル・トリガ
■  波形ヒストグラム解析

電源ケーブル －
USBケーブル CB-USBA-USBB-FF-150

RP3500A
パッシブ・プローブ 2本　
(1.5GHz、MSO8064を除く） RP6150A

RP3500A

フロント・パネル・カバー DS8000-FPC
クイックガイド －

標準アクセサリ
内　容 型　名

パッシブ・プローブ 4本(500MHz）

RP3500A

オプション・アクセサリ
内　容 型　名

PCシリアル・バスのトリガと解析（RS232/UART） 　DS8000-COMP
組み込みシリアル・バスのトリガと解析（I2C、SPI） 　DS8000-EMBD

LAプローブ1本（MSOのみ）

内　容 型　名

自動車シリアル・バスのトリガと解析（CAN、LIN） 　DS8000-AUTO
FleｘRayシリアル・バスのトリガと解析（FlexRay） 　DS8000-FLEX
オーディオ・シリアル・バスのトリガと解析（I2S） 　DS8000-AUDIO

内蔵電力解析  DS8000-PWR
リアルタイム・アイ・ダイアグラム＆ジッタ解析  MSO8000-JITTER
バンドルオプション(上記9つのオプションをバンドル)  MSO8000-BND
デジタル・プローブ  RPL2316

MIL-STD-1553シリアル・バスのトリガと解析
(MIL-STD-1553） 　DS8000-AERO

2チャンネル 25MHz 任意波形発生器  MSO8000-AWG

周波数帯域アップグレード 600MHz から1GHz
周波数帯域アップグレード 600MHz から2GHz
周波数帯域アップグレード 1GHz から2GHz

 MSO8000-BW6T10
 MSO8000-BW6T20
 MSO8000-BW10T20

 型名 MSO8064 MSO8104 MSO8204
 価格 ¥1,188,000 ¥1,488,000 ¥1,888,000

 アナログ周波数帯域 50Ω入力 600MHz 1GHz 2GHz
1MΩ入力 500MHz

 立上り時間（代表値） 50Ω入力 ≦583ps ≦350ps ≦175ps

 入出力チャンネル数

アナログ入力チャンネル  ： 4
EXT入力チャンネル  ： 1

デジタル入力チャンネル  ： 16　（デジタル・プローブはオプション）
任意波形発生出力チャンネル  ： 2　（オプション）

 最高サンプル・レート アナログ ）ルネンャチ4（s/aSG5.2、）ルネンャチ2（s/aSG5、）ルネンャチ1（s/aSG01
デジタル ）ルネンャチ全（s/aSG52.1

 最大レコード長 アナログ 500Mポイント（1チャンネル）、250Mポイント（2チャンネル）、125Mポイント（4チャンネル）
デジタル 62.5Mポイント（全チャンネル）

 最高波形取り込みレート > 600,000 wfms/s
 ハードウェア・リアルタイム
 波形レコード＆リプレイ ）ルネンャチ1（smfw000,054 >

 寸法・重量 410mm(W) × 224mm(H) ×135mm(D)　・　4.0kg以下
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電源ケーブル
クイック・ガイド（ハードコピー）

－
－

標準アクセサリ
内 容 型 名

オプション・アクセサリ

リアルタイム・スペクトラム・アナライザ

 RSA3000シリーズ￥288,800 ～
 RSA5000シリーズ￥959,000 ～（税抜き）

デンシティ表示 周波数マスク・トリガ

RSA3000シリ－ズ掃引式スペクトラム・アナライザ・モード

デンシティ表示＆スペクトログラム表示

RSA3000シリーズはホワイト・カラーのリアルタイム・スペクトラム・アナライ
ザのエントリー・モデルです。リアルタイム性能はオプションでRSA5000シリー
ズ相当に拡張可能です（Eモデルを除く）。

RSA5000シリーズは黒をベースに赤いアクセントのアナログ性能と将来の拡張性
に余裕のあるモデルです。
両モデルともリアルタイム・スペクトラム・アナライザ・モードだけでなく掃引
式スペクトラム・アナライザ・モードでも動作し、従来のスペクトラム・アナラ
イザと同様なアプリケーションにも対応可能です。

周波数帯域 ： 1.5 ~ 6.5GHz

RSA3000/ 5000 シリーズ
リアルタイム・スペクトラム・アナライザ

製品特徴

周波数レンジ ：9kHz ~ 6.5GHz.
ウルトラリアル ・ テクノロジ
　　最高 40MHz リアルタイム帯域幅 (RTBW)
　　最小 7.45μs 100% 信号補足確率 (POI)
　　周波数マスク ・ トリガ
　　多様な表示モード
最小 1Hz 分解能帯域幅 (RBW)
最小 -165dBm 表示平均ノイズ ・ レベル(DANL)
最小 -108dBc/Hz 位相ノイズ
拡張測定機能 (AMK) (オプション)
トラッキング ・ ジェネレータ (－TGモデル)
EMI フィルタと準尖頭値検波器 (RSA3000はオプション)
インタフェース ： USB, LAN, HDMI
10.1 インチ マルチ ・ タッチ ・ ディスプレイ

ウルトラリアル
■    シームレスなスペクトラム解析
■    周波数マスク・トリガ
■    デンシティやスペクトログラム，
　PvT（パワーvs時開）などの
　様々な表示モード

NEW!

内容  型 名
 高安定発振器  OCXO-C08
 ラック・マウント・キット  RM6041
 プリアンプ  RSA3000E-PA
 拡張測定機能  RSA3000E-AMK
 EMCフィルタ＆準尖頭値検波器キット  RSA3000E-EMC
 EMI測定（-EMCを含む）  RSA3000E-EMI

内 容  型名
 プリアンプ  RSA3000-PA
 拡張測定機能  RSA3000-AMK
 RBW 1Hz ～ 10MHz  RSA3000-BW1
 25MHz リアルタイム帯域幅  RSA3000-B25
 40MHz リアルタイム帯域幅  RSA3000-B40
 EMCフィルタ＆準尖頭値検波器キット  RSA3000-EMC
 EMI測定（-EMCを含む）  RSA3000-EMI
 プリアンプ  RSA5000-PA
 拡張測定機能  RSA5000-AMK
 40MHz リアルタイム帯域幅  RSA5000-B40
 EMI測定  RSA5000-EMI

型名 RSA3015E RSA3030E RSA3030 RSA3045 RSA5032 RSA5065
RSA3015E-TG RSA3030E-TG RSA3030-TG RSA3045-TG RSA5032-TG RSA5065-TG

価格 ¥288,000 ¥488,000 ¥599,800 ¥759,800 ¥959,000 ¥1,199,000
¥388,000 ¥588,000 ¥729,800 ¥889,800 ¥1,059,000 ¥1,319,000

周波数レンジ 9kHz ～ 1.5GHz 9kHz ～ 3GHz 9kHz ～ 3GHz 9kHz ～ 4.5GHz 9kHz ～ 3.2GHz 9kHz ～ 6.5GHz
周波数安定度 0.5ppm　（ OCXO-C08 オプション 0.005ppm ）
位相ノイズ  fc=500MHz、10kHzオフセット ）値表代（zH/cBd201- ）値表代（zH/cBd801-
表示平均ノイズレベル プリアンプ・オフ -141dBm（代表値） -145dBm（代表値）

