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Major product lineup

主要製品のラインナップ

The Anritsu Group provides solutions in various fields including the evolution and development of information communication systems, quality 

assurance of food and pharmaceuticals, and remote monitor control. In 2013, Tohoku Anritsu Co., Ltd. started operation of the 2nd factory and 

strengthened its production capability. The 2nd factory provides the world with Anritsu brand products as a “Great Mother Factory” of Anritsu 

Group. Tohoku Anritsu supports the realization of a safe, secure, and prosperous global society centering on information communication technology.

アンリツグループは、情報通信システムの進化・発展、食品・医薬品の品質保証、遠隔監視制御などさまざまな分野で、ソリュー

ションを提供しています。東北アンリツは、2013年に第二工場を操業し、製造能力をさらに強化。アンリツグループのグレート

マザー工場として、世界にアンリツブランドの製品を供給 。情報通信技術が核となる安全・安心で豊かなグローバル社会の

実現を支えています。

Development and manufacture of mobile terminals
モバイル端末開発・製造 ネットワークインフラの開発・製造・保守

Tohoku Anritsu to the World.
東北アンリツから世界へ

シグナル クオリティ アナライザ-R
Signal Quality Analyzer-R

MP1900A

ラジオ コミュニケーション テストステーション
Radio Communication Test Station

MT8000A

ユニバーサルワイヤレステストセット
Universal Wireless Test Set

MT8870A

ネットワークマスタ プロ
Network Master Pro

MT1040A

ネットワークマスタ プロ
Network Master Pro

MT1000A

ラジオ コミュニケーション アナライザ
Radio Communication Analyzer

MT8821C

コンフォーマンステストシステム
Conformance Test System
ME7873NR / ME7834NR

Tohoku Anritsu is a globally competitive manufacturing organization that contributes to a safe, secure, and prosperous global society

through the “Great Mother Factory” of Anritsu Group.

グローバルな競 争 力を備え、アンリツグループのグレートマザー工 場として、
安 全・安 心で豊かなグローバル社 会に貢 献

Development, manufacturing and maintenance of network infrastructure

東北アンリツ株式会社  会社案内1



Planning of production
生産計画

Production technology
製造技術

Optimization of
Manufacturing

製造最適判断※

Manufacture
製造

Customer
顧客

Procurement
資材調達

エレクトロニクス機器の開発・製造
Information and communication
情報通信装置

Quality control
品質管理

Tohoku Anritsu to the World.

BERTWave
BERTWave

MP2110A / MP2100B

※製造最適判断： 国内外の選択肢から最適な製造場所、製造工場、製造方法、製造時期を判断
    Optimization of Manufacturing: For manufacturing needs, we determine the most suitable locations, factories, methods and time periods 
    from among options in Japan and overseas.

光スペクトラムアナライザ
Optical Spectrum Analyzer

MS9740B

帯域制御装置
Traffic Shaper

PureFlow™ GSX Series

アダプティブ ゲートウェイ
Adaptive Gateway

NN4000 Series

Tohoku Anritsu is a globally competitive manufacturing organization that contributes to a safe, secure, and prosperous global society
through the “Great Mother Factory” of Anritsu Group.

グローバルな競 争 力を備え、アンリツグループのグレートマザー工 場として、
安 全・安 心で豊かなグローバル社 会に貢 献

Development, manufacturing and maintenance of network infrastructure

アクセスマスタ
ACCESS Master
MT9085 Series

シグナルアナライザ
Signal Analyzer

MS2850A

ベクトル信号発生器
Vector Signal Generator

MG3710A

Development and manufacturing of electronic equipment
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代表取締役社長

内田 昇
Representative Director, President

Noboru Uchida

社 長 メ ッ セ ー ジ
P r e s i d e n t ’ s  M e s s a g e

We are committed to deliver customer satisfaction through a prompt 
and wholehearted response to their requirements, with the aim of 
creating a relationship of mutual benefit.

