
No. 写真 メーカー 型名 品名 主なスペック/付属品 保証 校正 販売価格 備考

NEW
1056 M60526 Anritsu ML9001A　 光パワーメータ

《主なスペック》
波長範囲　0.38～1.15um
光ﾊﾟﾜｰ範囲　-40～10dBm
《付属品》
取扱説明書（CD-ROM）、電源ケーブル

初期動作保証 別途料金
￥50,000

（税込み ￥55,000）

NEW
1057 6100182180 Anritsu ML9001A　中古 光パワーメータ

《主なスペック》
波長範囲　0.38～1.15um
光ﾊﾟﾜｰ範囲　-40～10dBm
《付属品》
取扱説明書（CD-ROM）、電源ケーブル

初期動作保証 別途料金
￥50,000

（税込み ￥55,000）

NEW
1058 M11329 Anritsu MA9801A　 光検出器

《主なスペック》
波長範囲　0.38～1.15 μm
測定レベル -90～0dBm
《付属品》
接続コードA

初期動作保証 別途料金
￥70,000

（税込み ￥77,000）
ML910A/B用センサ

NEW
1063

Anritsu MA9302A　 光検出器

《主なスペック》
波長範囲　0.75～1.8 μm
測定レベル　－40～＋10ｄＢｍ
《付属品》
キャップ
接続コードB

初期動作保証 別途料金
￥35,000

（税込み ￥38,500）
ML910A/B用センサ

NEW
1061 6100202415 Anritsu MS9020D 中古 光ロステストセット

《主なスペック》
W/W（REL）表示 0.1～1 %、dB m/dB（REL）
0.01/0.1 dB
《付属品》
取扱説明書、電源コード、ACアダプタ

初期動作保証 別途料金
￥30,000

（税込み ￥33,000）

NEW
1062 6200479086 Anritsu MS0909A 中古 LD光源ユニット

《主なスペック》
LD発光素子SMファイバー用
波長:1.31±0.020μm/1.55±0.020μm
出力レベル:-3dBm
《付属品》
交換可能SCコネクタ付

初期動作保証 別途料金
￥30,000

（税込み ￥33,000）
MS9020D用ユニット

1030 Anritsu MA9723A　中古 光検出器

《主なスペック》
波長範囲　0.75～1.8 μm
測定レベル -60～3dBm
《付属品》
FCアダプタ

初期動作保証 別途料金
￥15,000

（税込み ￥16,500）
MS9020A/B/C/D
ML9002A用センサ

1037 Anritsu MS0902A　中古 LED光源ユニット

《主なスペック》
LED発光素子SM,GIファイバー用
波長:1.31±0.03μm
出力レベル:-20dBm(GIファイバ時）
《付属品》
交換可能SCコネクタ付

初期動作保証 別途料金
￥12,000

（税込み ￥13,200）
MS9020A/B/C/D用

ユニット

1048 Anritsu MT9081D　中古 アクセスマスタ

《オプション》
008　日本語表示
《付属品》
取扱説明書（CD-ROM）、電源コード、
ACアダプタ

初期動作保証 別途料金
￥80,000

（税込み ￥88,000）

1024 Anritsu MT9080D　中古 アクセスマスタ

《オプション》
02　可視光源
04　モノクロLCD
09　英語表示
《付属品》
取扱説明書（CD）、電源コード、ACアダプタ

初期動作保証 別途料金
￥50,000

（税込み ￥55,000）

1002 Anritsu

MT1000A 中古
MU100010A 中
古 MU100021A
中古

ﾈｯﾄﾜｰｸﾏｽﾀ ﾌﾟﾛ
(OTDR機能付き）

《MT1000A　本体オプション》
003　WLAN/Bluetooth接続
《MU100010A ユニットオプション》
001　2.7G以下 デュアルチャネル
011　イーサネット 10G シングルチャネル
020　TCP スループット
071　CPRI/OBSAI 5G 以下デュアルチャネル
072　CPRI/OBSAI 6G - 10G シングルチャネル
《MU100021A ユニットオプション》
002　可視光源
010　UPC研磨
021　エンハンストダイナミックレンジ
040　SCコネクタ
《付属品》
取扱説明書（CD-ROM）、電源コード

