
パワー・アナライザ

R&S®HMC8015
パワー測定レンジ：50 µW～12 kW
アナログ帯域幅：DC～100 kHz
サンプリングレート：500 kサンプル／秒
基本確度：0.05 %
パッケージ定価：¥ 395,000

¥259,000 (税別)キャンペーン価格

搭載オプション：
アドバンスド解析機能, アドバン
スドI/O, コンプライアンス試験

FULL BENCH HIGH VALUE キャンペーン
各種オプションが搭載された魅力的なパッケージを最大53％OFFで提供！

www.rohde-schwarz.com/jpローデ・シュワルツ・ジャパン株式会社

コンパクト・オシロスコープ

帯域幅：300 MHz
アナログ 2 ch
ロジック 8 ch
小型軽量モデル
メモリ長： 1 Mサンプル/ch
各種シリアルトリガデコード機能搭載
パッケージ定価：¥ 330,000

R&S®RTC1000
エントリークラス・オシロスコープ

R&S®RTB2000

ミドルクラス・オシロスコープ

R&S®RTM3000

帯域幅：300 MHz
アナログ 4 ch
ロジック 16 ch
10 bit ADC 搭載
サンプリング：1.25 Gサンプル/秒 (各チャネル)
10インチタッチパネルで簡単操作
パッケージ定価：¥ 771,000

帯域幅：500 MHz
アナログ 4 ch
ロジック 16 ch
10 bit ADC 搭載
サンプリング：2.5 Gサンプル/秒
 (各チャネル)
40 Mサンプル/ch の大容量メモリ搭載 
パッケージ定価：¥ 1,972,000

ミドルクラス・オシロスコープ

R&S®RTA4000
帯域幅：1 GHz
アナログ 4 ch
ロジック 16 ch
10 bit ADC 搭載
サンプリング：2.5 Gサンプル/秒 
(各チャネル)
100 Mサンプル/ch の大容量メモリ&低ノイズ設計 
パッケージ定価：¥ 2,875,000

ハンドヘルド・オシロスコープ

R&S®Scope Rider RTH
帯域幅：500 MHz
アナログ 4 ch
ロジック 8 ch
シリアル解析可能
CATⅢ 1000 V対応絶縁チャネルモデル
バッテリで最大4時間連続稼働 
パッケージ定価：¥ 1,504,000

¥961,000 (税別)キャンペーン価格

¥974,000 (税別)キャンペーン価格 ¥1,365,000 (税別)キャンペーン価格

¥181,000 (税別)キャンペーン価格 ¥441,000 (税別)キャンペーン価格

搭載オプション：
AWG, MSO, I²C, SPI, 
UART/RS-232/RS-422/RS-485, 
CAN/LIN

搭載オプション：
AWG, MSO, I²C, SPI, UART/RS-232/
RS-422/RS-485, I²S LJ/RJ/TDM, 
MIL-1553, ARINC 429, CAN/LIN,パワー解
析, 周波数応答解析, ヒストリー機能とセ
グメント・メモリ,スペクトラム解析

搭載オプション：
MSO, I²C, SPI, UART/RS-232/
RS-422/RS-485, CAN/LIN, CAN-FD, 
SENT,スペクトラム解析, 周波数カウ
ンタ, アドバンスド・トリガ, 高調波解
析, 無線LAN, リモート制御, ヒストリ
ー機能とセグメント・メモリ

搭載オプション：
AWG, MSO, I²C, SPI, UART/RS-232/
RS-422/RS-485, I²S LJ/RJ/TDM, MIL-
1553, ARINC 429, CAN/LIN,パワー解析, 
周波数応答解析, ヒストリー機能とセグメ
ント・メモリ,スペクトラム解析

搭載オプション：
AWG, MSO, I²C, SPI, 
UART/RS-232/RS-422/RS-485, 
CAN/LIN, 周波数応答解析, ヒス
トリー機能とセグメント・メモリ

オプション搭載のオシロやスペアナが最大 53% OFF！
                      2021年8月末日ご発注まで
※ 搭載オプション詳細は別途お問い合わせください

期間延長決定 ‼



ご購入窓口：電話受付時間 9:00 ～ 18:00（土・日・祝・弊社休業日を除く）
TEL: 0120-190-721   FAX: 03-5925-1285　
E-mail: sales.japan@rohde-schwarz.com

2021.0322.16

www.rohde-schwarz.com/jp
ローデ・シュワルツ・ジャパン株式会社

お問い合わせ

2 チャネル・モデル
最大容量：120 W
電圧設定：0 ‒ 20 V
バッテリシミュレーション機能
デジタルボルトメータ搭載
パッケージ定価：¥ 788,000

直流電源

R&S®NGM202

¥735,000 (税別)キャンペーン価格

2 チャネル・モデル
最大容量：120 W
電圧設定：0 ‒ 20 V
デジタルトリガ入出力ポート搭載
最大出力電流 6 A 各チャネル
パッケージ定価：¥ 415,000

直流電源

R&S®NGL202

スペクトラム・アナライザ

R&S®FPC1500
周波数レンジ：5 kHz ~ 3 GHz
プリアンプ搭載
AM/FM/ASK/FSK解析
1ポートVNA解析 
パッケージ定価：¥ 896,000

¥389,000 (税別)キャンペーン価格

ケーブル&アンテナ・アナライザ

R&S®Cable Rider ZPH
周波数レンジ：2 MHz ~ 4 GHz
バッテリ駆動モデル
標準1ポート測定モデル：¥ 847,000
スペアナ機能追加モデル：¥ 1,749,000

標準1ポート測定モデル

¥441,000 (税別)
キャンペーン価格

スペアナ機能追加モデル

¥909,000 (税別)キャンペーン価格

¥572,000 (税別)キャンペーン価格

スペクトラム・アナライザ

R&S®FPC1000
周波数レンジ：5 kHz ~ 3 GHz
プリアンプ搭載
AM/FM/ASK/FSK解析
パッケージ定価：¥ 681,000

¥397,000 (税別)キャンペーン価格

搭載オプション：
プリアンプ, 変調解析, レシーバ・
モード, アドバンスド測定機能

搭載オプション（標準1ポート測定モデル）：
GPSサポート, パワー・センサ・サポート, チャ
ネル・パワー・メータ, パワー・センサによる
パルス測定

搭載オプション（スペアナ機能追加モデル）：
スペクトラム・アナライザ用プリアンプ, スペ
クトラム・アナライザ解析アプリケーション,  
干渉解析, 信号強度マッピング測定アプリケ
ーション, 変調解析, パワー・センサ・サポー
ト, チャネル・パワー・メータ, パワー・センサ
によるパルス測定

搭載オプション：
プリアンプ, 変調解析, ベクトル・
ネットワーク解析, レシーバ・モ
ード, アドバンスド測定機能

搭載オプション：
デジタルトリガI/O, デジタルボルト
メータ, バッテリーシミュレーション

搭載オプション：
デジタルトリガI/O

※ 製品保証3年、納品時校正証明書が付属します。
※ 2021年4月現在の定価、キャンペーン価格（共に税抜価格）になります。

直流電源

R&S®NGP800
4 チャネル・モデル
最大容量：800 W
電圧設定：0 ‒ 64 V
デジタルトリガI/O
アナログ入力
パッケージ定価：¥ 583,000

¥545,000 (税別)キャンペーン価格

搭載オプション：
デジタルトリガI/O, アナログ入力
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