プリアンプ・オン (オプション） -161dBm（代表値） -165dBm（代表値）
分解能帯域幅 　-3dB 1Hz ～ 3MHz 10Hz ～ 3MHz　

（オプション 1Hz ～ 10MHz）
1Hz ～ 10MHz

　-6dB ）ンョシプオ（ zHM1 ,zHk021 ,zHk9 ,zH002 200Hz, 9kHz, 120kHz, 1MHz
レベル測定確度 < 1.0dB（公称値） < 0.8dB（公称値）
最小掃引時間 1ms
トラッキング・ジェネレータ出力レベル・レンジ
（－TGモデル）

-40dBm～0dBm

リアルタイム帯域幅 10MHz 10MHz　
（オプション 25MHz、40MHz)

25MHz　
（オプション 40MHz)

FFTレート ）値称公（s/484,641

100%信号補足確率 9.3us 9.3us　
（オプション 7.82us、7.45us）

7.45us

スプリアス・フリー・ダイナミック・レンジ ）値表代（ cBd05 ）値表代（ cBd06
　寸法・重量 410mm(W) X 224mm(H) X 135mm(D)　・　4.65kg , 4.95kg ( -TGモデル )
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日本語メニュー対応

スペクトラム・アナライザ

￥188,000 ～（税抜き）

製品特徴

周波数レンジ ： 9kHz ～ 7.5GHz
最小 -161dBm 表示平均ノイズ・レベル(DANL)
最小 <-98dBc/Hz @ 10kHzオフセット 位相ノイズ ・ レベル
ノイズ・レベル測定確度 < 0.8dB
最小 10Hz 分解能帯域幅（RBW) (7.5GHz までの周波数レンジ)
トラッキング ・ ジェネレータ内臓（DSA8XX-TG)
拡張測定機能 (オプション)
EMI フィルタ＆ 準尖頭値検波器キット (オプション)
VSWR 測定キット (オプション)
インタフェース： LAN (LXl) , USBホスト ＆ デバイス
8 インチWVGA (800 x 480) ディスプレイ

周波数帯域 ： 1.5 ~ 7.5GHzDSA800 シリーズ
スペクトラム・アナライザ

周波数レンジ ：9kHz ~ 6.5GHz.
ウルトラリアル ・ テクノロジ
　　最高 40MHz リアルタイム帯域幅 (RTBW)
　　最小 7.45μs 100% 信号補足確率 (POI)
　　周波数マスク ・ トリガ
　　多様な表示モード
最小 1Hz 分解能帯域幅 (RBW)
最小 -165dBm 表示平均ノイズ ・ レベル(DANL)
最小 -108dBc/Hz 位相ノイズ
拡張測定機能 (AMK) (オプション)
トラッキング ・ ジェネレータ (－TGモデル)
EMI フィルタと準尖頭値検波器 (RSA3000はオプション)
インタフェース ： USB, LAN, HDMI
10.1 インチ マルチ ・ タッチ ・ ディスプレイ

シグナル・シームレス・キャプチャ

EMI プリコンプライアンス・ソフトウェア

近接界プローブ（30MHz ~ 3GHz)

ASK, FSK デモジュレーション解析ソフトウェア

EMI　フィルタ＆準尖頭値検波器

拡張測定機能

VSWR 測定パッケージ

DSA PCソフトウェア

ラックマウント・キット

ソフト・キャリング・バッグ

SSC-DSA

S1210

NFP-3

S1220

EMI-DSA800

AMK-DSA800

VSWR-DSA800

Ultra Spectrum

RM-DSA800

BAG-G1

拡張測定機能「AMK-DSA800」オプション

■  トータル・パワー
■  隣接チャンネル漏洩電力
■   チャンネル・パワー
■   占有帯域幅
■   放射帯域幅　■    高調波歪み
■   C/N比  　　 ■    3次相互変調

内　容 型　名

電源ケーブル

クイック・ガイド（ハードコピー）

－

－

標準アクセサリ
内　容 型　名

オプション・アクセサリ

以下の測定機能を追加できます。

 型名 DSA815 DSA875
DSA815-TG DSA875-TG

 価格 ¥188,000 ¥868,000
¥198,000 ¥998,000

 周波数
 周波数レンジ 9kHz～1.5GHz 9kHz～7.5GHz
 周波数分解能 1Hz
 SSB位相ノイズ 20℃～30℃ , fc=1GHz

 キャリア・オフセット
 10kHz <-80dBc/Hz <-98dBc/Hz
 100kHz <-100dBc/Hz (代表値) <-100dBc/Hz (代表値)
 1MHz <-115dBc/Hz (代表値) <-120dBc/Hz (代表値)

 周波数帯域幅
 分解能帯域幅 (-3dB) 10Hz～1MHz, 1-3-10シーケンス
 分解能帯域幅確度 ）値称公（ %5<
 分解能フィルタ・シェープ・ファクタ (60dB: 3dB) ）値称公（ 5<
 ビデオ帯域幅 (-3dB) 1Hz～3MHz, 1-3-10シーケンス
 分解能帯域幅 (-6dB) (EMI-DSA800オプション) 200Hz, 9kHz, 120kHz
 表示平均ノイズ・レベル (DANL) 0dB RFアッテネータ,  分解能帯域幅=ビデオ帯域幅=100Hz,  サンプル・ディテクタ,  トレース・アベレージ≥ 50,  

トラッキング・ジェネレータ・オフ,  ノーマライズ1Hz,  20℃～30℃,  入力終端50Ω

 プリアンプ・オフ

 9 kHz～100 kHz - <-120dBm (代表値)
 100 kHz～5 MHz <-130dBm + 6 X (f/1GHz)dB, <-135dBm (代表値)

( ただし1MHz以下では <-110dBm, <-130dBm (代表値) )
<-135dBm, <-138dBm (代表値)

 5 MHz～1.5 GHz <-140dBm, <-144dBm (代表値) 1.5 MHz～3.2 GHz -
 3.2 GHz～6 GHz - <-136dBm, <-140dBm (代表値)
 6 GHz～7.5 GHz - <-131dBm, <-135dBm (代表値)

 プリアンプ・オン

 100 kHz～1 MHz <-130dBm, <-150dBm (代表値) <-152dBm, <-155dBm (代表値) 1 MHz～5 MHz <-150dBm + 6 X (f/1GHz)dB, <-155dBm (代表値) 5 MHz～1.5GHz <-157dBm, <-161dBm (代表値) 1.5 GHz～3.2 GHz -
 3.2 GHz～6 GHz - <-153dBm, <-157dBm (代表値)
 6 GHz～7.5 GHz - <-148dBm, <-152dBm (代表値)

 レベル測定確度 95%信頼度,  S/N>20dB,  分解能帯域幅=ビデオ帯域幅=1 kHz,  プリアンプ・オフ,  10dB RFアッテネータ,  
-50dBm<RF入力レベル≤0dBm,  fc>10MHz,  20 ºC～ 30 ºC

）値称公（ Bd5.1< ）値称公（ Bd8.0<
 トラッキング・ジェネレータ出力 DSA815-TG DSA875-TG
 周波数 レンジ 100kHz～1.5GHz 100kHz～7.5GHz
 出力レベル・レンジ -20dBm～0dBm -30dBm～0dBm
 出力レベル分解能 1dB
 寸法 ・ 重量 362mm (W) × 179mm (H) × 128mm (D) ・ 4.25～5.15kg
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RF シグナル ・ ジェネレータ

