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Leaflet 

長年ご愛顧いただきました スペクトラムアナライザ MS2667C・MS2687B および ベクトル信号発生器 MG3700A は、
製造中止後の修理サポート期限がまもなく満了（もしくは既に満了）となります。 

本キャンペーンでは、下記の製造中止機種を現在もご愛用いただいているお客様を対象として、現行モデルの中から推奨代
替機種を特別価格にてご提案いたします。この機会に現行モデルへの置き換えをご検討ください。 

本キャンペーンは、所有されている旧モデル（製造中止機種）の「形名・機械番号など」をご提示いた
だくことで適用されます。旧モデルの下取り・廃棄などは不要です。 

MS2667C MS2687B MS2830A, MS2840A 

製造中止機種 推奨代替機種 

アンリツ製 旧モデルのスペクトラムアナライザ・信号発生器 

ご愛顧感謝キャンペーン   
 
シグナルアナライザ MS2830A 
シグナルアナライザ MS2840A 
ベクトル信号発生器 MG3710E 
アナログ信号発生器 MG3740A 

キャンペーン対象機種： 製造中止機種、推奨代替機種 

キャンペーンの対象となる旧モデル（製造中止機種）および現行モデル（推奨代替機種）について下表をご覧ください。 
本キャンペーンは、推奨代替機種の基本構成（本体＋オプション）を新規購入された場合にご利用いただけます。 

製造中止機種 推奨代替機種 

形名 品名 （周波数範囲） 修理サポート期限 形名 

MG3700A 
ベクトル信号発生器 

（250kHz～3GHz/6GHz） 
2020年6月 

MG3710E 
MG3740A 

MS2667C スペクトラムアナライザ 
（9kHz～30GHz） 

2018年10月 MS2830A 
MS2840A MS2687B 2020年12月 

注意事項 

• 本キャンペーンは「キャンペーン期間」中にご発注いただいた場合に適用いたします。 

• 本キャンペーンは、推奨代替機種の基本構成（本体＋オプション）を新規購入された場合に適用します。 
また、基本構成に付加するオプションを同時にご購入いただくと、それらも特別価格でご提供いたします。 

• 既に所有されている本体に対して、オプションを後から追加する際には特別価格の適用対象外とします。 
キャンペーン対象ではない保証サービスや応用部品は特別価格の適用対象外とします。 

• 本キャンペーンは、弊社の日本国内の“標準価格”に対して特別価格を適用するものであり、 
日本国内のご契約に限ります。 

• キャンペーンは弊社事情により、変更・終了することがあります。 

＜特別価格＞ 
標準価格から 

15%off 

MG3700A 
MG3710E, MG3740A 

キャンペーン期間： ～2021年3月31日 ご発注分まで 
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キャンペーン対象機種： 製造中止機種、推奨代替機種 

形名 品名 概要 

MG3710E ベクトル信号発生器 本体、RF変調帯域幅：120MHz 

MG3710E-032 1stRF 100kHz～2.7GHz 

いずれか一つの周波数モデルを選択。 MG3710E-034 1stRF 100kHz～4GHz 

MG3710E-036 1stRF 100kHz～6GHz 

MG3710E-002 高安定基準発振器 エージングレート：±1 × 10^–7/年 

MG3710E-042 1stRF ローパワー拡張 信号出力設定下限拡張： 標準-110dBm⇒-144dBm 

形名 品名 概要 

MG3740A シグナルアナライザ 本体 

MG3740A-032 1stRF 100kHz～2.7GHz 

いずれか一つ周波数範囲選択。 MG3740A-034 1stRF 100kHz～4GHz 

MG3740A-036 1stRF 100kHz～6GHz 

MG3740A-002 高安定基準発振器 エージングレート：±1 × 10^–7/年 

MG3740A-020 デジタル変調 デジタル変調機能を追加。RF変調帯域幅：2MHz 

MG3740A-042 1stRF ローパワー拡張 信号出力設定下限拡張： 標準-110dBm⇒-144dBm 

MG3710E ベクトル信号発生器 

基本構成 

MG3740A アナログ信号発生器 

基本構成 

2.7GHzモデル：202.0万円 ⇒ 171.7万円 

4GHzモデル：222.0万円 ⇒ 188.7万円 

6GHzモデル：282.0万円 ⇒ 239.7万円 

2.7GHzモデル：182.0万円 ⇒ 154.7万円 

4GHzモデル：202.0万円 ⇒ 171.7万円 

6GHzモデル：262.0万円 ⇒ 222.7万円 

標準価格 特別価格 

MG3700A 
ベクトル信号発生器 

MG3710E 
ベクトル信号発生器 

製造中止機種 推奨代替機種 

MG3740A 
アナログ信号発生器 

+ベクトル変調機能(opt.020) 

MG3700A：2020年 6月 修理サポート期限満了 
＜特別価格＞ 
標準価格から 

15%off 
新旧モデルの比較およびMG3700A相当のMG3710E/MG3740A機器構成について、 
別紙の下記リーフレットをご覧ください。 
  「ベクトル信号発生器 MG3700Aの代替機種のご提案」 