1年 付き
￥900,000

（税込み ￥990,000）

1039 Anritsu MU100021A　中古OTDRモジュール

《主なスペック》
波長：1310/1550nm(SM)、
850/1300nm(MM)
適合ファイバ：SM(10/125μm)/
MM(62.5/125μm)

1年 付き
￥300,000

（税込み ￥330,000）
MT1000A用モジュール

■光測定器 光デバイス中古測定器販売リスト   アンリツ興産株式会社 ■

※　大学等の教育機関・研究機関殿向けの販売品となります
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1018 Anritsu MG9001A　中古 安定化光源

《主なスペック》
実装可能ユニット　LD光源ユニット1個又は
LED光源ユニット2個
減衰量表示　0～6dB（0.01dBステップ）
内部変調周波数　270Hz、1KHz、2KHz
《付属品》
電源ケーブル

初期動作保証 別途料金
￥15,000

（税込み ￥16,500）

1019 Anritsu MG0917D　中古 LED光源ユニット

《主なスペック》
適合ファイバ　GI/SMファイバ
波長　1.31±0.01μm
コネクタ　FC
《付属品》
無

初期動作保証 別途料金
￥15,000

（税込み ￥16,500）
MG9001A/MG9002A用

ユニット

1020 Anritsu MG0928D　中古 LED光源ユニット

《主なスペック》
適合ファイバ　SMファイバ
波長　1.55±0.01μm
コネクタ　FC
《付属品》
無

初期動作保証 別途料金
￥25,000

（税込み ￥27,500）
MG9001A/MG9002A用

ユニット

1022 Anritsu
MG0947C　中
古

LD光源ユニット

《主なスペック》
適合ファイバ　SMファイバ
波長　1.31±0.02μm
コネクタ　FC
《付属品》
無

初期動作保証 別途料金
￥20,000

（税込み ￥22,000）
MG9001A/MG9002A用

ユニット

1033 Anritsu MG0937C　中古 LD光源ユニット

《主なスペック》
適合ファイバ　SMファイバ
波長　1.31±0.02μm
コネクタ　FC
《付属品》
無

初期動作保証 別途料金
￥18,000

（税込み ￥19,800）
MG9001A/MG9002A用

ユニット

1034 Anritsu MG0937E　中古 LD光源ユニット

《主なスペック》
適合ファイバ　GIファイバ
波長　1.31±0.02μm
コネクタ　FC
《付属品》
無

初期動作保証 別途料金
￥15,000

（税込み ￥16,500）

MG9001A/MG9002A用
ユニット

※傷・汚れあり・つまみ無し

1035 Anritsu MG0938C　中古 LD光源ユニット

《主なスペック》
適合ファイバ　SMファイバ
波長　1.55±0.02μm
コネクタ　FC
《付属品》
無

初期動作保証 別途料金
￥20,000

（税込み ￥22,000）

MG9001A/MG9002A用
ユニット

※傷・汚れあり

1049 Anritsu MA9305B　中古 光検出器

《主なスペック》
波長範囲　0.75～1.7 μm
測定レベル　－70～＋3ｄＢｍ
《付属品》
MA9005A ＦＣコネクタアダプタ
キャップ
接続コードB

初期動作保証 別途料金
￥35,000

（税込み ￥38,500）
ML910B用センサ

1050 Anritsu MA9305B　中古 光検出器

《主なスペック》
波長範囲　0.75～1.7 μm
測定レベル　－70～＋3ｄＢｍ
《付属品》
MA9005A ＦＣコネクタアダプタ
キャップ
接続コードB

初期動作保証 別途料金
￥35,000

（税込み ￥38,500）
ML910B用センサ

1051 Anritsu MA9305B　中古 光検出器

《主なスペック》
波長範囲　0.75～1.7 μm
測定レベル　－70～＋3ｄＢｍ
《付属品》
MA9005A ＦＣコネクタアダプタ
キャップ