パルス変調 , パルス・ジェネレータ

パ ルス・トレイン・ジェネレ一タ 

高安定度 OCXO リファレンス・クロック

ラック・マウント・キット（1台用）

ラック・マウント・キット（2台用）

DSG800-PUM

DSG800-PUG 

OCXO-B08 

RM-1-DG1000Z 

RM-2-DG1000Z 

○：対応 , ×：非対応 , △：対応（パルス変調がオンになると、AM変調能力が減少する）

DSG800 シリーズ
RFシグナル ・ ジェネレータ

製品特徴

最高周波数 ： 2.1GHz,  3.6GHz
振幅精度 ： 最高 < 0.5dB（代表値）
振幅レンジ ： -110ｄBm ~ +13ｄBｍ（100ｋHz以上）
位相ノイズ : <-112dBc/Hz, 20kHzオフセット（100kHz～1.5GHz, 代表値）
標準2ｐｐｍ内部クロック,5ｐｐｂ 高安定度クロック（オプション）
標準AM／FM／PM アナログ変調
パルス変調 ： オン－オフ比率 70dB, パルス・トレイン（オプション）
内部／外部変調モード・サポート
低周波汎用ジェネレータ LF 出力搭載
インタフェース： USB ホスト & デバイス, LAN（LXI）

高出力パワー + 20dBm（代表値）

■    100kHz ~ で + 20dBm
    という高出力を実現
 ■    アンプやミキサの歪み試験に

内　容 型　名

同時変調
(パルス変調はオプション)

AM

－

○

○

△

○

－

×

○

○

×

－

○

△

○

○

－

AM

FM

PM

パルス

FM PM パルス

電源ケーブル

クイック・ガイド
(ハードコピー)

－

－

標準アクセサリ オプション・アクセサリ
内　容 型　名

周波数帯域 ： 2.1GHz / 3.6GHz

￥298,000 ～（税抜き）
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RF シグナル ・ ジェネレータ

外部トリガ入力,  信号有効出力,  パルス入出力,  外部変調信号入力,  10MHz入力,  10MHz出力,

 型名 DSG821 DSG821A DSG836 DSG836A
 価格 ¥298,800 ¥498,800 ¥498,800 ¥728,800
 レンジ  周波数 9kHz ～ 2.1GHz 9kHz ～ 3.6GHz

 レベル仕様 -110dBm ～ +13dBm　（100kHz ≦ f）
 レベル設定 -110dBm ～ +5dBm　（9kHz ≦ f < 100kHz）

-110dBm ～ +20dBm　（100kHz ≦ f）
 リファレンス・クロック安定度 < 2ppm（標準）,　< 5ppb（OCXO-B08オプション） 　（温度範囲 0℃～50℃にて、25℃基準）
 レベル確度  +13dBm to -60dBm ≦ 0.9dB,　≦ 0.5dB（代表値）

 -60dBm to -110dBm ≦ 1.1dB,　≦ 0.7dB（代表値）
 SSB
 位相ノイズ

 100kHz ≦ f ≦ 1.5GHz   ）値表代（zH/cBd211-<  ,zH/cBd501-<
 1.5GHz < f ≦ 3.6GHz   ）値表代（zH/cBd601-<  ,zH/cBd99-<

 スイープ  スイープ・タイプ ステップ（リニア／ログ）,   リスト
 スイープ・モード シングル,   連続

 変調 AM,   FM,   PM,   パルス変調（オプション）,   IQ変調（Aモデルのみ）

 AM
 変調度 0% ～ 100%
 設定の不確かさ ）zHk1 ＝ domf（ 　　）%1 + %4 × 値定設（ < 
 変調周波数応答 ）zHk001 ～ zH01/CD ,%08 < m（　   ）値称公（ Bd 3 <

 FM
 最大偏差 ）値の 1 ～ 521.0 るよにドンバ数波周はN（     ）値称公（ zHM1 × N
 設定の不確かさ ）調変部内 ,zHk1 = domf （     zH02 + %2 × 値定設 <
 変調周波数応答 ）zHk001 ～ zH01/CD（　   ）値称公（ Bd 3 <

 PM
 最大偏差 ）値の 1 ～ 521.0 るよにドンバ数波周はN（     ）値称公（ dar5 × N
 設定の不確かさ ）調変部内 ,zHk1 = domf（     dar1.0 + %1 × 値定設 <
 変調周波数応答 ）zHk001 ～ zH01/CD（　   ）値称公（ Bd 3 <

 パルス
（オプション）

 ON／OFF比 ）zHG6.3 < f ≤ zHk001（ Bd 07 >
 立上り／立下り 時間 < 50 ns
 モード シングル・パルス,  パルス・トレイン

 IQ変調  キャリヤ周波数範囲 - 50MHz ≤ f ≤ 2.1GHz - 50MHz ≤ f ≤ 3.6GHz

 一般

 フロント・パネル・コネクタ RF出力,  内部変調ジェネレータ（LF）出力

 リヤ・パネル・コネクタ
IQベースバンド入出力（Aモデルのみ）

 インタフェース USBホスト＆デバイス,  LAN
 ディスプレイ 3.5インチ 320x240 TFT カラーLCD
 寸法・重量 262mm（W） × 112mm（H） × 319mm（D）　：　4.2kG



最高周波数 ： 2.1GHz,  3.6GHz
振幅精度 ： 最高 < 0.5dB（代表値）
振幅レンジ ： -110ｄBm ~ +13ｄBｍ（100ｋHz以上）
位相ノイズ : <-112dBc/Hz, 20kHzオフセット（100kHz～1.5GHz, 代表値）
標準2ｐｐｍ内部クロック,5ｐｐｂ 高安定度クロック（オプション）
標準AM／FM／PM アナログ変調
パルス変調 ： オン－オフ比率 70dB, パルス・トレイン（オプション）
内部／外部変調モード・サポート
低周波汎用ジェネレータ LF 出力搭載
インタフェース： USB ホスト & デバイス, LAN（LXI）

任意波形／ファンクション・ジェネレータ

DG800/900 シリーズ

DG800 シリーズ

DG900 シリーズ

任意波形 ／ ファンクション ・ ジェネレータ

製品特徴

最高出力周波数　 DG800 ： 10MHz, 25MHz, 35MHz 
                         DG900 ： 50MHz, 70MHz, 100MHz      
SiFi Ⅱ テクノロジ ： 200ps以下の低ジッタ
2チャンネル出力
最高サンプル・レート DG800 ： 125MSa/s, DG900 ： 250MSa/s
垂直分解能 ： 16ビット
任意波形メモリ長 DG800 ： 2Mポイント（オプション 8Mポイント） 
  　　　　　　　DG900 ： 16Mポイント
周波数安定度 ： ±1ppm, 位相ノイズ ： -105dBc/Hz
160種のビルトイン波形
RS232, PRBS（疑似ランダム・ビット・シーケンス）, デュアルトーン 出力可能
8次高調波ジェネレータ機能
7桁/s 240MHz帯域周波数カウンタ
波形加算機能 ： CH出力設定に対して基本波やノイズを加算して出力可能
インタフェース ： USB ホスト&デバイス
4.3インチ TFT カラー・タッチ・ディスプレイ

周波数帯域 ： 10MHz ~ 100MHz

￥49,800 ～（税抜き）

オプション

電源ケーブル

BNCケーブル (DG81xは除く）

USBケーブル (DG8xxは除く）

クイック・ガイド (ハードコピー） 

－

CB-BNC-BNC-MM-100

CB-USBA-USBB-FF-150

－

標準アクセサリ
内　容 型　名

メモリ長8Mポイント拡張オプション(DG800専用）  DG800-ARB8M
内　容 型　名

NEW!

