
型番 ：TU-8300

●イーケイジャパン創立15周年記
念モデル(限定生産)として登場し
た、抜群の人気を誇る300Bを使用
したシングルのステレオパワーア
ンプ●「三結」も試せる機能も搭載

\79,300 9AT111

300Bシングルステレオパワーアンプ TU-LAB 

エレキット

【 お断り 】
左下の各アイコンは取扱営業所を表してい
ます。右下の6桁数字は、エレショップの
商品コードです。また営業所によって販売
価格が異なる、もしくは時期により価格を
変更する事がありますのでご了承ください

123456

型番 ： DV164131

●MICRO CHIP社製の最新PICkit
●PIC18F45K20搭載の評価ボード
付き。●付属CD-ROM内容:ユー
ザーズガイド、12レッスン、チュート
リアル、無料版CCSコンパイラ他。

\8,400

PICkit 3 Debug Express

96P133

型番 ： KIR-16KE3

LEDを使用したイルミネーションキット「キラキラ星」
が限定で復活！専用IC採用により部品点数が少
なく、初心者にも最適です。点滅周期は、約1.25秒
、0.67秒、0.42秒、0.15秒の4種類。LEDは3φと5φ
超高輝度赤、青、緑、白の4種類を合計16球使用。
また、本キット同士を連結して使用可能です。

\1,5759CC311

キラキラ星共立限定版LED

ワンダーキット

型番 ： KIR-16KE5

9CC312 \1,732

型番 ： MS-148

●伸縮自由自在が伸びる検電器
●天井など高い場所の検電作業
も難なくこなせます●検出電圧：
AC70～250V●検出周波数：50～
500Hz●ボタン電池(LR41)2個付属

\780 9CT121

伸縮棒型検電器

MEET

型番 ： No.650S(#25) 10mmX20m

●カプトンテープは絶縁性＆耐熱
性にすぐれたテープです●高温に
なる電気製品の絶縁、保護＆高温
塗装時のマスキングに最適

\1,365 9CT122

カプトンテープ

寺岡製作所

型番 ： UEW　0.12mm 500g巻き

●長さ約4.5Km、0.12mmの超極細
エナメル線●耐熱120℃●自作ト
ランスや極小パターン配線に最適
●被覆を剥離せず直接ハンダ付
けできます。

\3,245 9CT142

エナメル線

協和電線産業

型番 ：TLC5940NT

●LEDの制御や16SEGなど表示器
の明暗設定が可能な16チャネル
内蔵の定電流シンクLEDドライバ
●LED故障検出も可能●入力電
圧範囲:3.0V～5.5V●28ピンDIP