接続コードB

初期動作保証 別途料金
￥35,000

（税込み ￥38,500）
ML910B用センサ

1052 Anritsu MA9332A　中古 光検出器
《主なスペック》
波長範囲　750～1700nm
測定レベル　-80～+7dBm

初期動作保証 別途料金
￥10,000

（税込み ￥11,000）

・MU931002A
光センサアダプタ用センサ
・接続には光センサ接続
ケーブルが必要（J1140A）

1053 Anritsu MA9332A　中古 光検出器
《主なスペック》
波長範囲　750～1700nm
測定レベル　-80～+7dBm

初期動作保証 別途料金
￥10,000

（税込み ￥11,000）

・MU931002A
光センサアダプタ用センサ
・接続には光センサ接続
ケーブルが必要（J1140A）

1010 Anritsu MA9333A　中古 光検出器

《主なスペック》
波長範囲　0.75～1.7 μm
測定レベル　－80～＋7ｄＢｍ
《付属品》
MA9005A-37　ＦＣコネクタアダプタ付

初期動作保証 別途料金
￥15,000

（税込み ￥16,500）

・MU931002A
光センサアダプタ用センサ
・接続には光センサ接続
ケーブルが必要（J1140A）

1054 Anritsu MP92A　中古 コネクタアダプタ
《主なスペック》
ML93B、ML94A 光パワーメータ用センサ
MA97B、MA98A、MA911A 共通応用部品

初期動作保証 別途料金 SOLD OUT
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1059 6100204107 Anritsu MT9812B
マルチチャネル

ボックス

《主なスペック》
本体 最大収容ユニット:9個
表示器　７セグメントLED
《付属品》
ブランクパネル　9枚
電源コード

初期動作保証 別途料金 SOLD OUT

1047 Anritsu MT9810A　中古 光テストセット

《主なスペック》
光テストセット本体
表示　dBm/dB/W
GP-IB　RS232C付
《付属品》
取扱説明書（CD-ROM）、電源ケーブル

初期動作保証 別途料金 SOLD OUT

1041 Anritsu MU952503A　 DFB-LD光源

《主なスペック》
Op10付　光源(fp:192.10 THz,1561.42 nm)
発光素子　DFB-LD
出力パワー　+10±1dBm
適合ファイバ　SM
《付属品》
コネクタ　FC

初期動作保証 別途料金 SOLD OUT
MT9810B/MT9812B用

ユニット

1042 Anritsu MU952504A　中古 DFB-LD光源

《主なスペック》
Op06付　光源(fp:194.60 THz,1540.56 nm)
発光素子　DFB-LD
出力パワー　+10±1dBm
適合ファイバ　SM
《付属品》
コネクタ　FC

初期動作保証 別途料金 SOLD OUT
MT9810B/MT9812B用

ユニット

1043 Anritsu MU952602A　 DFB-LD光源

《主なスペック》
Op04付　光源(fp:190.40 THz,1574.54 nm)
発光素子　DFB-LD
出力パワー　+7±1dBm
適合ファイバ　SM
《付属品》
コネクタ　FC

初期動作保証 別途料金 SOLD OUT
MT9810B/MT9812B用

ユニット

1044 Anritsu MU952605A　中古 DFB-LD光源

《主なスペック》
Op06付　光源(fp:187.60 THz,1598.04 nm)
発光素子　DFB-LD
出力パワー　+7±1dBm
適合ファイバ　SM
《付属品》
コネクタ　FC

初期動作保証 別途料金 SOLD OUT
MT9810B/MT9812B用

ユニット

1013 Anritsu MU952502A　
DFB-LD光源

ユニット

《主なスペック》
Op01付　光源(fp:192.10 THz,1560.61 nm)
発光素子　DFB-LD
出力パワー　+10±1dBm
適合ファイバ　SM
《付属品》
コネクタ　FC

