
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 ： 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

型番 ： STL-216L

●スティック状のチューブ入り白色
LED●チップLED二列 216個構成
で、間接照明に最適●電源電圧
9V(700mA)2.1φジャック付付き●
外径:10mm、長さ:730mm。

\4,500 A1T113

チューブ入り白色LED 216球(108x2列)

型番 ： STL-108L

●スティック状のチューブ入り白色
LED●チップLED一列108個構成で
、間接照明に最適●電源電圧
12V(350mA)2.1φジャック付付き●
外径:6mm、長さ:730mm。

\2,500 A1T112

チューブ入り白色LED 108球(1列)

型番 ： 1PK-3616

●プリント基板のハンダ作業補助
器具●チップホルダー、スクレー
パー、ブラシなどの6本セット。

\300 A1T124

ソルダーエイドツール

Pro'sKit

型番 ： FE83En

●FE83E のリニューアル品●ESコ
ーン採用の8cmフルレンジ●イン
ピーダンス:8Ω●最低共振周波数
:140Hz●再生周波数帯域:fo～30k 
Hz●出力音圧レベル:88dB/W(1m 
)●入力:7W(Mus.)

\2,945 A1T111

8cmフルコーン形フルレンジスピーカ

FOSTEX

型番 ： GDS-1022

●周波数帯域:0～25MHz●入力チ
ャンネル:2CH●最高サンプルレー
ト250MS/s(1ch時)●SDメモリーカ
ードへのデータ保存●USB接続で
PCからのコントロール可能。

\78,000 A1T121

デジタルストレージオシロスコープ

GW INSTEK

型番 ： 03

●内部と外部を同時測定●内部
(-10～+80℃)、外部(-40～+80
℃)●MAX/MINメモリ機能●時計・
カレンダー機能付き

\1,980 A1T123

デジタル温度計

カスタム

型番 ：KEW MATE 2012R

●狭い場所にも最適！クランプ付
ポケットサイズDMM●オープンコ
アセンサでAC/DC電流測定が可
能●38mm2 (IV) までの電線に対
応（被測定導体径φ12mm）

\14,930 A1T122

クランプ付デジタルマルチメータ 

共立電気計器

型番 ： SHW-S0.65mm

●導体経0.65mmとブレッドボード
配線に最適な単線ケーブル●カラ
フル7色セット(2mx7色)●外径
:1.45mm、耐熱110℃●耐圧:300V

\605 A1T141

ブレッドボード用ワイヤ

型番 ： SJM-2388RGB

●3色RGBが出せるドットマトリクス
●アノードコモン、外径寸法：60mm 
x60mm●パネル高：10.5mm●ピン
数32pin(16×2列)2.54mmピッチ

\1,890 A1T131

8×8マルチカラードットマトリクス

型番 ：KB-70N

●66ナイロンの一体成形による結
束バンド●難燃性材料を使用●使
用温度範囲： -40℃～+85℃●全
長:70mm、幅:1.7mm、最大結束径
:15mm●100本入り

\210 A1T142

ミニ結束バンド 

ケイテック

〒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

http://eleshop.jp/shop/goods/search.aspx?keyword=WIMA&item_code=MKS2&style=D&search.x=0
http://eleshop.jp/shop/g/gA1T131/
http://eleshop.jp/shop/g/gA1T122/
http://eleshop.jp/shop/g/gA1T112/
http://eleshop.jp/shop/g/g9CT143/
http://eleshop.jp/shop/g/gA1T113/
http://eleshop.jp/shop/g/gA1T111/
http://eleshop.jp/shop/g/gA1T123/
http://eleshop.jp/shop/g/gA1T124/
http://eleshop.jp/shop/g/g9CC313/
http://eleshop.jp/shop/g/gA1T141/
http://eleshop.jp/shop/g/gA1T142/
http://eleshop.jp/shop/g/gA1T121/
http://eleshop.jp/shop/goods/search.aspx?keyword=DALE&item_code=CMF&style=D&search.x=0


●ニチコン無極性DBシリーズ●RoHS指令（2002/95/EC
）対応済●カテゴリ温度範囲:－40～＋85℃●定格電圧
:50V●定格静電容量許容差:±20％ at 1kHz