\390 9CC313

16chPWM定電流LEDドライバ

Texas Instruments

　値 　　　　型番 　　　　　　　単価

0.01uF MKS2 100V0.01uF \60

0.022uF MKS2 100V0.022uF \60

0.047uF MKS2 100V0.047uF \60

0.068uF MKS2 100V0.068uF \60

0.1uF MKS2 100V0.1uF \60

9CC132

9CC133

9CC134

9CC135

9AN134

9CC131

9AN131

9AN133

9AN132

メタライズドポリエステルフィルムコンデンサ

63V 100V 

WIMA

WIMA

　値 　　　　型番 　　　　　　　単価

0.22uF MKS2 63V0.22uF \80

0.47uF MKS2 63V0.47uF \80

1uF MKS2 63V1uF \120

2.2uF MKS2 63V2.2uF \240

MKS2シリーズ
●ドイツ・WIMA(ウィマ/ヴィマ/ワイマ)社のオー

ディオ用フィルムコンデンサ●バイパス、ブロッ

キング、カップリング、デカップリングなどに最

適です●63V～100V、0.01μF～2.2μF

●自作エフェクターなど音響回路にもぜひ

精密級金属皮膜抵抗 1/2W 1%

VISHAY/DALE

DALE CMF-55シリーズ
●VISHAY社のDALE抵抗●ローノイズでオーデ

ィオ用抵抗器としてもよく使われている●抵抗

値精度：±1%(F特性)●外形寸法：6.1mm●自作

エフェクターなど音響回路にもぜひ

　値 　　　　型番

10Ω   CMF-55 10R000FKEK

100Ω CMF-55 100R00FKEK

150Ω CMF-55 150R00FKEK

220Ω CMF-55 220R00FKEK

470Ω CMF-55 470R00FKEK

　値 　　　　型番

750Ω  CMF-55 750R00FKEK

1KΩ   CMF-55 1K0000FKEK

1.5KΩ CMF-55 1K5000FKEK

2.2KΩ CMF-55 2K2000FKEK

4.7KΩ CMF-55 4K7000FKEK

7.5KΩ CMF-55 7K5000FKEK

　値 　　　　型番

10KΩ  CMF-55 10K000FKEK

22KΩ  CMF-55 22K000FKEK

47KΩ  CMF-55 47K000FKEK

100KΩ CMF-55 100K00FKEK

470KΩ CMF-55 470K00FKEK 

9CT136

9CT139

9CT137

9CT138

9CT13A

9CT13C

9CT13F

9CT13D

9CT13E

9CT13G

9CT13B

9CT131

9CT134

9CT132

9CT133

9CT135

各\52

型番 ： RPSMAP-SMAJ

●リバースSMAコネクターと、通常
のSMAとの変換コネクター●本体
：黄銅（Auメッキ）、中心コンタクト：
ベリリウム銅（Auメッキ）●インピー
ダンス50Ω●接触抵抗：3mΩmax

\1,055 9CT144

SMA変換コネクター

東洋コネクター

型番 ： HLC-CE-1MP-WH

●最大長約1.2m●カール構造の
コードは伸縮自在●パソコンの位
置に合わせて最適な長さですっき
り配線が可能●1000BASE-T、カ
テゴリー5E準拠●専用バッグ付属

\870 9CT143

LANカールコード 最大長1.2m

ハーモネット

〒556-0005　大阪市浪速区日本橋5-7-19

TEL:(06)6644-4446　FAX:(06)6644-6666
【営業時間】 10:00～20:00(日祝19:00迄)　　　　【定休日】 毎月第4月曜

電子部品のことなら日本最大級の品揃え
コネクタ＆半導体の種類には自信あり！

信頼と確かなものを全力でサポートいたします！

ブログ
更新中

型番 ： RHG-1500

●収縮チューブの加工、パテの乾
燥、樹脂の曲げ加工、ステッカー
はがしなどに●送風、温調用ダイ
アル付き●熱風温度：60～550℃
●仕様電源：AC100V

\6,300 9CT141

ヒートガン

RELIEF

http://eleshop.jp/shop/g/g9AT111/
http://eleshop.jp/shop/goods/search.aspx?keyword=WIMA&item_code=MKS2&style=D&search.x=0
http://eleshop.jp/shop/goods/search.aspx?keyword=DALE&item_code=CMF55&style=D&search.x=0
http://eleshop.jp/shop/g/g96P133/
http://eleshop.jp/shop/g/g9CT144/
http://eleshop.jp/shop/g/g9CT121/
http://eleshop.jp/shop/g/g9CT143/
http://eleshop.jp/shop/g/g9CT122/
http://eleshop.jp/shop/g/g9CC313/
http://eleshop.jp/shop/g/g9CT142/
http://eleshop.jp/shop/g/g9CT141/
http://eleshop.jp/shop/goods/search.aspx?goods=9CC31&item_code=KIR16KE&style=D&search.x=0


型番 ： VNH3SP30

●ワンチップでフルブリッジ30Aの
大電流●Iout:30A(max)、Ron:34m
Ω、Vcc:DC5.5～36V●5Vロジック
インターフェイス●PWM端子付
(10kHz(max))●各種保護機能内蔵

MOSFET DCモータードライバIC

STマイクロ
エレクトロニクス 9CT41G\1,800

型番 ： OP275GPZ

●デュアル・バイポーラ・JFETオー
ディオオペアンプ●電源：±4.5～
±22V●バンド幅：9MHz● スルー
レート:22V/us●DIP8Pin 

\300

オーディオ向 オペアンプ　OP275GPZ

Analog Devices

V21139

型番 ： 6BQ5-KIT

●6BQ5(EL84)を使った真空管アン
プのベースキット●組み立てた基
板に電源トランスと出力トランス(共
に別売)を接続することで2W+2Wの
パワーを出力できます