初期動作保証 別途料金 SOLD OUT
MT9810B/MT9812B用

ユニット

1014 Anritsu MU952603A　中古
DFB-LD光源

ユニット

《主なスペック》
Op06付　光源(fp:189.60THz/1581.18nm)
発光素子　DFB-LD
出力パワー　+7月1±1dBm
適合ファイバ　SM
《付属品》
コネクタ　FC

初期動作保証 別途料金 SOLD OUT
MT9810B/MT9812B用

ユニット

1015 Anritsu MU952604A　
DFB-LD光源

ユニット

《主なスペック》
Op06付　光源(fp:188.60 THz,1589.57 nm)
発光素子　DFB-LD
出力パワー　+7±1dBm
適合ファイバ　SM
《付属品》
コネクタ　FC

初期動作保証 別途料金 SOLD OUT
MT9810B/MT9812B用

ユニット

1016 Anritsu MU952606A　中古
DFB-LD光源

ユニット

《主なスペック》
Op08付　光源(fp:186.80 THz,1604.88 nm)
発光素子　DFB-LD
出力パワー　+7±1dBm
適合ファイバ　SM
《付属品》
コネクタ　FC

初期動作保証 別途料金 SOLD OUT
MT9810B/MT9812B用

ユニット

1008 Anritsu MA9302A　 光検出器

《主なスペック》
波長範囲　0.75～1.8 μm
測定レベル　－40～＋10ｄＢｍ
《付属品》
キャップ
接続コードB

初期動作保証 別途料金 SOLD OUT ML910A/B用センサ

1045 Anritsu ML9001A　 光パワーメータ

《主なスペック》
波長範囲　0.38～1.15um
光ﾊﾟﾜｰ範囲　-40～10dBm
《付属品》
取扱説明書（CD-ROM）、電源ケーブル

初期動作保証 別途料金 SOLD OUT

1046 Anritsu ML9001A　 光パワーメータ

《主なスペック》
波長範囲　0.38～1.15um
光ﾊﾟﾜｰ範囲　-40～10dBm
《付属品》
取扱説明書（CD-ROM）、電源ケーブル

初期動作保証 別途料金 SOLD OUT

1032 Anritsu MA9802A　中古 光検出器

《主なスペック》
波長範囲　0.38～1.15 μm
測定レベル -65～20dBm
《付属品》
キャップ
接続コードB

初期動作保証 別途料金 SOLD OUT ML910A/B用センサ
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1028 Anritsu MA9411A　 光検出器

《主なスペック》
波長範囲　0.38～1.15 μm
測定レベル 連続光：-70～10dBm 、
変調光：-70～7dBm
《付属品》
キャップ
接続コードB

初期動作保証 別途料金 SOLD OUT ML9001A用センサ

1057 Anritsu MN9601C 中古 光チャネルセレクタ

《主なスペック》
切替チャンネル数　1×12
波長範囲　1.1 ～ 1.65μm
適合光ファイバ　SM
挿入損失　2.5 dB以下
《付属品》
取扱説明書、電源コード

初期動作保証 別途料金 SOLD OUT

1056 Anritsu MS9740A 光ｽﾍﾟｸﾄﾗﾑｱﾅﾗｲｻﾞ

《オプション》
001　GP-IB インターフェース
002　波長校正用光源
037　FCコネクタ
《付属品》
取扱説明書（CD-ROM）、電源コード

1年 付き SOLD OUT

1001 Anritsu MS9740A  　　　       光ｽﾍﾟｸﾄﾗﾑｱﾅﾗｲｻﾞ

《オプション》
001　GP-IB インターフェース
009　マルチモードファイバ入力（50/62.5μｍ）
037　FCコネクタ
《付属品》
取扱説明書（CD-ROM）、電源コード