DG812 DG822 DG832 DG952 DG972 DG992

¥49,800 ¥52,800 ¥65,800 ¥79,800 ¥99,800 ¥119,800

10MHz 25MHz 35MHz 50MHz 70MHz 100MHz
 サンプル・レート

基本波形
125MSa/s 250MSa/s

 PRBS
 デュアル・トーン
 RS232
 任意波形（シーケンス）
 ノイズ（-3dB）

1uHz

 オフセット

 バースト
 スイープ

 型　名

 価　格
最高周波数

 

波形種類

 正弦波、方形波、ランプ波、パルス波、ノイズ、DC、デュアル・トーン、高調波、PRBS、RS232
 ビルトイン波形 160種：　Sinc、指数立上り、指数立下り、心電図（ECG）、ガウス、ハーバーサイン、ローレンツ、などを含む
 
任意波形
（シーケンス）

最長メモリ長：2Mポイント（オプション 8Mポイント） 最長メモリ長：16Mポイント
最高サンプルレート：30MSa/s 最高サンプルレート：60MSa/s

垂直分解能：16ビット
 

周波数特性

1uHz ～ 10MHz 1uHz ～ 25MHz 1uHz ～ 35MHz 1uHz ～ 50MHz 1uHz ～ 70MHz 1uHz ～ 100MHz

 方形波 1uHz ～ 5MHz  1uHz ～ 10MHz 1uHz ～ 15MHz 1uHz ～20MHz 1uHz ～ 25MHz

 ランプ波 1uHz ～ 200kHz 1uHz ～ 500kHz  1uHz ～1MHz  1uHz ～ 1.5MHz  1uHz ～ 2MHz  
 パルス波 1uHz ～ 5MHz 1uHz ～ 10MHz  1uHz ～ 15MHz 1uHz ～ 20MHz  1uHz ～ 25MHz 

 高調波 1uHz ～ 5MHz  1uHz ～ 10MHz 1uHz ～ 15MHz 1uHz ～ 20MHz  1uHz ～ 25MHz 
2kbps ～ 10Mbps 2kbps ～ 20Mbps  2kbps ～ 30Mbps 2kbps ～ 40Mbps  2kbps ～ 50Mbps 2kbps ～ 60Mbps  
1uHz ～ 10MHz 1uHz ～ 20MHz  

ボー・レート：　9600, 14400, 19200, 38400, 57600, 115200, 128000, 230400
2kSa/s ～ 30MSa/s 2kSa/s ～ 60MSa/s  

 100MHz帯域幅
 ビルトイン波形 1uHz ～ 5MHz 1uHz ～ 10MHz 1uHz ～ 15MHz 1uHz ～ 20MHz
 分解能
 確度 ±（設定値の1ppm + 10pHz）, 18℃～28℃

 出力特性
（50Ω負荷）

 

振幅範囲

≦10MHz：　1mVpp ～ 10Vpp ≦10MHz：　1mVpp ～ 10Vpp
≦30MHz：　1mVpp ～ 5Vpp ≦30MHz：　1mVpp ～ 5Vpp
≦35MHz：　1mVpp ～ 2.5Vpp ≦60MHz：　1mVpp ～ 2.5Vpp

≦100MHz：　1mVpp ～ 1Vpp
振幅確度 ±（設定値の1%）±5mV、 代表値（1kHz正弦波、0Vオフセット、＞10mVpp,　レンジ設定：auto）　　
 分解能 0.1mVpp または 4桁

範囲： ±5V（ピークAC+DC）、確度：±（設定値の1% + 5mV + 振幅の1%）
AM、FM、PM、ASK、FSK、PSK、PWM

正弦波、方形波、ランプ波、パルス波、ノイズ、ビルトイン波形、PRBS、RS232、任意波形、シーケンス（DC、デュアル・トーン、高調波を除く）
正弦波、方形波、ランプ波、ビルトイン波形

周波数カウンタ 1uHz ～ 240MHz ： 7桁（ゲート時間 1秒）： 周波数、周期、正パルス幅、負パルス幅、デューティ比
寸法・重量 238mm（W） x  97mm（H） x  268mm（D）・ 1.75kg

正弦波

変調
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200MSa/s

 ≤ 5MHz 2ppm + 200ps, > 5MHz 200ps（代表値） : （1Vpp）
ポイント編集， ブロック編集, 挿入内蔵波形

< 5ns（代表値） ： （1Vpp）

8ポイント ~ 2M／8Mポイント（16Mポイント・オプション）
14ビット

偶数高調波， 奇数高調波, 次数高調波， ユーザー
≤ 8

各次高調波位相設定可能
各次高調波振幅設定可能

200MSa/s

正弦波を含む160種類，指数立上り，指散立下り，心電図，ガウス，
ヘイバーサイン，ローレンツ，デュアルトーン信号,DC電圧，その他

正弦波， 方形波, ランプ, バルス, ノイズ

2
25MHz 30MHz 60MHz

1μHz

 ≤ 30MHz : 2.5mVpp ~ 5.0Vpp
 ≤ 60MHz : 2.5mVpp ~ 2.5Vpp

設定値の ± 1ppm, 18℃ ~ 28℃
 ≤ 10MHz : 2.5mVpp ~ 10Vpp

代表値（1kHz正弦波， 0Vオフセット， > 10mVpp, 自動）
設定値の ± 1% ±1mV

代表値（正弦波 ， 2.5Vpp） ≤ 10MHz ± 0.1dB
代表値（正弦波 ， 2.5Vpp） ≤ 60MHz ± 0.2dB

0.1mVpp または 4桁
±5V（ピークAC + DC）

±（設定値の1% + 5mV + 振幅の0.5%）
50Ω （代表値）

短絡保護， 過負荷時自動出力無効機能
AM, FM, PM, ASK, FSK, PSK, PWM

正弦波 ， 方形波 ， ランプ， ノイズ ， 任意波形（DCを除く）
正弦波 ， 方形波 ， ランプ， ノイズ ， 任意波形（DCを除く）
周波数 ， 周期 ， 正方向／ 負方向パルス幅 ， デューティ比

7桁/s （ゲート時間=1s）

1μHz ~ 500kHz

1μHz ~ 200MHz
262mm (W) x 112mm (H) x 319mm (D)  ・  3.2kg

￥68,000 ￥88,000 ￥98,800

1μHz ~ 25MHz 1μHz ~ 30MHz 1μHz ~ 60MHz
1μHz ~ 25MHz 1μHz ~ 25MHz 1μHz ~ 25MHz

25MHz 帯域幅 30MHz 帯域幅 60MHz 帯域幅

1μHz ~ 1MHz
1μHz ~ 15MHz 1μHz ~ 25MHz
1μHz ~ 10MHz 1μHz ~ 20MHz

1μHz ~ 10MHz 1μHz ~ 20MHz

DG1022Z DG1062ZDG1032Z

任意波形／ファンクション・ジェネレータ

￥68,000 ～（税抜き）

製品特徴

最高出力周波数 ： 25MHz, 30MHz, 60MHz
サンプル ・ レート ： 200MSa/s
垂直分解能 ： 14 ビット
2 チャンネル出力 
高周波数安定度：±1ppm
低位相ノイズ ： -125dBc/Hz
最大 16M ポイント（オプション） 任意波形メモり
7桁/s, 200MHz カウンタ
8 次高調波ジェネレータ機能
SiFi テクノロジにより最小 200ps の低ジッタを実現
波形加算機能標準装備
インタフェース： USBホスト ＆ デバイス， LAN（LXIC Core Device 2011）

