
5年保証付

　　   TBS1000Cシリーズ
デジタル・オシロスコープ
◦    周波数帯域：50/70/100/200MHz　
◦  最高サンプル・レート：1GS/s（全チャンネル）
◦  明るく鮮明な高解像度ディスプレイ：7型WVGA　
◦  最新のユーザ・インタフェース　◦  自動測定機能：32種　
◦  豊富な教育支援ツールが全モデルに標準搭載
◦  低ノイズのフロントエンド設計　
◦  簡単操作・軽量・コンパクト

型名 標準価格

TBS1052C型 50MHz・1GS/s・2ch ¥52,700

TBS1072C型 70MHz・1GS/s・2ch  ¥86,800

TBS1102C型 100MHz・1GS/s・2ch ￥119,000

TBS1202C型 200MHz・1GS/s・2ch ￥193,000

　　   TBS2000Bシリーズ
デジタル・オシロスコープ
～200MHz&2GS/sモデルが新登場～
◦    最高周波数帯域：200MHz、2または4アナログch
◦  最高サンプル・レート：2GS/s　
◦  低ノイズのフロント・エンド設計　
◦  TekVPI®インタフェース搭載
◦  教育機関向けの充実したソフトウェア 

（コースウェアなど）

型名 標準価格

TBS2072B型 70MHz・2ch ¥185,000

TBS2074B型 70MHz・4ch ¥287,000

TBS2102B型 100MHz・2ch ¥235,000

TBS2104B型 100MHz・4ch ¥341,000

TBS2202B型 200MHz・2ch ¥331,000

TBS2204B型 200MHz・4ch ¥411,000

DMM6500型　
6.5桁グラフィカル・ 
サンプリング・マルチメータ

◦   15種類の測定機能が標準装備
◦   100nV/1μΩ/10pAの最小分解能
◦   高速1Ms/sデジタイザ・サンプリング
◦   スキャナ・カードによる 

チャンネル拡張
◦   2000シリーズ、他社34401Aと 

互換モードあり

DAQ6510型　
データ・ロガー／ 
データ収集システム

◦  テスト・セットアップにPC不要
◦  測定データをUSBに自動エクスポート
◦  最大80チャンネルまで拡張可能
◦  グラフ機能で最大20チャンネルまで 

波形を同時表示
◦  11種類の77xxシリーズ・プラグイン・カードが 

使用可能

2100シリーズ
USB デジタル・マルチメータ
◦ 最大50,000回測定／秒（2110-100型）
◦ 熱伝対専用端子（2110-100型）　
◦  温度測定（熱伝対/RTD）

型名 標準価格

2110-100型 5.5桁・最高DCV確度0.012％ ¥84,200

2100/100型 6.5桁・最高DCV確度0.038％ ¥118,000

2280Sシリーズ　
プレシジョン・プログラマブルDC電源　

 ◦   6.5桁の電圧、電流測定　
◦   最大192W低ノイズのシリーズ・レギュレータ方式
◦   最小140μsの負荷電流測定

型名 標準価格

2280S-32-6 192W、32V、6A　 ¥203,000

2280S-60-3 192W、60V、3.2A　 ¥204,000

AFG1000シリーズ　
任意波形／ファンクション・ジェネレータ　

◦   アナログ2ch出力
◦   最高60MHzの正弦波、30MHzの方形波／パルス波形に対応
◦   最高300MS/sのサンプル・レートと14ビット分解能
◦   連続／スイープ、変調、バースト出力モードに対応
◦   6桁の周波数カウンタ機能搭載

型名 標準価格

AFG1022 25MHz・2ch ¥112,000

AFG1062  60MHz・2ch  ¥149,000

 

 

高品質、高信頼、低ノイズの 
新ベーシック・オシロスコープ

もっと見える、測れる 
基本を極めたベーシック

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

低価格の5.5/6.5桁USBマルチメータ

6.5桁測定分解能で 
高精度の待機・消費電流測定

20万以下のおすすめ品

5年保証付

表示価格は2021年1月18日現在の税抜き価格です。他にもTektronix/Keithley製品を多数在庫しております。お気軽にお問合せください。

標準価格：¥145,000 標準価格：¥230,000

6.5桁DMMの 
新スタンダード

多チャンネル測定／ 
信号切換えが必要な評価に最適

※  アカデミック・ 
ディスカウント 
対象外

※  アカデミック・ 
ディスカウント 
対象外

NEW

NEW



2021新春乗り換えキャンペーンも即納！

【電子計測･測定機器、科学機器、環境･試験機器、電子部品＆モジュールの総合商社】　 http://www.n-denkei.co.jp

東北地区
仙　台 022-391-9751
郡　山 024-927-5301
秋田サテライト
 0184-74-6911 

北関東地区
宇都宮  028-689-5871
群　馬 0276-45-8748
埼　玉 048-665-3005
茨　城 029-848-3081
ひたちなか 029-308-8561