\9,500

2W+2W 6BQ5真空管アンプキット

デジット 7BS411

型番 ： A48-124

●出力:2W DC40mA、周
波数特性:50Hz～20kHz
●インピーダンス1次側
:5KΩ 2次側:0Ω-4Ω-8Ω
●6BQ5-KITに最適です

\1,750

真空管用出力トランス

デジット 7CF414

型番 ： A48-78 \1,575 9CT419

リード線型

ラグ端子型

リード線型 ラグ端子型

型番 ： P66194

●入力:100V
●出力:6.3V 2A / 180V 
0.12A / 18V-0-18V 0.1A
●6BQ5-KITに最適です

\4,000

真空管用電源トランス

デジット 7CF412

型番 ： P66141 \3,600 9CT41A

リード線型

ラグ端子型

リード線型 ラグ端子型

●小形で広い静電容量範囲●温度特性は X7R 特性●
優れた耐湿、高温負荷寿命●ESR が低いため高周波数
特性に優れる●定格リプル電流が大きい●カップリング
コンデンサとしても使用可能

±20%樹脂ディップ型
　　　積層セラミックコンデンサ

日本ケミコン NTDシリーズ

1μF         KTD500B105M32A0B00       \90

1.5μF       KTD500B155M32A0B00     \100

2.2μF       KTD500B225M32A0B00     \120

3.2μF       KTD500B335M32A0B00     \190

4.7μF       KTD500B475M43A0B00     \240

6.8μF       KTD500B685M43A0B00     \280

10μF        KTD500B106M55A0B00     \350

15μF        KTD500B156M55A0B00     \450

9CT412

9CT411

9CT413

9CT414

9CT415

9CT416

9CT417

9CT418

値　　　　　　　　　　　型番　　　　　　　　価格

50V　　　RoHS指定適合品　　ＮＴＤシリーズ

型番 ： MFCS37G

●シャフト穴内径：6.3φのネ
ジ止め式ツマミ●本体最少径
:15mm、最大径：18.5mm、適
合シャフト径：6mm●本体色：
ゴールド/シルバー

\150

ツマミ

ノーブランド 9CT41P

型番 ： MFCS37S \150 9CT41Q

金色

銀色

金色 銀色

型番 ： KNZ-SC4

●ニッケルメッキ軟銅線と無アル
カリガラス繊維でクロス編組したチ
ューブ●ケーブルに通すだけで高
いシールド効果●口径が広がるの
でコネクタ付ケーブルも簡単装着
●長さ1m

\300

シールド編組チューブ 3～8φ

協和電線産業 9CT41I

型番 ： LD1086V

●一般的な可変3端子よりも約
1.2V低ドロップ●ドロップ電圧：
1.3V(Typ)●出力電圧：1.25～28V
●最大入力電圧：30V●出力電流
：1.5A(max)●TO-220タイプ

\210

低ドロップ1.5A可変レギュレータ

STマイクロ
エレクトロニクス 9CT41H

型番 ： NJL7502L

●人間の視感度特性に近い照度
センサ●一般的な光センサとして
CdSセルなどの代用が可能●ピー
ク感度波長：560nm●光電流：33
μA(Vce=5、白色LED、100Lux)

\73

可視光フォトトランジスタ

JRC 9CT41R

8bitAVRマイコンシリーズの8ピンDIPマイコン

●ホビーやセンサ等の組み込みに魅力的な小型パッケージの8PinDIP型の高性能8bitAVRマイコン
●電源端子以外フルに使用できるI/OPin●多彩な機能を備えたマイコン
●Vcc：2.7V～5.5V。V付きはローパワーVcc：1.8V～5.5V。

AVRマイコンAtmel

1kB
1kB
2kB
4kB
8kB

64B
64B

128B
256B
512B

64B
64B

128B
256B
512B

6
6
6
6
6

1ch
1ch
2ch
2ch
2ch

×/×
×/×
○/○
○/○
○/○

4ch
4ch
4ch
4ch
4ch

2ch
2ch
4ch
4ch
4ch

○
○
○
○
○

Flash SRAM EE I/O 8bitTimers PWMSPI/TWI
Analog

Comparator
ATTINY13V-10PU
ATTINY13-20PU
ATTINY25V-10PU
ATTINY45V-10PU
ATTINY85-20PU

A/D(10bit)