周波数帯域 ： 25MHz / 30MHz / 60MHz DＧ1000Ｚ シリーズ
任意波形 ／ ファンクション・ジェネレータ

型　名

価　格
チャンネル
最高周波数
サンプル・レート

波形
基本波形

内蔵任意波形

正弦波
方形波
ランプ
パルス
高調波
ノイズ（-3dB）
任意波形
分解能
精度

周波数範囲

出力特性
振幅(50Ω負荷)

周波数カウンタ

波形出力

変調特性
バースト機能
掃引機能

一般

分解能
オフセットレンジ
オフセット精度
出カインピーダンス
保護
変調タイプ
キャリア波形
キャリア波形
機能
周波数分解能
周波数レンジ
寸法・重量

レンジ

精度

フラットネス

PC ソフトウェア

16M ポイント任意波形メモリ

ラック・マウント・キット(1台用）

ラック・マウント・キット(2台用）

40dB アッテネータ

10W パワー・アンプ

Ulta Station

Arb16M-DG1000Z

RM-1-DG1000Z

RM-2-DG1000Z

RA5040K

PA1011

内　容 型　名

電源ケーブル

クイック・ガイド
(ハードコピー）

USBケーブル

BNCケーブル（1ｍ）

－

－

CB-USBA-USBB-FF-150

CB-BNC-BNC-MM-100

標準アクセサリ オプション・アクセサリ
内　容 型　名

任意波形

豊富なアナログ・デジタル変調機能

波形長
垂直分解能
サンプル・レート
最小立上り／
立下り時間
ジッタ（実効値）
編集モード
高調波出力
高調波次数
高調波タイプ
高調波振幅
高調波位相

高分解能カウンターと統計解析機能

8次高調波ジェネレータ機能 160以上の波形を内蔵

任意波形／ファンクション・ジェネレータ
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NEW!

最高出力周波数 ： 25MHz, 30MHz, 60MHz
サンプル ・ レート ： 200MSa/s
垂直分解能 ： 14 ビット
2 チャンネル出力 
高周波数安定度：±1ppm
低位相ノイズ ： -125dBc/Hz
最大 16M ポイント（オプション） 任意波形メモり
7桁/s, 200MHz カウンタ
8 次高調波ジェネレータ機能
SiFi テクノロジにより最小 200ps の低ジッタを実現
波形加算機能標準装備
インタフェース： USBホスト ＆ デバイス， LAN（LXIC Core Device 2011）

電源ケーブル

 BNCケーブル

USBケーブル

 クイック・ガイド（ハードコピー）

－

CB-BNC-BNC-MM-100

 CB-USBA-USBB-FF-150

－

内　容 型　名

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

￥79,800 ～（税抜き）

製品特徴

最高出力周波数 ： 50MHz, 70MHz, 100MHz      
SiFi II テクノロジ ： 200ps以下の低ジッタ
2チャンネル出力
最高サンプル・レート ： 250MSa/s
垂直分解能：16ビット
任意波形メモリ長 ： 16Mポイント
周波数安定度：±1ppm,　位相ノイズ ： -105dBc/Hz
160種のビルトイン波形
RS232, PRBS（疑似ランダム・ビット・シーケンス）, デュアルトーン 出力可能
8次高調波ジェネレータ機能
7桁/s 240MHz帯域周波数カウンタ
波形加算機能 ： CH出力設定に対して基本波やノイズを加算して出力可能
インタフェース ： USB ホスト&デバイス, LAN
4.3インチ TFT カラー・タッチ・ディスプレイ

周波数帯域 ： 50MHz ～ 100MHzDＧ2000 シリーズ
任意波形 ／ ファンクション・ジェネレータ

標準アクセサリ

 型名 DG2052 DG2072 DG2102
 価格 ¥79,800 ¥99,800 ¥119,800
 最高周波数 50MHz 70MHz 100MHz
 サンプル・レート 250MSa/s

 波形種類

 基本波形 正弦波、方形波、ランプ波、パルス波、ノイズ、DC、デュアル・トーン、高調波、PRBS、RS232
 ビルトイン波形 160種 ： Sinc、指数立上り、指数立下り、心電図（ECG）、ガウス、ハーバーサイン、ローレンツ、などを含む

 任意波形
（シーケンス）

最長メモリ長 ： 16Mポイント
最高サンプルレート ： 60MSa/s
垂直分解能 ： 16ビット

 周波数特性

 正弦波 1uHz ～ 50MHz 1uHz ～ 70MHz 1uHz ～ 100MHz
 方形波 1uHz ～ 15MHz 1uHz ～ 20MHz 1uHz ～ 25MHz
 ランプ波 1uHz ～ 1.5MHz 1uHz ～ 2MHz
 パルス波 1uHz ～ 15MHz 1uHz ～ 20MHz 1uHz ～ 25MHz
 高調波 1uHz ～ 20MHz 1uHz ～ 25MHz
 PRBS 2kbps ～ 40Mbps 2kbps ～ 50Mbps 2kbps ～ 60Mbps
 デュアル・トーン 1uHz ～ 20MHz
 RS232 ボー・レート：　9600, 14400, 19200, 38400, 57600, 115200, 128000, 230400
 任意波形（シーケンス） 2kSa/s ～ 60MSa/s
 ノイズ（-3dB） 100MHz帯域幅
 ビルトイン波形 1uHz ～ 15MHz 1uHz ～ 20MHz
 分解能 1uHz
 確度 ±（設定値の1ppm + 10pHz）,　18℃～28℃

 出力特性
（50Ω負荷）

 振幅範囲

≦10MHz ： 1mVpp ～ 10Vpp
≦30MHz ： 1mVpp ～ 5Vpp
≦60MHz ： 1mVpp ～ 2.5Vpp
≦100MHz ： 1mVpp ～ 1Vpp

 振幅確度 ±（設定値の1%）±5mV、 代表値（1kHz正弦波、0Vオフセット、＞10mVpp,　レンジ設定：auto）　　
 分解能 0.1mVpp または 4桁
 オフセット 範囲 ： ±5V（ピークAC+DC）、　確度 ： ±（設定値の1% + 5mV + 振幅の1%）

 変調 AM、FM、PM、ASK、FSK、PSK、PWM
 バースト バースト・カウント ： 1 ～ 1,000,000 または無限、　　　　バースト・ソース ： 内部／外部／マニュアル
 スイープ スイープ・タイプ ： リニア／ログ／ステップ、   スイープ形状 ： アップ／ダウン／アップ＆ダウン
 周波数カウンタ 比ィテーュデ、幅スルパ負、幅スルパ正、期周、数波周 ： ）秒1 間時トーゲ（桁7 ： zHM042 ～ zHu1
 インタフェース USBホスト＆デバイス,  LAN
 寸法・重量 262mm（W） x 112mm（H） x 319mm（D）　・　3.2kg
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偶数, 奇数， 両方， ユーザ

500MSa/s

≤ 16

全ての高調波に設定可能
全ての高調波に設定可能

16Kポイント
１４ビット

DG4062 DG4102

> 10mVpp, 自動（代表値）： (1kHz 正弦波， 0V オフセット）
設定値の±1% ±2mVpp

≤ 120MHｚ ： 1mVpp ～ 2.5Vpp ≤ 100MHｚ ： 1mVpp ～ 2.5Vｐｐ 
≤ 160MHｚ ： 1mVpp ～ 1Vpp ≤ 200MHｚ ： 1mVpp ～ 1Vpp 