周波数範囲：250kHz～3GHz/6GHz 周波数範囲（共通）：100kHz～2.7/4.0/6.0GHz 

本キャンペーンの、推奨代替機種の基本構成（本体＋オプション）について下表をご覧ください。 

さらに基本構成に付加するオプションを同時にご購入いただくと、それらも特別価格でご提供いたします。 
 ※保証サービス・応用部品などは本キャンペーンの対象外となりますのでご了承ください。 

本体およびオプションの詳細は、お手数ですがカタログ・データシート等でご確認ください。 

＜特別価格＞ 
標準価格から 

15%off 

推奨代替機種のオプション 

ハードウェア ：MG3710E-xxx、MG3740A-xxx 

波形パターン ：MX3700xxA、MX3700xxB 

IQproducer ：MX3701xxA、MX3701xxA-001、MX3701xxA-002 

注）x は数字 
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キャンペーン対象機種： 製造中止機種、推奨代替機種（基本構成） 

MS2667C 
スペクトラムアナライザ 

MS2687B 
スペクトラムアナライザ 

MS2830A, MS2840A 
シグナルアナライザ 

製造中止機種 推奨代替機種 

MS2667C：2018年10月 修理サポート期限満了 

MS2687B：2020年12月 修理サポート期限満了 

＜特別価格＞ 
標準価格から 

15%off 

新旧モデルの比較については、別紙の下記リーフレットをご覧ください。 
  「スペクトラムアナライザMS2667C/MS2687Bの代替機種のご提案」 

周波数範囲：9kHz～30GHz 周波数範囲：9kHz～30GHz 
周波数範囲 
MS2830A：9kHz～26.5/43.0GHz 
MS2840A：9kHz～26.5/44.5GHz 

形名 品名 概要 

MS2830A シグナルアナライザ 本体 

MS2830A-044 26.5GHz シグナルアナライザ いずれか一つの周波数モデルを選択。 
（標準実装：高安定基準発振器） MS2830A-045 43GHz シグナルアナライザ 

MS2830A シグナルアナライザ 

基本構成 

MS2840A シグナルアナライザ 

基本構成 

26.5GHzモデル：330.0万円 ⇒ 280.5万円 

43GHzモデル：440.0万円 ⇒ 374.0万円 

26.5GHzモデル：380.0万円 ⇒ 323.0万円 

44.5GHzモデル：645.0万円 ⇒ 548.3万円 

標準価格 特別価格 

さらに基本構成に付加するオプションを同時にご購入いただくと、それらも特別価格でご提供いたします。 
 ※保証サービス・応用部品などは本キャンペーンの対象外となりますのでご了承ください。 

本体およびオプションの詳細は、お手数ですがカタログ・データシート等でご確認ください。 

＜特別価格＞ 
標準価格から 

15%off 

推奨代替機種のオプション 

ハードウェア ：MS2830A-xxx、MS2840A-xxx 

ソフトウェア ：MX2690xxA、MX2690xxA-xxx、 
  MX2830xxA、MX2840xxA 

注）x は数字 

注）3.6/6/13.5GHzモデルはキャンペーン対象外です。 

注）3.6/6GHzモデルはキャンペーン対象外です。 

本キャンペーンの、推奨代替機種の基本構成（本体＋オプション）について下表をご覧ください。 

形名 品名 概要 

MS2840A シグナルアナライザ 本体 

MS2840A-044 26.5GHz シグナルアナライザ いずれか一つの周波数モデルを選択。 
（標準実装：高安定基準発振器・解析帯域幅31.25MHz） MS2840A-046 44.5GHz シグナルアナライザ 

MS2840A-019 2dBステップアッテネータミリ波用 MS2840A-046専用。 標準10dBステップ⇒2dBステップ。 
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https://www.anritsu.com 

計測器営業本部  営業推進部 

TEL:  0120-133-099 / FAX: 046-296-1248 

E-mail: SJPost@zy.anritsu.co.jp 

本資料は、記載内容をおことわりなしに一部変更する場合があります。 

WJ-P2TD-200006-00 

所有されている旧モデル（製造中止機種）の情報 

御社名 ： 

部署名 ： 

ご氏名 ： 

形名 ： 

機械番号 ： 

ご要望事項 ： 

新旧モデル比較リーフレットのご紹介 

注意事項 
 本資料に記載されている価格は、2020年7月現在、税抜、概算の希望小売価格です。 
 荷造梱包費、運送費、運送保険料、代金引換手数料などは含んでおりません。 
 予告なく変更されることがありますので、ご発注の際には弊社営業または商社などへお問い合わせください。 

新旧モデルの比較のためリーフレットをご用意しています。本キャンペーンと合わせて是非ご覧ください。 

お手数ですが下記の必要事項を記載の上、弊社営業または商社へご連絡いただくか、弊社営業推進部へFAX/メール(本ペー
ジ右下記載)にて送付いただきますようお願いいたします。 

お名刺をお貼りください 