ATTINY13V-10PU AATtiny13-20PU ATtiny25V-10PU ATtiny45V-10PU ATtiny85-20PU

9CT41B 9CT41C 9CT41D 9CT41E 9CT41F

\180
\180
\260
\340
\450

〒556-0005　大阪市浪速区日本橋4-6-7
TEL:(06)6644-4555　FAX:(06)6644-1744

エレクトロニクスとロボット / メカトロのお店
話題のハイエンドオーディオからマイクロコンピュータまで！

手作り、ホビー、電子部品のことならおまかせください！

【営業時間】 10:00～20:00
【定休日】 毎週水曜 / 
　　　　　　　第2・第3火曜

編組チューブ

●モノフィラメント繊維を使用しており、弾力性・伸縮性に
優れています●編組構造で通気性に優れ、取り付けた
電線の識別を容易に行うことが可能です●耐熱温度：
120℃●長さ1m●太さ：約3mm～約33mm

協和電線産業

KBT-3 \180 9CT41J

KBT-6

KBT-12

\240
\270

9CT41K

9CT41L

型番

約3mm～約12mm

約6mm～約20mm

約12mm～約33mm

対応径寸 価格

多数のケーブルを
1つのチューブに束ねるロックホルダー

P.Tool

●軽く・少し強く・強くの3段階にハサミ、
固定できる便利なロック機能付きホルダー
●サビに強いステンレス●先端部キザミ付き。

\1,100

全長：約125mm 
型番 ： 11475

9CT41M

全長：約155mm
型番 ： 11476

9CT41N

\1,100

9CT41O全長：約155mm
型番 ： 11478

\1,330

ストレート先細型 L

先曲がり先細型

ストレート先細型 M

http://eleshop.jp/shop/g/g9CT41G/
http://eleshop.jp/shop/g/g7BS411/
http://eleshop.jp/shop/goods/search.aspx?goods=9CT41&item_code=1147&style=D&search.x=0
http://eleshop.jp/shop/g/gV21139/
http://eleshop.jp/shop/goods/search.aspx?goods=9CT41&item_code=KBT&style=D&search.x=0
http://eleshop.jp/shop/goods/search.aspx?item_code=MFCS37&style=D&search.x=0
http://eleshop.jp/shop/g/g9CT41R/
http://eleshop.jp/shop/g/g9CT41H/
http://eleshop.jp/shop/g/g9CT41I/
http://eleshop.jp/shop/goods/search.aspx?goods=9CT41&tree=11&item_code=KTD500&style=D&search.x=0
http://eleshop.jp/shop/goods/search.aspx?keyword=180V&tree=11&item_code=P661&style=D&search.x=0
http://eleshop.jp/shop/goods/search.aspx?keyword=2W&tree=11&item_code=A48&style=D&search.x=0
http://eleshop.jp/shop/goods/search.aspx?goods=9CT41&item_code=ATTINY&style=D&search.x=0


\26,250

アナログオシロスコープ

型番 ： V-252

●周波数帯域20MHz
●チャンネル：2ch
●レンジ:5mV/div～5V/div
●新品
●メーカー1年保証

日立電子
9AA251

\54,600

直流安定化電源

型番 ： PAS40-18

●出力電圧： 0～40V
●出力電流： 0～18A
●リセール品
●動作・精度チェック済み
●6ヶ月保証

菊水電子工業

型番 ： E3640A

●出力：0～8V/3A（レンジ1）
●     0～20V/1.5A（レンジ2）
●リセール品
●動作・精度チェック済み
●6ヶ月保証

\26,250

直流安定化電源

アジレントテクノロジー

\241,500

デジタルオシロスコープ

型番 ： TDS3014B

●周波数帯域100MHz
●チャンネル：4ch
●リセール品
●動作・精度チェック済み
●6ヶ月保証

テクトロニクス

型番 ： PW16-5ADP

●入力電圧：AC100～230V
●出力電圧：0～16V、0～6V
●出力電流：0～5A、0～3A
●動作・精度チェック済み
●6ヶ月保証

\27,300

直流安定化電源

TEXIO

型番 ： MS2602A

●周波数：100Hz～8.5GHz
●分解能帯域幅：10Hz～
3MHz ●リセール品
●動作・精度チェック済み
●6ヶ月保証

\262,500

スペクトラムアナライザ

アンリツ

型番 ：MX100 (30CH)