1年 付き SOLD OUT

1005 Anritsu MS9020D 光ロステストセット

《主なスペック》
W/W（REL）表示 0.1～1 %、dB m/dB（REL）
0.01/0.1 dB
《付属品》
取扱説明書、電源コード、ACアダプタ

初期動作保証 別途料金 SOLD OUT

1006 Anritsu MA9621A 光検出器

《主なスペック》
波長範囲　0.75～1.7 μm
測定レベル　－７０～＋３ｄＢｍ
《付属品》
MA9005A ＦＣコネクタアダプタ付

初期動作保証 別途料金 SOLD OUT
MS9020A/B/C/D
ML9002A用センサ

1007 Anritsu MS0909A LD光源ユニット

《主なスペック》
LD発光素子SMファイバー用
波長:1.31±0.020μm/1.55±0.020μm
出力レベル:-3dBm
《付属品》
交換可能SCコネクタ付

初期動作保証 別途料金 SOLD OUT MS9020D用ユニット

1009 Anritsu MA9305B　 光検出器

《主なスペック》
波長範囲　0.75～1.7 μm
測定レベル　－70～＋3ｄＢｍ
《付属品》
MA9005A ＦＣコネクタアダプタ付、キャップ

初期動作保証 別途料金 SOLD OUT

1011 Anritsu MT9812B
マルチチャネル

ボックス

《主なスペック》
本体 最大収容ユニット:9個
表示器　７セグメントLED
《付属品》
ブランクパネル　9枚
電源コード

初期動作保証 別途料金 SOLD OUT

1012 Anritsu MU954501A　 SLD光源ユニット

《主なスペック》
発光素子　SLD
波長　1550±20nm
出力パワー　-3±1dBm
適合ファイバ　SM
《付属品》
コネクタ　FC

初期動作保証 別途料金 SOLD OUT MT9812B用ユニット

1017 Anritsu   ML9001A　 光パワーメータ

《主なスペック》
波長範囲　0.38～1.15um
光ﾊﾟﾜｰ範囲　-40～10dBm
《付属品》
電源ケーブル

初期動作保証 別途料金 SOLD OUT

1021 Anritsu MG0930C　 LD光源ユニット

《主なスペック》
適合ファイバ　SMファイバ
波長　1.31/1.55±0.02μm
コネクタ　FC
《付属品》
無

初期動作保証 別途料金 SOLD OUT

1023 Anritsu   MN934A 光減衰器

《主なスペック》
適合ファイバ　SMファイバ
波長　1.3μm
最大減衰量　65ｄB
コネクタ　PC
《付属品》
無

初期動作保証 別途料金 SOLD OUT

1025 Anritsu   MT9081D　 アクセスマスタ

《オプション》
008　日本語表示
《付属品》
取扱説明書（CD）、電源コード、ACアダプタ

初期動作保証 別途料金 SOLD OUT
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1027 Anritsu   MA9301A 光検出器

《主なスペック》
波長範囲　0.75～1.7 μm
測定レベル -90～0 dBm
《付属品》
無

初期動作保証 別途料金 SOLD OUT

1029 Anritsu   MA9612A 光検出器

《主なスペック》
波長範囲　0.75～1.7 μm
測定レベル 連続光：-100～3dBm 、
変調光：-90～0dBm
《付属品》
無

初期動作保証 別途料金 SOLD OUT

1038 Anritsu MS0902D　 LD光源ユニット

《主なスペック》
LD発光素子SMファイバー用
波長:1.31±0.025μm
出力レベル:-3dBm
《付属品》
無

初期動作保証 別途料金 SOLD OUT MS9020C/D用ユニット

1036 Anritsu ML910A　中古 光パワーメータ

《主なスペック》
1/1000dB表示
2チャンネル方式
《付属品》
電源ケーブル

初期動作保証 別途料金 SOLD OUT

1040 Anritsu MU951001A　 FP-LD光源

《主なスペック》
発光素子　FPLD
波長　1310/1550±20nm
出力パワー　7±1dBm
適合ファイバ　SM
《付属品》
コネクタ　FC

初期動作保証 別途料金 SOLD OUT
MT9810B/MT9812B用

ユニット
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