
人気の次世代オシロスコープ 
選べる4つの 
キャンペーン

キャンペーン①  3シリーズMDOオシロスコープ 全機種20%OFFキャンペーン
キャンペーン②  4シリーズ／5シリーズMSOオシロスコープ プラスワンでお好きな計測機能が無料  
キャンペーン③  ５シリーズ／6シリーズMSOオシロスコープ Trade-inで最大30%OFF 
キャンペーン④  ５シリーズ／6シリーズMSOオシロスコープご購入で1年間標準校正が無料に！

型名／周波数帯域 概要 標準価格 キャンペーン価格
MDO32 3-BW-100 100MHz、2ch ¥509,000 ¥407,200
MDO32 3-BW-200 200MHz、2ch ¥608,000 ¥486,400
MDO32 3-BW-350 350MHz、2ch ¥1,060,000 ¥848,000
MDO32 3-BW-500 500MHz、2ch ¥1,350,000 ¥1,080,000
MDO32 3-BW-1000 1GHz、2ch ¥1,600,000 ¥1,280,000
MDO34 3-BW-100 100MHz、4ch ¥608,000 ¥486,400
MDO34 3-BW-200 200MHz、4ch ¥680,000 ¥544,000
MDO34 3-BW-350 350MHz、4ch ¥1,270,000 ¥1,016,000
MDO34 3-BW-500 500MHz、4ch ¥1,700,000 ¥1,360,000
MDO34 3-BW-1000 1GHz、4ch ¥2,110,000 ¥1,688,000

価格は2020年4月現在の税抜き価格です。本キャンペーンは予告なく終了する場合があります。

20% 
OFF

スマホやタブレットと同じ「直感的な」操作性 新開発の高性能アンプを搭載、従来比20％以上の低ノイズを実現

最新のユーザ・インタフェースと 
大型ディスプレイによる優れた操作性 クラストップの高ENOB（有効ビット）、低ノイズ。

３シリーズMDO　ミックスド・ドメイン・オシロスコープ
最新のユーザ・インタフェースとクラストップの波形品質

同等クラスの従来品 新型 MDO34

◦  11.6型HD（1920×1080）静電容量方式 
タッチ・スクリーン・ディスプレイ

◦  ピンチ、ズーム、スワイプによる、 
直感操作可能なユーザ・インタフェース

◦  独立したスペクトラム・アナライザ1GHz／3GHz 
（オプション）

◦  内蔵されたAFG、 MSO、 DVM、  
シリアル・バス・デコード機能（オプション）

◦ 低ノイズ、クラストップの高ENOB（有効ビット）
◦ 従来機種より低価格

最大 

30% 
お値引

3シリーズMDOを期間限定で定価の20%OFFでご提供します！

キャンペーン①
3シリーズMDOオシロスコープ 全機種20%OFFキャンペーン

キャンペーン実施期間：2020年9月25日（金）まで



プロトコル・アナライザ（シリアル・バス解析） ４シリーズ・オプション 標準価格 ５シリーズ・オプション 標準価格
8B10B プロトコル・デコード＆サーチ -  - 5-SR8B10B ¥383,000
航空機用シリアル・トリガ／解析（MIL-STD-1553、ARINC429） 4-SRAERO ¥258,000 5-SRAERO ¥305,000
デジタル・オーディオ・トリガ／解析（I2S、LJ、RJ、TDM） 4-SRAUDIO ¥258,000 5-SRAUDIO ¥305,000
車載用シリアル・トリガ／解析（SENT） 4-SRAUTOSEN ¥258,000 5-SRAUTOSEN ¥305,000
車載用シリアル・トリガ／解析（CAN、CAN FD、LIN、FlexRay） 4-SRAUTO ¥258,000 5-SRAUTO ¥305,000
RS-232/422/485/UART バス・トリガ／解析 4-SRCOMP ¥258,000 5-SRCOMP ¥305,000
組込みシリアル・トリガ／解析（I2C、SPI） 4-SREMBD ¥258,000 5-SREMBD ¥305,000
Ethernet シリアル・トリガ／解析（10BASE-T、100BASE-TX） 4-SRENET ¥258,000 5-SRENET ¥305,000
I3Cバス・トリガ／解析 4-SRI3C ¥258,000 5-SRI3C ¥305,000
NRZ プロトコル・デコード＆サーチ 4-SRNRZ ¥291,000 5-SRNRZ ¥383,000
SPMIシリアル・トリガ／解析 4-SRPM ¥258,000 5-SRPM ¥305,000
SPACEWIRE プロトコル・デコード 4-SRSPACEWIRE ¥258,000 5-SRSPACEWIRE ¥305,000
USBシリアル・トリガ／解析（USB 2.0 LS、FS、HS） 4-SRUSB2 ¥258,000 5-SRUSB2 ¥305,000