顧客満足を誠意と迅速な対応で実現し、
良好なパートナーシップづくりを目指します。

東 北アンリツは 19 8 6 年（昭 和 6 1 年）の 操 業 以 来 、アンリツ

グループの製造拠点として、通信関連の計測器やネットワーク

機器など、高度な電子機器の製造を通じて安全・安心で豊かな

グローバル社会の発展に貢献してまいりました。

当社は、無線、超高速デジタル、光、高周波アナログなど情報通信

システムに関連した高度な製造・調整・検査技術をベースに、

高性能かつ高品質な製品を、多品種・少量、需要変動に合わせた

短納期で生産できるという強みを有しています。

情報通信システムが社会の発展に欠かせないインフラとなって

い る 今 日 、こ れ から も 最 先 端 の テ クノロ ジ ー を 先 取 りし 、

“ 人 ” に、“ 社 会 ” に 役 立 つ もの づくりを推 進し、日 々 努 力 を

重ねてまいります。

今後とも、一層のご支援をお願い申し上げます。

Since the start of its operations in 1986, Tohoku Anritsu Co., Ltd., as a 

manufacturing base for the Anritsu Group, has been contributing to the 

development of a safe, secure, and prosperous global society through the 

production of advanced telecom-related measuring instruments, 

networking equipment and other cutting-edge electronic devices. 

Our strength lies in our flexible production capability on the back of highly 

sophisticated production, adjustment and inspection technological 

expertise applied principally to wireless, ultra-high speed digital, optical 

and high-frequency analogue information communication systems. This 

expertise supports our flexible production capability to cope with various 

market requirements concerning the production and quick delivery of 

high-performance and high-quality products, such as orders for 

multi-products in small quantities and the fluctuations of demand.  

Today, we see that the information communication system has become an 

integral infrastructure in the development of society. In light of this, we 

will continue to center our efforts on the development of cutting-edge 

technologies ahead of competitors and strive to promote the creation of 

products that benefit “people” and “society.”

We expect further assistance from you. We sincerely hope we can 

continue to rely on your support and confidence in us.
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C o m p a n y  P h i l o s o p h y
経 営 理 念

Tohoku Anritsu Co., Ltd. contributes to the development of a safe, 
secure, and prosperous society through its manufacturing business, 
which involves production and development both within and outside 
the  Anr i t su  Group ,  and  by  c reat ing  advanced  manufac tur ing  
capabi l i ty  engendered by  a  boundless  pass ion to  take on new 
challenges and by a spirit of creativity.

概要
会社名
設立
操業開始
資本金
社長
従業員数
敷地面積
延床面積

役員
代表取締役社長
監査役

東北アンリツ株式会社
1985年（昭和60年）3月1日
1986年（昭和61年）4月1日 （第一工場） ／ 2013年（平成25年）7月1日 （第二工場）
2億5千万円
内田 昇
325名［2020年（令和2年）6月1日現在］
51,000m2 （第一工場）／71,800m2 （第二工場）
22,500m2 （第一工場）／  8,200m2 （第二工場）

内田 昇
門脇 正彦

Company Profile
Company name

Date of Foundation

Date of the Start of Operation

Paid-up capital

President

Employees

Size of overall manufacturing site

Total floor area

Company Officers
Representative Director, President

Audit & Supervisory Board Member

Tohoku Anritsu Co., Ltd.

March 1, 1985

April 1, 1986 for the 1st Factory / July 1, 2013 for the 2nd Factory

250 million yen

Noboru Uchida

325（as of June 1, 2020)

51,000m2 (1st Factory) / 71,800m2 (2nd Factory)

22,500m2 (1st Factory) /  8,200m2 (2nd Factory)

  
Noboru Uchida

Masahiko Kadowaki

東 北アンリツ株 式 会 社 は 、日 々新 な挑 戦と創 造で高 度 な
製 造 能 力 を構 築し、製 造 並 び に 開 発 を伴う製 造 事 業 を
グル ープ 内 外 に 展 開 す るこ と を 通 して 、安 全・安 心 で
豊かな社会の発展に貢献します。
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P r o d u c t i o n  s y s t e m
生 産 体 制

Parts procurement
部品調達

PCB アセンブリ

Board testing
ボードテスト

ユニット組立

Product assembling
製品組立

Inspection
検査

Delivery
納品

Tohoku Anritsu produces product groups supporting cutting edge information communication systems, such as measuring instrument for 

mobile communications terminals including smartphones and mobile phones, measuring instruments for optical and ultra-highspeed 

digital-communications networks, bandwidth controllers and remote monitor control units.

Moreover, our company realizes quick delivery and low cost with a flexible production system, operating under strict quality control and the 

production in consideration of the global environment.