首都圏地区
千　葉 043-213-9821
東　京 03-3834-6321
東京南 03-5434-1261
東京西 042-429-3301
多　摩 042-528-8891

神奈川地区
川　崎  044-738-3081
横　浜 045-285-0531
厚　木  046-228-1115
湘　南  0463-25-5311

甲信越地区
長　岡 0258-31-3200
長　野 026-284-6435
松　本 0263-48-5995
山　梨  055-226-9091
 
東海・中部地区
三　島   055-983-1001
浜　松  053-464-1301
刈　谷  0566-84-4311
名古屋  0561-63-9121
三　重  059-334-7020

京都・北陸地区
金　沢 076-240-8071
滋　賀  077-554-9100
京　都   075-646-3955

関西・中四国地区
大　阪   06-6190-1381
兵　庫  078-915-2851
広　島  082-832-2011
岡　山 086-484-8661

九州地区
福　岡 092-434-7711
熊　本  096-233-2821
鹿児島  0995-64-2321

事業推進部
ソリューション事業推進部
  03-5807-1881
オートモーティブ市場推進部
 03-5298-8344

Web Shop
計測器ワールド
 03-5807-2941

本社　〒110-0005  東京都台東区上野5-14-12 NDビル7階　 TEL： 03-5816-3551（代表）   FAX： 03-5816-3550

● 本キャンペーンは、弊社直接のご購入もしくは、テクトロニクス製品の販売特約店からご購入のお客様が対象です。● 本キャンペーンは、アカデミッ
ク・ディスカウントと併用はできません。● レンタル会社のお客様は対象外です。● Encore（プレミアム再生品）は対象外です。● 記載価格は2021年
1月現在の税抜き価格で改定される可能性があります。

キャンペーン条件

対象旧製品 型名 概要 定価 キャンペーン適用価格

TDS3000シリーズ
MDO3000シリーズ
MSO3000シリーズ
DPO3000シリーズ

MDO32 3-BW-100 100MHz、2ch ¥509,000 ¥398,000
MDO32 3-BW-200 200MHz、2ch ¥608,000 ¥509,000
MDO32 3-BW-350 350MHz、2ch ¥1,060,000 ¥608,000
MDO32 3-BW-500 500MHz、2ch ¥1,350,000 ¥1,060,000
MDO32 3-BW-1000 1GHz、2ch ¥1,600,000 ¥1,350,000
MDO34 3-BW-100 100MHz、4ch ¥608,000 ¥498,000
MDO34 3-BW-200 200MHz、4ch ¥680,000 ¥608,000
MDO34 3-BW-350 350MHz、4ch ¥1,270,000 ¥680,000
MDO34 3-BW-500 500MHz、4ch ¥1,700,000 ¥1,270,000
MDO34 3-BW-1000 1GHz、4ch ¥2,110,000 ¥1,700,000

テクトロニクスのオシロスコープを長年ご愛用頂きありがとうございます。
下記対象の旧製品をお使いのお客様はシリアル番号を一つご提供頂ければ、 
最新機種３シリーズMDOをご購入される際に、周波数帯域のアップグレードが無料！

（例：200MHzモデルの定価で350MHzモデルをご購入頂けます）

対 象   上記対象旧製品をお持ちのお客様 

キャンペーン内容

3シリーズMDOオシロスコープをご購入される際に、帯域アップグレードが無料！
（例：200MHzモデルの定価で350MHzモデルをご購入頂けます）

参加方法

① 旧製品シリアル番号をご用意頂いた上、右側のフォームより必要事項をご入力ください。
② メールにてご入力頂いたアドレスにキャンペーン・コードをお送りします。
③ ご発注時に上記メールを添付、またはプリントアウトして頂き、弊社の担当営業にお渡しください。 
※対象旧製品のシリアル番号をお一つのみご記入頂ければ結構です。また3シリーズMDOのご購入台数に制限はありません。

URL   https://jp.tek.com/3mdo-cam

期間限定：2021年6月25日（金）まで

３シリーズMDOオシロスコープ — 周波数帯域アップグレードが無料！

最大
46% 

OFF

TDS3000Cシリーズお使いのお客様へ
2020年10月を持ちましてTDS3000Cシリーズの販売を終了とさせて 
頂きました。後継機種3シリーズMDOをぜひご検討ください。 
置換えの関連資料を右側のサイトからご覧いただけます。

◦  製品比較表（TDS3000Cシリーズ vs 3シリーズ MDO）
◦  コマンド互換ソフトウェアのダウンロード（無料）
◦  ３シリーズMDO製品紹介カタログ
◦  ３シリーズMDOと他社様製品との比較表

置換えに関するご質問などございましたら、こちらからご連絡ください。
エンジニアが最適なご提案をさせていただきます。
URL：https://jp.tek.com/3mdo-cam