≤ 60MHｚ ： 1mVpp ～ 5Vｐｐ 
－
－ －

≤ 70MHz :1mVpp ~ 5Vpp

1μHz
±2ppm, 18℃ ~ 28℃

Vpp, Vrms, dBm
短絡保護， オーバーロード ・ リレー動作時， 自動的にメイン出力無効可

AM, FM, PM, ASK, FSK, PSK, BPSK, QPSK, 3FSK, 4FSK, OSK, PWM
正弦波，方形波，ランプ，バルス，ノイズ，任意波形(DCを除く）

0° ~ 360°
2µs ～ 500s
外部トリガ

2

500MSa/s
正弦波， 方形波， ランプ， パルス， ノイズ， 高調波

150積類， 含む正弦波， 指数立上り， 指数立下り， 心電図， ガウス， ヘイバーサイン，
ローレンツ， トーン信号， DC, その他

60MHz 100MHz 200MHz160MHz

1µHz ～ 60MHz 1µHz ～ 100MHz 1µHz ～ 200MHz 1µHz ～ 160MHz 
1µHz ～ 25MHz 1µHz ～ 40MHz 1µHz ～ 60MHz 1µHz ～ 50MHz 
1µHz ～ 1MHz 1µHz ～ 3MHz 1µHz ～ 5MHz 1µHz ～ 4MHz 
1µHz ～ 15MHz 1µHz ～ 25MHz 1µHz ～ 50MHz 1µHz ～ 40MHz 
1µHz ～ 30MHz 1µHz ～ 50MHz 1µHz ～ 100MHz 1µHz ～ 80MHz 
60MHz 周波数帯域 80MHz 周波数帯域 120MHz 周波数帯域120MHz 周波数帯域
1µHz ～ 15MHz 1µHz ～ 25MHz 1µHz ～ 50MHz 1µHz ～ 40MHz 

￥118,000 ￥148,000 ￥229,000￥198,000

DG4162 DG4202

内部， 外部または手動
0ns ~ 85s

周波数， 周期， 正方向／ 負方向バルス幅， デューティ比

313mm (W) x 161mm (H) x 117mm (D)  ・  3.2kg

7桁/s
1µHz ～ 200MHz 

1 ~ 1,000,000 または 無限
2mHz ～60MHz 2mHz ～100MHz 

豊富なアナログ・デジタル変調機能

高分解能カウンターと統計解析機能

16次高調波ジェネレータ機能

任意波形／ファンクション・ジェネレータ

DG4000 シリーズ
任意波形 ／ ファンクション ・ ジェネレータ

製品特徴

最高出力周波数 ： 200MHz, 160MHz, 100MHz, 60MHz
サンプル ・ レート ： 500MSa/s
垂直分解能 ： 14ビット
2 チャンネル出力
高周波数安定度 ： 2ppm
低位相ノイズ ： -115dBc/Hz (10MHz)
多様なアナログとデジタル変調機能
内蔵150波形
内蔵7桁/s, 200MHzカウンタ
16次高調波ジェネレータ機能標準搭載
インタフェース ： USB ホスト＆デバイス， LAN (LXI)
7 インチ液晶ディスプレイ (800 × 480)

≤ 20MHｚ ： 1mVpp ～ 10Vｐｐ 

型　名

価　格

波形

チャンネル
最高周波数
サンプル・レート

周波数
範囲

出力特性
振幅
(50Ω負荷)

カウンタ
仕様

バースト
特性

一般

変調特性

標準波形

任意波形

レンジ

精度

単位
保護

正弦波
方形波
ランプ
パルス
高調波
ノイズ（-3dB）
任意波形
分解能
精度

変調タイプ
キャリア波形
キャリア周波数
バースト・カウント
スタート/ストップ位相
内部周期
ゲート・ソース
トリガ・ソース
トリガ遅延
機能
周波数分解能
周波数レンジ
寸法・重量

周波数帯域 ： 60MHz ~ 200MHz

￥118,000 ～（税抜き）

PCソフトウェア

40dB アッテネータ

ラック・マウント・キット

ソフト・キャリング・バッグ

Ultra Station

RA5040K

RM-DG4000

BAG-G1

内　容 型　名

電源ケーブル

クイック・ガイド
(ハードコピー）

USBケーブル

BNCケーブル（1ｍ）

－

－

CB-USAB-USBB-FF-150

CB-BNC-BNC-MM-100

標準アクセサリ オプション・アクセサリ
内　容 型　名

任意波形
波形長
垂直分解能
サンプル・レート

高調波次数
高調波タイプ
高調波振幅
高調波位相

高調波出力
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トレンド表示真の6½,桁読み取り分解能 (DM3068)

マルチ・コマンド・サポート

デジタル ・ マルチメータ

￥69,800 ～（税抜き）

製品特徴

分解能 ： 2,200,000 カウント（DM3068）
　　　   240,000 カウント（DM3058, DM3058E）
電圧精度 ： 0.0035% DC （DM3068）
               0.015%  DC （DM3058, DM3058E）
最高測定スピード ： 10,000 rdgs/s （DM3068）
                         123 rdgs/s （DM3058, DM3058E）
最大10A電流測定レンジ
内蔵熱電対基準接点補償
リアルタイム・トレンドとヒストグラム表示機能
主流のDMMとコマンド互換
インタフェース ： USBホスト＆デバイス, RS-232 
                    GPIB（DM3058Eを除く）, LAN （DM3058Eを除く）

最大 ： 2,200,000 カウント分解能DM3000 シリーズ
6½ 桁， 5½ 桁デジタル ・ マルチメータ

最高出力周波数 ： 200MHz, 160MHz, 100MHz, 60MHz
サンプル ・ レート ： 500MSa/s
垂直分解能 ： 14ビット
2 チャンネル出力
高周波数安定度 ： 2ppm
低位相ノイズ ： -115dBc/Hz (10MHz)
多様なアナログとデジタル変調機能
内蔵150波形
内蔵7桁/s, 200MHzカウンタ
16次高調波ジェネレータ機能標準搭載
インタフェース ： USB ホスト＆デバイス， LAN (LXI)
7 インチ液晶ディスプレイ (800 × 480)

ケルビン・テスト・クリップ

ラック・マウント・キット（1台用）

KELVINTESTCLIP-DMM

RM-DM3000

内　容

電源ケーブル

クイック・ガイド
(ハードコピー）

USBケーブル

4スペア・ヒューズ

2テスト・リード（黒と赤）

2ワニロクリップ（黒と赤）

－

－

CB-USBA-USBB-FF-150

－

LD- DM

ALLIGATORCLIP-DMM

標準アクセサリ

オプション・アクセサリ

内　容 型　名

型　名

 型名 DM3058E DM3058 DM3068
 価格 ¥69,800 ¥83,800 ¥99,800
  確度仕様   レンジ ± ( 読み値の% +レンジの%) (校正温度 23℃ ±5℃ )
  直流電圧   200mV ~ 1000V 0.015 + 0.003 0.0035 + 0.0006
  直流電流   200uA ~ 10A 0.055 + 0.005 0.050 + 0.003
  交流電圧 (RMS)   200mV ~ 750V 0.2 + 0.05 0.06 + 0.04
  交流電流 (RMS)   200uA ~ 10A 0.30+ 0.10 0.10 + 0.04
  抵抗値   200Ω ~ 100MΩ 0.020 + 0.003 0.010 + 0.001
  ダイオード・テスト   2V/1mA 0.05 + 0.01 0.010 + 0.020
  導通試験   2000Ω/1mA 0.05 + 0.01 0.010 + 0.020
  周期/周波数 ）E8503MD ,8503MD（ zHM1-zH02 

