
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（税込み） 備考

NEW
9052

Anritsu ML8780A 中古 エリアテスタ

《ユニット》
MU878001A　バッテリユニット
MU878002A　ディバイダユニット
MU878010A　W-CDMA測定ユニット
MU878030A　LTE測定ユニット
《オプション》
ML8780A-002  内臓GPSオプション
《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
￥220,000

（税込み ￥242,000）

9050 22 Anritsu MU878010A　中古

W－CDMA
測定ユニット
<2110MHz〜
2170MHz>

 《主なスペック》
入力コネクタ　 SMA-J
電力測定 WCDMA  －117dBm～－33dBm
《付属品》
無し

初期動作保証 別途料金
￥100,000

（税込み ￥110,000）
ML8780A/ML8781A用
ユニット

9051
22

6201092877
Anritsu MU878030A　中古

LTE測定ユニット
<LTE用：800MG/
1.5G/ 1.8G/2.1G>

 《主なスペック》
入力コネクタ　 SMA-J
電力測定 WCDMA   －55dBm～－25dBm
《付属品》
無し

初期動作保証 別途料金
￥100,000

（税込み ￥110,000）
ML8780A/ML8781A用
ユニット

1002 Anritsu
MT1000A 中古
MU100010A 中古
MU100021A 中古

ﾈｯﾄﾜｰｸﾏｽﾀ ﾌﾟﾛ

《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 ￥998,000）

9006 Anritsu MT8860C　中古 WLANテストセット

《主なスペック》
対応規格　IEEE802.11a/b/g
出力レベル　0dBm ～ -100dBm
レベル分解能　0.1dB
最大入力レベル　連続平均電力+26dBm
《付属品》
取扱説明書（CD-ROM）、電源コード

初期動作保証 別途料金
￥180,000

（税込み ￥198,000）

9010 Anritsu ML4803A　中古
パワーメータ

<100kHz～90GHz>

《主なスペック》
測定レベル分解能  0.01dBm
電力レンジ　5レンジ/10dBステップ
《付属品》
取扱説明書、電源コード

初期動作保証 別途料金
￥28,000

（税込み ￥30,800）

9011 Anritsu MA4601A　中古 ﾊﾟﾜｰｾﾝｻ

《主なスペック》
周波数　100kHz～5.5GHz
パワーレンジ　-30dBm～+20dBm
コネクタタイプ　N型(オス)

初期動作保証 別途料金
￥20,000

（税込み ￥22,000）

ML4803A用センサ
・検出器接続コード必要
（J0370A）

9012 Anritsu MA4701A　中古 ﾊﾟﾜｰｾﾝｻ

《主なスペック》
周波数　10MHz～18GHz
パワーレンジ　-30dBm～+20dBm
コネクタタイプ　N型(オス)

初期動作保証 別途料金
￥20,000

（税込み ￥22,000）

ML4803A用センサ
・検出器接続コード必要
（J0370A）

9013 Anritsu MA4702A　中古 ﾊﾟﾜｰｾﾝｻ

《主なスペック》
周波数　10MHz～18GHz
パワーレンジ　-70dBm～-20dBm
コネクタタイプ　N型(オス)

初期動作保証 別途料金
￥20,000

（税込み ￥22,000）

ML4803A用センサ
・検出器接続コード必要
（J0370A）

9018 Anritsu MA24106A　中古 USB パワーセンサ
《主なスペック》
周波数範囲　50MHz～6GHz
測定範囲　-40～+23dBm

初期動作保証 別途料金
￥70,000

（税込み ￥77,000）

9026 Anritsu MA4603A　中古
アモルファス
パワーセンサ

《主なスペック》
周波数　100kHz～2GHz
パワーレンジ　-30dBm～+20dBm

初期動作保証 別途料金
￥20,000

（税込み ￥22,000）

ML4803A用センサ
・検出器接続コード必要
（J0370A）

■ モバイル/ワイヤレス/その他 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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9027 Anritsu MA4610A　中古 RFセンサ

《主なスペック》
パワーレンジ　-50dBm～+10dBm
インピーダンス　50Ω
コネクタ　　BNC-R

初期動作保証 別途料金
￥20,000

（税込み ￥22,000）

MS3606B用センサ
・検出器接続コード必要
（J0370A）

9028 Anritsu MD1260A 中古
イーサネット
アナライザ
<40/100G>

《オプション》
001　100G イーサネット
030  GPIB
《付属品》
取扱説明書（CD-ROM）、電源コード

初期動作保証 別途料金
￥500,000

（税込み ￥550,000）

9038 9 Anritsu MU120111A　中古
10/100M

イーサネット
モジュール

《主なスペック》
対応規格　10BASE-T、100BASE-TX
コネクタ　RJ-45
ポート数　8
ビットレート　10 M、100 Mbit/s
《付属品》
無し