東北アンリツは、スマートフォンや携帯電話などに代表される移動通信端末用計測器、光・超高速デジタル通信ネットワーク用

計測器および帯域制御装置、遠隔監視制御装置など、最先端の情報通信システムを支える製品群を生産しています。

当社はフレキシブルな生産体制の下、短納期、低コストを実現し、徹底した品質管理と地球環境に配慮した生産活動を

行っています。

Production system achieving 
quick delivery, low cost and high quality

短納期、低コスト、高品質を創り出す生産体制

PCB assembly

Unit assembling
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E n g i n e e r i n g
エ ン ジ ニ ア リ ン グ

インサーキットテスター

X 線装置 リワーク装置 各種計測器

マウンター

リフロー炉 外観検査機

印刷はんだ検査機 はんだ印刷機

東北アンリツが保有するコアテクノロジー
Core Technologies of Tohoku Anritsu Co., Ltd.

アナログ高周波技術

RF／マイクロ波における高性能な周波数コンバータおよび
周波数シンセサイザ関連技術を保有。
We possess technical capabi l i t ies related to sophist icated 
RF/microwave frequency converters and frequency synthesizers.

FPGA／デジタル回路技術

FPGAおよびCPU／DSPを中心としたデジタル回路技術
を保有。
We possess a digital circuit technology primarily for FPGA and 
CPU/DSP.  

デジタル信号処理技術

高ダイナミックレンジを実現する高精度のデジタル信号
処理技術を保有。
We possess technical capabilities in processing hyper acute digital 
signals enabling the provision of high dynamic range signal results.    

RF／デジタル回路診断能力

アナログ高周波回路、高速デジタル回路の回路動作診断
能力を保有。
We possess circuit operation diagnostic capabilities for analogue 
high-frequency circuits and high-speed digital circuits.

Main production 
equipment 

主要製造設備

Analogue high-frequency technology

FPGA / Digital circuit technology

Digital signal processing technology

RF / Digital circuit diagnostic capability

In-circuit Tester

X-ray Inspection System Rework Machine Test & Measurement
Instruments

Mounter

Reflow Oven Optical Inspection Machine

Solder Paste Inspector Solder Printing Machine
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〒963-8824  福島県郡山市字道場301番地
TEL: 024-956-2112
https://www.anritsu.com/ja-JP/tohoku-anritsu

東北アンリツ株式会社

東北アンリツ株式会社

第一工場 （アンリツ株式会社 郡山事業所）
〒963-8824  福島県郡山市字道場301番地

（郡山中央工業団地内）
TEL: 024-956-2112   FAX: 024-956-2299
●郡山駅より車で約10分
●郡山駅よりバスで約10分「中央工業団地北口」バス停 徒歩3分
●東北自動車道郡山ICより車で約30分

第二工場 （アンリツ株式会社 郡山第二事業所）
〒963-0215  福島県郡山市待池台一丁目20番地8 

（郡山西部第二工業団地内）
TEL: 024-956-2112   FAX: 024-959-3467
●郡山駅より車で約30分
●東北自動車道郡山ICより車で約10分

1st Factory (Anritsu Corporation Koriyama Business Office)
301 Douba, Koriyama City, Fukushima Prefecture, 963-8824
(Central Koriyama Industrial Estate)
PHONE +81 24 956 2112   FAX +81 24 956 2299
- About 10 minutes by car from Koriyama Station.
- About 10 minutes by bus from Koriyama Station to “Central 
  Industrial Complex North Entrance.” Then a 3-minute walk.
- About 30 minutes by car from the Tohoku Expressway 
  Koriyama Interchange.

Tohoku Anritsu Co., Ltd.

2nd Factory (Anritsu Corporation Koriyama 2nd Business Office)
1-20-8 Machiikedai, Koriyama City, Fukushima Prefecture, 963-0215
(West Koriyama Industrial Estate II)
PHONE +81 24 956 2112   FAX +81 24 959 3467
- About 30 minutes by car from Koriyama Station.
- About 10 minutes by car from the Tohoku Expressway 
  Koriyama Interchange.
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阿武隈川
Abukuma river

至仙台
To Sendai City

至東京
To Tokyo

喜久田駅
Kikuta Station

郡山富田駅
  Koriyamatomita
       Station

東北本線
JR Tohoku line

磐越西線
JR Banetsu
 West line

東北新幹線
JR Tohoku Shinkansen

郡山中央工業団地
Central Koriyama 
Industrial Estate

東北自動車道
Tohoku Expressway

郡山IC
Koriyama 
Interchange

郡山南IC
Koriyamaminami 
Interchange

郡山駅
Koriyama 
Station

磐越東線
JR Banetsu 
East line

東北アンリツ 
第一工場
Tohoku Anritsu Co., Ltd.
1st Factory

東北アンリツ
第二工場

Tohoku Anritsu Co., Ltd.
2nd Factory

郡山西部
第二工業団地
West Koriyama 
Industrial 
Estate II