）8603MD（ zHM1-zH3 
0.01+ 0.003 0.007

  キャパシタンス ）E8503MD ,8503MD（ Fm01 ~ Fn2 
）8603MD（ Fm001 ~ Fn2 

1 + 0.5 1 + 0.3

  そのほかの仕様
  最高測定スピード 123 rdgs /s 10000 rdgs /s
  揮発性メモリ 2000測定値の履歴を記録 512k測定値の履歴を記録
  リモート・コマンド対応 RIGOL, Agilent, FLUKE
  インタフェース USBホスト＆デバイス, RS232 USBホスト＆デバイス, RS232, GPIB, LAN
  寸法 / 重量 231.6mm(W)×107.0mm(H)×290.5mm(D)
  重量 2.5kg 3.2kg
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￥92,000 ￥59,000 ￥92,000 ￥59,000 ￥99,800 ￥78,000 ￥99,800 ￥78,000 ￥39,800 ￥39,800
3 2 1
－ ○ －

30V/3A II 30V/3A,
5V/3A, 最大195W

0.05%+20mV 0.1%+5mV 0.1%+25mV 0.05%+10mV

0.1%+10mA 0.2%+10mA

－

－

0.05%+20mV

140mm (W) X 202mm (H) x 332mm (D)・6.9kg

0.05%+10mV
－

0.2%+10mA

01%+5mV

0.2%+5mA

0.05% +20mV

0.2%+10mA
0.2% +5mA

8V/5A II 30V/2A,
-30V/2A, 最大160W

8V/10A II 60V/1A,
最大160W

20V/10A or 40V/5A,
最大200W

< 350μVrms/2mVpp

239mm (W) x 157mm (H) x 418mm (D) ・ 9.75kg ~ 10.5kg

電圧： < 0.01% + 2mV; 電流： < 0.01% + 250μA (DP700 は 0.01% + 2mA)

50V/3A
最大 150W

 <500μVrmｓ/4mVpp  <500μVrmｓ/3mVpp

30V/5A

< 2mArms

1mv 10mV 1mV
1mV

10mV
1mV 10mV

0.5mA 10mA 10mA (オプションで1mA)

－

－

10mV (オプションで1mV）
1mV    10mV

0.1mA
1mA

1mA
10mA

－
1mA

0.3mA

0.1mA 1mA

DP700シリーズ DP831A ユーザ・インタフェース 電圧／ 電流／ 電力表示 タイミング出力

プログラマブル直流電源

DP800/DP700 シリーズ
プログラマブル直流電源

製品特徴
DP832A/832 : 3 チャンネル ， 全電力最大 195W
DP831A/831 : 3 チャンネル ， 全電力最大 160W
DP821A/821 : 2 チャンネル ， 60V/1A Ⅱ8V/10A,
　　　　　　   全電力最大 140W, リモート ・ センシング付き
DP811A/811 : 1 チャンネル， 2レンジ40V/5A または20V/10A,
                     全電力最大200W, リモート・センシング付き，
                      リアルパネル出力端子付き
DP712/711 : 1チャンネル，全電力最大150W
低リップル／ ノイズ ： < 350μVrms/2mVpp
電源変動並びに負荷変動に対する優れた出力電圧安定度
高速過渡応答時間 ： < 50μs
標準 OVP／OCP／OTP 保護機能
タイミング出力機能標準装備 (DP700 シリーズはオプション)
電圧， 電流， 電力測定と波形表示機能を内蔵 (DP800 シリーズ)
3.5インチ・カラーTFTディスプレイ
(DP832/831 /811 /821はモノクロ・ディスブレイ)
DP800インタフェース： USBホスト＆デバイス（標準）， LAN, RS232, 
                            デジタルIO (A モデルは標準， Non-A モデルはオプション）
DP700インタフェース： RS232 (標準）

最大 ： 3チャンネル 最大 ： 200W

￥39,800 ～（税抜き）

高分解能オプション (DP832 / 831 / 821 / 811)
高分解能オブション (DP712/711)
4ライン・トリガ入出力 (DP832 / 831 / 821 / 811)
トリガ一機能 (外部同期トリガ入出力) (DP712 / 711)
タイマー機能 (DP712/711)
オンライン・モニタと分析 (DP832 / 831 / 821 / 811)
RS232とLANインタフェース (DP832 / 831 / 821 / 811) 
9-ピン RS232 ケーブル (メス-メス, ストレート) 
DP800シリーズラックマウント・キット (製品1台用) 
DP700シリーズラックマウント・キット (製品1台用) 
DP700シリーズラックマウント・キット (製品2台用)
DP700シリーズラックマウント・キット (製品3台用)

HIRES-DP800
HIRES-DP700
DIGITALIO-DP800
TRIGGER-DP700
TIMER-DP700
AFK-DP800
INTERFACE-DP800
CB -DB9-DB9-F-F-150
RM-2-DP800
RM -1-DP700
RM-2-DP700
RM-3-DP700

内　容 型　名

電源ケーブル

クイック・ガイド (ハードコピー)

USBケーブル (DP800 シリーズのみ)

ヒューズ (50T-025H 250V 2.5A : DP831 (A) / DP821(A)) 

ヒューズ (50T-032H 250V 3.15A : DP832(A) /DP811(A))

ヒューズ (50T-050H 250V 5A : DP712 /DP711)

短絡デバイス(DP800シリーズのみ）

－

－

CB-USBA-USBB-FF-150

－

－

－

－

標準アクセサリ オプション・アクセサリ
内　容 型　名

DP832A DP832 DP831A DP831 DP821A DP821 DP811A DP811 DP712 DP711型　名

価　格

設定精度

寸法・重量

チャンネル
リモート・センシング

負荷変動率
電源変動率

電圧

電圧

電流

電流
CH1
CH2
CH3
CH1
CH2
CH3

直流出力

リップル＆ノイズ
(20Hz-20MHz)

設定分解能

電圧

電流

CH1
CH2
CH3
CH1
CH2
CH3
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　5~95%,1 %

0.001 ~ 15kHz 0.001 ~ 30kHz0.001 ~ 30kHz 0.001 ~ 15kHz
0.80%
± 0.5%

0 ~ 350W 0 ~ 200W

0.001A/μｓ
5％ + 10μｓ

2ｍA/Vsense
100ｍW

239mm (W) x 157mm (H) x 442mm (D) ・ 7.6kg

0 ~ 150V

350W 200W
1.3V ＠ 60A 1V ＠ 40A
0 ~ 6A, 0 ~ 60A 0 ~ 4A, 0 ~ 40A

±（0.05％ + 0.05% FS）
1ｍA

0 ~ 60A 0 ~ 40A

100pｐm / ℃
0 ~ 15V, 0 ~ 150V

1ｍV @ 0 ～ 1５V レンジ， 5mV @ 0 ~ 150V レンジ
±（0.05％ + 0.02% FS） @ 0 ~ 15V レンジ, ±（0.05％ + 0.025% FS） @ 0 ~ 150V レンジ