初期動作保証 別途料金
￥100,000

（税込み ￥110,000）
MD1230B/MP1590B用
モジュール

9041 22 Anritsu MP1590B　中古
ネットワーク

パフォーマンス
テスタ

《オプション》
02　GPIB
03　LAN
11　パケットBER測定
《付属品》
取扱説明書（CD-ROM）、電源コード

初期動作保証 別途料金
￥180,000

（税込み ￥198,000）

9042 9 Anritsu MU150100A　中古 10/10.7G ユニット

《オプション》
03　波長1.31/1.55 μm
05　OTU1/OTU2
《付属品》
無し

初期動作保証 別途料金
￥180,000

（税込み ￥198,000）
MP1590B用モジュール

9043
9

6200544573
Anritsu MU150123A　中古

10/10.7G
受信オプティカル
ユニット（ワイド）

《オプション》
05　OTU2
《付属品》
無し

初期動作保証 別途料金
￥180,000

（税込み ￥198,000）
MP1590B用モジュール

9045 9 Anritsu MU150000A　中古 2.5G/10Gユニット

《オプション》
01　フレームメモリ/キャプチャ（2.5G/10G）
《付属品》
無し

初期動作保証 別途料金
￥135,000

（税込み ￥148,500）
MP1570A用ユニット

9046 9 Anritsu MU150001B　中古
オプティカル10G
Tx（1.55）ユニット

《オプション》
03　2.5G（1.31/1.55）
《付属品》
無し

初期動作保証 別途料金
￥135,000

（税込み ￥148,500）
MP1570A用ユニット

9048 9 Anritsu MU150011A　中古 2.5G ジッタユニット

・ジッタ発生/測定のみ
（MU150008A/150009AまたはMU150010Aが
必要）
《付属品》
無し

初期動作保証 別途料金
￥90,000

（税込み ￥99,000）
MP1570A用ユニット

9049 9 Anritsu MU150017A　中古
ｵﾌﾟﾃｨｶﾙ 10G Rx

(Wide) ﾕﾆｯﾄ

《主なスペック》
ビットレート　9953.28 Mbit/s ±100 ppm
コネクタ：FC-SPC（SM-F）
《付属品》
無し

初期動作保証 別途料金
￥135,000

（税込み ￥148,500）
MP1570A用ユニット

9002 Anritsu MS8608A　
ディジタル移動無線

送信機テスタ
<9kHz～7.8GHz>

《オプション》
01　高安定水晶発振器
《ソフトウェア》
MX860801A　W-CDMA測定
《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

9003 Anritsu MS8609A　
ディジタル移動無線

送信機テスタ
<9kHz～13.2GHz>

《オプション》
01　高安定水晶発振器
30　2GHｚ帯キャリアカットLPF
31  ローノイズフロア
《ソフトウェア》
MX860901B1　W-CDMA測定ソフトウェア
《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

9005 Anritsu ML8780A　 エリアテスタ

《ユニット》
MU878001A　バッテリユニット
MU878002A　ディバイダユニット
MU878030A　LTE測定ユニット
MU878040A　TD-LTE測定ユニット
MU878010A　W-CDMA測定ユニット
《オプション》
MU878010A-101　900MHｚバンド
《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 SOLD OUT

9014 Anritsu ML2437A　
パワーメータ

<10MHz～50GHz >

《主なスペック》
測定レベル　 Average. －70dBm～＋20dBm
(センサに依存)
《付属品》
取扱説明書、電源コード

1年 付き SOLD OUT
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9024 Anritsu MA2444A 
高確度センサ
（ダイオード）

《主なスペック》
周波数　10MHz～40GHz
パワーレンジ　-67dBm～+20dBm

初期動作保証 別途料金 SOLD OUT

9047 9 Anritsu MU150007A

2/8/34/139M
1.5/45/52M
156/622M

ジッタユニット

　
・ジッタ発生/測定のみ（MP0121Aまたは
MP0122A/Bが必要）
《オプション》
02　ワンダ測定
03　ワンダ基準出力
《付属品》
無し

初期動作保証 別途料金 SOLD OUT

9034 13 Anritsu MS8911A
デジタル放送

フィールドアナライ
ザ

《主なスペック》
周波数　100kHz～7.1GHz
パワーレンジ　DANL～+30dBm
《付属品》
取扱説明書（CD-ROM）、電源コード

初期動作保証 別途料金 SOLD OUT

9016 Anritsu MA2411B　 ﾊﾟﾜｰｾﾝｻ
《主なスペック》
パルスセンサ
300MHz～40GHz、－20～20dBm

6ヵ月 別途料金 SOLD OUT

9017 Anritsu MA2472B　中古 ﾊﾟﾜｰｾﾝｻ
《主なスペック》
周波数　10MHz～18GHz
パワーレンジ　-70dBm～+20dBm

初期動作保証 別途料金 SOLD OUT
ML2437A用センサ
・センサ接続コード必要
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