スペクトラム・アナライザ (Spectrum View機能） ４シリーズ・オプション 標準価格 ５シリーズ・オプション 標準価格
Spectrum View スペクトラム表示／解析 4-SV-BAS ¥252,000 標準  -
Spectrum View の取込み帯域幅を500MHzに拡張 4-SV-BW-1＊ ¥396,000 5-SV-BW-1 ¥396,000
Spectrum View RF vs 時間解析機能追加 4-SV-RFVT＊ ¥495,000 5-SV-RFVT ¥744,000

ロジック・アナライザ ４シリーズ・オプション 標準価格 ５シリーズ・オプション 標準価格
8chロジック・プローブ TLP058   ¥251,000 TLP058   ¥251,000

任意波形／ファンクション・ジェネレータ ４シリーズ・オプション 標準価格 ５シリーズ・オプション 標準価格
任意波形／ファンクション・ジェネレータ追加 4-AFG ¥165,000 5-AFG ¥169,000

キャンペーン②
4シリーズ／5シリーズMSOオシロスコープ  
プラスワン・キャンペーン － お好きな計測機能を無料で！

期間限定：2020年9月25日（金）ご発注分まで

4シリーズ／5シリーズMSOにはオシロスコープ機能の他に 
５つの計測機器の機能の追加ができます。 
今回、期間限定で「計測機器」機能オプションの 
いずれか１つを無料でご提供！

いずれか１つ、どれでも無料

● プロトコル・アナライザ（シリアル・バス解析）

● ロジック・アナライザ

● スペクトラム・アナライザ（Spectrum View）

● 任意波形／ファンクション・ジェネレータ

組込みや自動車などに採
用されているさまざまな
シリアル・バス規格の自
動 デ コ ード、タ イ ム ス
タンプ付きリスト表示が
可能です。また特定のパ
ケットにトリガすること
ができ、デバッグ時間を
大幅に短縮します。

オシロスコープのチャン
ネル入力にTLP058ロジッ
ク・プローブを接続するだ
けでロジッ
ク8chに 変
更でき、最
大64chの観
測が可能に
なります。

● DVM／周波数カウンタ 4桁のDVMと8桁のトリガ周波数カウンタ。ユーザ登録で無料です。

Spectrum Viewはスペク
トラム解析の画期的な
ツールです。時間軸と周
波数軸の相関表示や、マ
ルチチャンネルでのス
ペクトラム観測も可能
です。

周波数応答試験、センサ
信号のシミュレート、ス
トレス試験などが簡単に
できます。
● 13種類の波形と任意波形
●  50MHz正弦波／25MHz

方形波&パルス
● 128kメモリ長、250MS/s

サンプル・レート

＊4-SV-BASが必要です。



DPO7000/C シリーズ
他社製オシロスコープ 5シリーズMSO 6シリーズMSO

５シリーズ MSO 標準価格 Trade-in 価格

1GHz・4ch ¥2,970,000 ¥2,079,000

2GHz・4ch ¥3,670,000 ¥2,569,000

1GHz・6ch ¥3,690,000 ¥2,583,000

2GHz・6ch ¥4,570,000 ¥3,199,000

1GHz・8ch ¥4,970,000 ¥3,479,000

2GHz・8ch ¥6,170,000 ¥4,319,000

6シリーズ MSO 標準価格 Trade-in 価格

1GHz・4ch ¥3,500,000 ¥2,450,000

2.5GHz・4ch ¥4,350,000 ¥3,045,000

4GHz・4ch ¥5,510,000 ¥3,857,000

6GHz・4ch ¥7,690,000 ¥5,383,000

8GHz・4ch ¥10,000,000 ¥7,000,000

周波数帯域1GHz以上の機種が対象となります
プローブを除き、機器オプションにも値引きが適用されます

キャンペーン③

５シリーズ／6シリーズMSOオシロスコープ Trade-inプログラム

Trade-in対象製品と値引き率

最大 

30% 
お値引

Trade-inで最新の性能、機能を手に入れてください
✓クラス最大の15.6型HD解像度スクリーン
✓直観的なタッチスクリーン・インタフェース
✓�12ビットのADを搭載し、最高16ビットの 