●メインモジュール 10ch中速
ユニバーサル入力モジュール 
×3●ベースプレート (3入出力
モジュール用)●測定項目 
DCV/TC/RTD/DI●6ヶ月保証

\63,000

PCベースデータアクイジョンユニット

横河電機

型番 ： PAN16-10A

●出力電圧：0～16V
●出力電流：0～10A
●動作・精度チェック済み
●6ヶ月保証

\31,500

直流安定化電源

菊水電子工業

型番 ： TR5821

●周波数：1mHz～120MHz
●リセール品
●動作・精度チェック済み
●6ヶ月保証

\21,000

ユニバーサルカウンター

アドバンテスト\42,000

デジタルマルチメータ

型番 ： R6552

●最大表示 319999
●DCV 30mV～1000V
●リセール品
●動作・精度チェック済み

アドバンテスト

店頭へお越しのお客様：こちらのクーポンを印刷の上、店頭でご提示下さい。
　　　　　　　　　　　　　　　販売価格より5%値引きさせて頂きます。
eメールでご注文のお客様：ご注文メールの本文にこのページのURLを貼り付け、
　　　　　　　　　　　　　　　　　クーポン使用希望とお書き添え下さい。
FAXでご注文のお客様：この画面を印刷いただき、クーポン使用希望とお書き添えの上、
　　　　　　　　　　　　　　　ご注文書と一緒にお送りください。
　　　　　※こちらの商品は中古品のため、売り切れの際はご容赦ください。
　　　　　　　　　　　　※有効期限：2010年1月8日～2010年2月9日

型番 ： SS7825

●周波数帯域250MHz
●チャンネル：4ch
●リセール品
●動作・精度チェック済み
●6ヶ月保証

\129,150

アナログオシロスコープ

岩通計測

型番 ： VA2230A

●周波数：5Hz～210KHz
●入力：1mV～100Vrms
●出力：14.0～85.9dBV
●リセール品
●動作・精度チェック済み

\147,000

オーディオアナライザ

TEXIO

\194,250

デジタルオシロスコープ

型番 ： TDS3014B

●周波数帯域100MHz
●チャンネル：4ch
●リセール品
●動作・精度チェック済み
●6ヶ月保証

テクトロニクス

型番 ： MG3633A

●周波数:10KHz～2700MHz
●分解能：0.01Hz
●リセール品
●動作・精度チェック済み
●6ヶ月保証

\262,500

標準信号発生器

アンリツ

型番 ： 5386A

●周波数：10Hz～3GHz
●分解能： 9桁/秒
●リセール品
●動作・精度チェック済み
●6ヶ月保証

\86,100

周波数カウンター

アジレントテクノロジー

型番 ： PD18-10AD

●入力電圧：AC100～240V
●出力電圧：0～18V
●出力電流：0～10A
●動作・精度チェック済み
●6ヶ月保証

\27,300

直流安定化電源

TEXIO

型番 ： PA250-0.42A

●入力電圧：AC100
●出力電圧：0～250V
●出力電流：0～0.42A
●動作・精度チェック済み
●6ヶ月保証

\18,900

直流安定化電源

TEXIO

型番 ： MN65A

●周波数：DC～6GHz
●入出力：50Ω
●N型・最大減衰量：85db
●動作・精度チェック済み
●6ヶ月保証

\88,200

プログラマブル減衰器

アンリツ

【営業時間】 9:00～18:00
【定休日】 日曜・祝日

〒556-0005　大阪市浪速区日本橋4-2-15
TEL:(06)6646-0707　FAX:(06)6644-0070

その他にも在庫ございます! 詳しくは⇒

中古計測器　好評販売中!!
動作・精度チェック済み　６ヶ月保証ブログ更新中!!