50ppm / ℃
0.08 ~ 15Ω, 2 ~ 15ｋΩ
２mA / Vsense

0.001 ~ 0.5A/μｓ
0.001 ~ 5A/μs（>5V）

0.001 ~ 0.25A/μｓ
0.001 ~ 2.5A/μｓ（>5V）

0.001 ~ 0.3A/μｓ
0.001 ~ 3A/μｓ（>5V）

0.001 ~ 0.25A/μｓ
0.001 ~ 2.5A/μｓ（>5V）

￥198,000 ￥148,000 ￥138,000 ￥98,000

1ｍV
0.1ｍA 1ｍA 0.1ｍA 1ｍA

Vin/Rset * (0.2%) + 0.2% IFS

プログラマブル直流電子負荷

￥98,000 ～（税抜き）

製品特徴

DL3021/ DL3021A : 単ー出力， 150V/40A, 最大 200W
DL3031/ DL3031A : 単ー出力， 150V/60A, 最大 350W
ダイナミック・モード ： 最高30kHz
調整可能な電流スルーレート ： 0.001A/μs~ 5A /μs
最小リードバック分解能 ： 0.1mV, 0.1mA
4.3インチ ・ カラー TFT液晶， 複数のパラメータと状態を同時に表示可能
過電圧／ 過電流／ 過電力／ 過熱／ 逆電圧保護
4つのスタティック ・ モード ： 定電流， 定電圧， 定抵抗， 定電力
3つのダイナミック ・ モード ： 連続， パルス， トグル
リスト機能は512ステッブまで編集可能
バッテリー ・ テスト機能， 過電流保護テスト， 過電力保護テスト， 製造テスト， 他
短絡試験機能
パワーオフ ・ メモリ機能
インタフェース： RS232, USB, LAN

最大電力 ： 350WDL3000 シリーズ
プログラマブル直流電子負荷

内　容 型　名

電源ケーブル

クイック・ガイド
(ハードコピー）

ヒューズ 
(50T-0315H 250V 0.315)

－

－

－

標準アクセサリ オプション・アクセサリ（Aモデルはすべてのオプションを実装済み）
内　容 型　名

DL3031A DL3031

100mW

型　名

価　格
電圧
電流
最大電力

連続モード

CPモード

CRモード

CVモード

CCモード

DC入力
(0℃ ~ 40℃)

リードバック分解能

寸法・重量

電源スルーレート

最小動作電圧（DC）
レンジ
分解能

レンジ
分解能
周波数
周波数分解能
周波数精度
デューティ比

レンジ

精度
温度係数
レンジ
分解能
精度
温度係数
レンジ
分解能
精度

分解能
精度
電流
電圧
抵抗
電力

DL3021A DL3021

30kHz ダイナミック ・ モード

5A/μs 電流スルーレート

強力な波形表示機能

強力なリスト操作機能

LAN インタフェース

デジタル I/O オプション

高分解能リードバック

高周波オプション

高速スルーレート・オプション

LAN-DL3

DIGITALIO-DL3

HIRES-DL3

FREQ-DL3

SLEWRATE-DL3
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各種プローブ
アクセサリ

差動／シングルエンド・
プローブ シングルエンド・プローブ 高電圧差動プローブ

RP7080 DC ~ 800MHz
RP7150 DC ~ 1.5GHz
30Vピーク（CAT Ⅰ）
互換性 : MSO/DS7000, 

: MSO8000 シリーズ
: MSO/DS7000, 
: MSO8000 シリーズ

RP7080S DC ~ 800MHz  
RP7150S DC ~1.5 GHz
30V ピーク（CAT Ⅰ）
互換性

25MHz, 最大電圧 ≤ 1400Vpp
互換性 : すべてのリゴル・オシロ

  スコ－プ

50MHz, 最大電圧 ≤ 7000Vpp
互換性 互換性: すべてのリゴル・オシロ

  スコ－プ

100MHz, 最大電圧 ≤ 7000Vpp
: すべてのリゴル・オシロ
  スコ－プ

電流プローブ

RP1003C DC ~ 50MHz
RP1004C DC ~ 100MHz
最大 AC RMS : 30A
AC ピーク : 50A（非連続）
互換性 : すべてのリゴル・オシロ

  スコープ
  （RP1000P 電源が必要）

互換性 : すべてのリゴル・オシロ
  スコープ
  （RP1000P 電源が必要）

DC ~ 10MHz， 最大150Arms
300A ピーク（非連続），
500A ピーク（パルス幅 ≤ 30ms ）

電源装置， 4 チャンネル
互換性 : RP1003C, RP1004C,

  RP1005C

DC~ 300kHz
最大DC : ±100A
AC P-P : 200A
AC RMS : 70A
互換性 : すべてのリゴル・オシロ

  スコ－プ

DC~1MHz
最大DC : ±70A
ACP-P : 140A
AC RMS : 50A
互換性 : すべてのリゴル・オシロ

  スコ－プ

高インピーダンス・プローブ 低インピーダンス・プローブ

互換性 : すべてのリゴル・オシロ
  スコープ

PVP2150  1X : DC ~35MHz
                 10X : DC~ 150MHz 
PVP2350  1X : DC ~35MHz
                 10X : DC~ 350MHz 互換性 : すべてのリゴル・オシロ

  スコープ

RP3300A 10x : DC ~ 350MHz
RP3500A10x : DC ~ 550MHz

10x : DC ~ 600MHz
互換性 : すべてのリゴル・オシロ

  スコ－プ

10x : DC ~ 1.5GHz
入力インピーダンス :
      500Ω ± 10 Ω， 1.6pF

互換性 : MSO/DS7000, 
: MSO8000 シリーズ

RP7080／RP7150 RP7080S／RP7150S RP1025D RP1050D RP1100D

PVP2150／PVP2350 RP3300A／RP3500A RP5600A RP6150A

高電圧プローブ マルチメータ用

100x : DC ~ 300MHz
CAT Ⅰ 2000V
CAT Ⅱ 1500V（DC+AC）
互換性 : すべてのリゴル・オシロ

  スコープ

1000x : DC ~ 150MHz
DC + AC ピーク : 18kV CAT Ⅱ 
AC RMS : 12kVrms CAT Ⅱ 
互換性 : すべてのリゴル・オシロ

  スコープ互換性 : すべてのリゴル・オシロ
  スコープ

1000x : DC ~ 40MHz
DC : 0 ~ 10ｋV
DC, AC : pulse ≤ 20kVp-p
AC : sine wave ≤ 7kVrms

リードセット ケルビン・テスト・クリップ

RP1010HRP1300H RP1018H LD- DM

ロジック・アナライザ・プローブ

16チャンネル
互換性 : MSO8000,

: MSO7000,
: MSO2000 シリーズ

16チャンネル
互換性 : DS1000Z シリーズ

RPL1116RPL2316

KELVINTESTCLIP-DMM

RP1003C／RP1004C RP1005C RP1000P RP1001C RP1002C
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各種プローブ
アクセサリ



アクセサリ
スペクトラム・アナライザ用／その他

VSWR ブリッジ

1MHｚ ~ 3.2GHz

VB1032

800MHz ~ 4GHz

VB1040

2GHz ~ 8GHz

VB1080

各種 RF キット

ユーティリティ・キット

DSA Utility Kit

アダプター・キット

RF Adaptor Kit

アッテネータ・キット

RF Adaptor Kit

CATV・キット

RF CATV KitRF Attenuator Kit

アッテネータ パワーアンプ

近接界プローブ

NFP-3

30dB, 最大電力 100W

ATT03301H

40dB, 最大電力

RF Adaptor Kit

10W パワーアンプ

PA1011RA5040K

互換性 : すべてのリゴル・ファンクション・
  ジェネレータ

ラックマウント・キット

各種ラックマウント・キットを取り揃えております。
詳細につきましては、お気軽にお問い合わせください。

終端器

50Ω 終端器　1GHz　1W

キャリング・バッグ

キャリング・バッグ

互換性 : MSO/DS1000Z
  MSO/DS2000A
  DG4000， DSA800シリーズ

ADP0150BNC BAG-G1
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アクセサリ
スペクトラム・アナライザ用／その他
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