垂直軸分解能
✓�最高アナログ８チャンネル／デジタル64チャンネル 

（5シリーズ）

✓�最高周波数帯域8GHz、サンプル速度25GS/s 
（6シリーズ）
✓世界最高クラスの低ノイズ性能（6シリーズ）
✓OSはリアルタイム／Windows選択可能
✓ 最新のアプリケーション・ソフトウェアと 

プローブに対応

製品分類 値引率

DPO7000/DPO7000Cシリーズ 30%

他社製品（販売中） 30%

他社製品（販売終了） 20%

◦ 当社DPO7000/DPO7000Cシリーズ
◦  他社製品： Windows OS搭載＋周波数帯域1GHz以上＋

購入後12年以内の製品 
（対象の製品についてはお問合せください。）

◦ 正常動作品（電源投入時セルフテストがPass）

最高の信号忠実度と最新のユーザ・エクスペリエンス
5シリーズ／6シリーズMSOがお持ちの製品との 
トレード・インで最大30％OFFでご購入いただけます

今だけ！他社製品もOK！

期間限定：2020年9月25日（金）ご発注分まで



jp.tek.com　〒108-6106 東京都港区港南2-15-2  品川インターシティB棟6階　
テクトロニクス／ケースレーインスツルメンツ　
お客様コールセンター ： 技術的な質問、製品の購入、価格・納期、営業への連絡

TEL : 0120-441-046　営業時間／ 9：00～12：00・13：00～18：00（土日祝日および当社休日を除く）

サービス・コールセンター ： 修理・校正の依頼

TEL : 0120-741-046　営業時間／ 9：00～12：00・13：00～17：00（土日祝日および当社休日を除く）

記載内容は予告なく変更することがありますので、あらかじめご了承ください。記載価格は2020年4月現在（税抜）。
Copyright © 2020, Tektronix. All rights reserved. TEKTRONIX およびTEK はTektronix, Inc. の登録商標です。記載された製品名はすべて各社の商標あるいは登録商標です。　

ヨッ！良い   オ シ ロ

なんと良い   オ シ ロ

2020年4月 
SP-3456CAM-0

標準校正オプション 標準価格
MSO54-CA1 ¥114,000

MSO56-CA1 ¥124,000
MSO58-CA1 ¥135,000
MSO58LP-CA1 ¥135,000
MSO64-CA1 ¥163,000

¥0
本オプションの適用には機器校正管理ツール CalWeb への登録が 
必要です。

Tektronixの標準校正

CALWEB®で機器校正管理を最適化

計測器の性能を最大限に引き出すには 
定期的な校正が重要です。 
期間限定で5シリーズ／6シリーズのご購入で 
1年間の標準校正を無料でご提供。 
ぜひテクトロニクスの優れた校正サービスを 
ご体験ください。

キャンペーン④
1年間標準校正が今だけ無料！！
５シリーズ／6シリーズMSOオシロスコープ

期間限定：2020年6月26日（金）ご発注分まで

◦ メーカとしてTektronixの仕様を基に機器性能を確認
◦ 必要に応じ、調整により最大性能を実現
◦ 17025コンプライアンス校正適合
◦ 最新のファームウェアをインストール
◦ 不確かさを含むデータレポート
◦  ワンストップ・サービスによりダウンタイムを最小に

1．資産の可視化
　　◦ 資産の可視化により容易な校正管理
　　◦ 校正担当者に校正案内

2．監査対応
　　◦ 校正書類のアーカイブ化 
　　　　FDA監査対応に批准したデータ管理
　　◦ 校正書類の閲覧可能

3．優れた利便性
　　◦ 校正依頼をシンプルに
　　◦ サイトからの校正申し込み可能

＊オプション設定時に校正対応者の連絡先が必要になります。

http://jp.tek.com
jp.tek.com