http://eleshop.jp/shop/g/g9AA251/
http://techno.kyohritsu.com/keisokuki/
http://techno.kyohritsu.com/keisokuki/


【営業時間】　９:３０～１２:００ / １３:００～１８:３０
【定休日】　日曜・祝日

インターネットショッピング・通信販売サイト

(お電話でのご注文を承っておりません)
〒556-0004　大阪市浪速区日本橋西2-5-1
TEL:(06)6644-6116　FAX:(06)6644-4450

官公庁・学校関係者様：
公費でのお支払いも受け付けております
お気軽にお問い合わせください

リニューアル!
新サイト運営中!

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　安価な超小型サーボモータの
採用で実現した低価格かつ自由度の高い本格的なロボット
工作キット。ものづくり体験、メカトロ学習はもちろん、小中高
の教育現場では発想力や創造力、問題解決能力の育成に
おいても高い評価をいただいています。

シャープポケコン

Ethernet接続リレーボードEthernet内蔵CPUボード

リチウムポリマー電池＆充電器

Vigor Precision製サーボプチロボシリーズ

￥50

￥1,890

￥6,720 ￥300 ￥400

￥5,954￥367 

￥7,000

￥4,914（1本）

￥42,000

￥2,220 ￥2,050￥21,000

￥20,790

￥980 ￥1,260￥1,260（VS-1）～￥29,988￥15,330￥14,800

￥6,615

フレキシブル太陽電池

USB I/F搭載PICボード

XPort-XE(Ether/シリアル変換)

16セグメントLED【在庫限り超特価】

TA2020アンプキット-Redトランス内蔵RJ-45ジャック

導電糸ボビン巻10m

ダブルバスレフエンクロージャー

2Dイメージングユニット

Arduinoスタータセット

マイクロソフト  ベネッセ  ロボコン 検索

プチロボ改　　　　　プチロボMS5　　　 プチロボX

型番：KBC-P18LAN 

●PIC18F67J60-I/PT搭載の小型
ワンボードコンピュータ(完成基板)
インターネット経由のホームコント
ロールに便利なリレー2個搭載 

●RJ-45コネクタサイズにCPU(x86
)、イーサチップ、RTOS、TCP/IPと
その上位アプリケーション層までを
実装した、超小型デバイスサーバ

●Ethernetポートをサポートする回
路で便利なトランスとLED内蔵の1
0/100BASE-T対応RJ-45ジャック
●YCL社 PTC1111-09L1G相当品

●超音波で物体の位置を、距離と
方向の2次元情報で得られる完成
基板モジュール。ホストとはTTLレ
ベルシリアルで接続。電源:DC5V。

型番：XP1001000-03R 

型番：USSM2D-100

型番：XRJG-01J-4-D12-110

型番：RBIO-3E

●グローバルネットワークである
Ethernetを通して10個のリレーを
ON/OFFする汎用入出力ボード。
他にUSBやRS232Cモデルあり。

●USBインタフェース搭載「PIC18F
14K50」を使用した小型基板モジュ
ール。簡易I/O操作パネル(Win版)
の無償ダウンロードサービスあり。

●口径8cm小型スピーカユニット
から驚異の重低音を再生できる
「ダブルバスレフ」。WP-7108DB-F
はFOSTEX製FE83E(別売)に対応

型番：KBC-USBmini/-P
型番：WP-7108DB-F（写真左）
　　　　WP-7108DB-T（写真右）

型番：PC-G850VS

●シャープが誇る超ロングセラー
ポケットコンピュータ
●「PICマイコン」の開発ができる
新世代ポケコン「PC-G850VS」

●シングル電源ながらBTL回路で
高出力と低歪を実現。TA2020-020
周辺を拘りのドイツWIMA(ウィマ)社
製コンデンサーで固めました。

型番：WP-2020AMP-R

型番：PRT-08483,PRT-00726

●軽量かつメモリ効果が少ないリ
チウムポリマー(Li-Po)二次電池
電圧:3.7V 容量:2000mAh、必ず専
用充電器をご利用ください。

型番：VS-1（写真中）
　　　　VS-12M（左）
　　　　VSD-18MB（右）

●連動アーム付、薄型、耐久性...
それぞれの特徴を持った Vigor 
Precision製サーボモータが入荷。

型番：TX3-25 / SP3-37 

●湾曲自在のフレキシブル太陽
電池。※湾曲=弓状、波状。折り目
をつけるような「折り曲げ」は厳禁。
114x25x0.2mm(TX3-25)

●文字高:2.3インチ(57mm)の16セ
グメントLED表示器。アノードコモン
発光色:赤。※寸法図/ピンアサイ
ンをネット上で公開。詳細資料なし

●LilyPad Arduinoやその周辺パー
ツを裁縫用の針で縫い付けるため
の導電糸をボビン巻でご提供。
●太さは117/17 2ply 82Ωと234/
34 4ply 14Ωの2種類。

●Arduino公式リファレンス収録の
解説本「Arduinoをはじめよう」と、
そこで使用されるボード「Arduino 
Duemilanove」他、実習に必要な
周辺パーツ1式をセットにしました。

型番：16SEG-LED（ジャンク扱）

型番：
ARD-START-LED 

型番：KEI08544
        KEI08549

402011 9AN316 ～8

2AG413

39B331

9BS311
9BS312

9AF311～2

9BS315

9BK331
9BK332

95T312 

402058

402057

402030402029

75V331

36S252

95G312

2.4GHz帯無線ソリューション

8BC311

402052

99D33196I331

￥6,880￥9,785親機型番：RB-RFPTM-5V/RB-RFPTM-12V 
子機型番：RB-RFRM（別売ケース:HA1593-PG）

●わずらわしい接点間の配線を省略・無線化するための汎用ボードモジュール。
入力信号を相手側の出力に伝送する無線式接点信号中継ボード(親機:5V/12Vモ
デルあり)と押しボタン式のリモコン子機（3V動作）を提供しています。
●親機2枚ペアまたは親機1枚対子機(最大16台使用可)の組み合わせで運用。
●通信距離は見通しで約40m、TELEC認証取得済み。

￥2,900

AVRトレーニングボード
●ATmega168を使用したマイコン
トレーニングボードキット。各ポート
はヘッダピン経由で入出力でき、
チェック用LEDを実装。

型番：168TR-KIT

9AA411

【組立キット】

965315 
96R31G 

http://eleshop.jp/shop/goods/search.aspx?goods=40205&item_code=WP7108DB&style=D&search.x=0
http://www.google.com/search?rls=ja-jp&q=%83}%83C%83N%83%8D%83\%83t%83g+%83x%83l%83b%83Z+%83%8D%83{%83R%83%93
http://eleshop.jp/shop/g/g402029/
http://eleshop.jp/shop/g/g402030/
http://eleshop.jp/shop/g/g402011/
http://eleshop.jp/shop/goods/search.aspx?goods=9AN31&item_code=VS&style=D&search.x=0
http://eleshop.jp/shop/g/g75V331/
http://eleshop.jp/shop/g/g39B331/
http://eleshop.jp/shop/g/g2AG413/
http://eleshop.jp/shop/goods/search.aspx?goods=9AF31&item_code=PRT0&style=D&search.x=0
http://eleshop.jp/shop/g/g9BS315/
http://eleshop.jp/shop/goods/search.aspx?keyword=%83%7B%83r%83%93%8A%AA&item_code=KEI0854&sort=rd&style=D&search.x=0
http://eleshop.jp/shop/g/g402052/
http://eleshop.jp/shop/g/g8BC311/
http://eleshop.jp/shop/g/g36S252/
http://eleshop.jp/shop/g/g95G312/
http://eleshop.jp/shop/goods/search.aspx?item_code=KBCUSBmini&style=D&search.x=0
http://eleshop.jp/shop/goods/search.aspx?name=%83t%83%8C%83L%83V%83u%83%8B%91%BE%97z%93d%92r&style=D&search.x=0
http://eleshop.jp/shop/goods/search.aspx?maker=D0809067&item_code=RBRF&last_sdt=&sort=&style=D&search.x=0
http://eleshop.jp/shop/g/g95T312/
http://eleshop.jp/shop/g/g9AA411/