Hi-Fiスピーカーネットワーク用
アルミニウム電解コンデンサ

ニチコン DBシリーズ

1μF
1.5μF
2.2μF
3.2μF
4.7μF
6.8μF
10μF
15μF
22μF
33μF
47μF
68μF

A1T419
A1T418

A1T41A
A1T41B
A1T41C
A1T41D
A1T41E
A1T41F

値　　　　　　　　　 型番　　　　　　　価格

50V　　　  RoHS指定適合品　　   DBシリーズ

UDB1H010MPM
UDB1H1R5MPM
UDB1H2R2MPM
UDB1H3R3MPM
UDB1H4R7MPM
UDB1H4R7MPM
UDB1H100MHM
UDB1H150MHM
UDB1H220MHM
UDB1H330MHM
UDB1H470MHM
UDB1H680MRM

\60
\60
\70
\80
\80
\90
\100
\100
\100
\120
\300
\500

A1T41G
A1T41H
A1T41I
A1T41J

型番 ： 70188

標準ギヤボックスはの8種類のギ
ヤ比が選択可能●ミニモーターを
採用、コンパクトサイズ●工作、ロ
ボット工作などにも幅広く使えます
●幅20mm、高さ18mm、長さ50mm

\720

ミニモーター標準ギヤボックス（8速）

タミヤ A1T414

型番 ： 70189

標準ギヤボックスはの4種類のギ
ヤ比が選択可能●ミニモーターを
採用、コンパクトサイズ●工作、ロ
ボット工作などにも幅広く使えます
●幅20mm、高さ24mm、長さ30mm

\720

ミニモーター低速ギヤボックス（4速）

タミヤ A1T413

型番 ： 70190

標準ギヤボックスはの12種類のギ
ヤ比が選択可能●ミニモーターを
採用、コンパクトサイズ●工作、ロ
ボット工作などにも幅広く使えます
●幅30mm、高さ17mm、長さ30mm

\720

ミニモーター多段ギヤボックス（12速）

タミヤ A1T415

型番 ： NJM2670D2

●耐圧60Vの汎用Hブリッジドライ
バ●2つの高出力Hブリッヂ、サー
マルシャットダウン回路構成●モ
ータ電源:4～60V●出力電流:5～
1500mA●ロジック部電源:5V

\530

デュアルHブリッジドライバ

新日本無線 A1T416

型番 ： DS-24500

●大容量のスイッチングタイプAC
アダプタ●定格入力:AC100～
240V●定格出力:DC24V 5A●プラ
グ形状:2.1φセンタープラス●電源
ケーブル付属

\7,600

共立オリジナルACアダプタ DC24V 5A

共立電子産業

842411

型番 ： DS-24375

●大容量のスイッチングタイプAC
アダプタ●定格入力:AC100～
240V●定格出力:DC24V 3.75A●
プラグ形状:2.1φセンタープラス●
電源ケーブル付属

\4,950

共立オリジナルACアダプタ DC24V 3.75A

共立電子産業

A1T417

より線はんだ揚　10mパック

SN-UL1007AWG28L-10赤
SN-UL1007AWG28L-10黄
SN-UL1007AWG28L-10緑
SN-UL1007AWG28L-10青
SN-UL1007AWG28L-10白
SN-UL1007AWG28L-10黒

●電子機器の内部配線に便利な耐熱電線●耐熱ビニル
絶縁体含む標準外径:1.2mm●一括スズコート●定格温
度/電圧:80℃/300V●UL認定品●SQ相当:0.08SQ相当

店頭限定品 各\440

赤色耐熱電線10m袋入
黄色耐熱電線10m袋入
緑色耐熱電線10m袋入
青色耐熱電線10m袋入
白色耐熱電線10m袋入
黒色耐熱電線10m袋入 

型番 ： SN-UL1007AWG28M2x6色

●電子機器の内部配線に便利な
耐熱電線●耐熱ビニル絶縁体含
む標準外径:1.2mm●一括スズコー
ト●定格温度/電圧:80℃/300V●
UL認定品●SQ相当:0.08SQ相当

\520

より線はんだ揚　2mX6色パック

店頭限定品

型番 ： 203B

●スリムなフォルムに刃厚0.45ミリ
のＭ厚刃を装着した、全く新しい規
格の中型カッターナイフ●大型刃
の力強さと小型刃の手軽さを兼ね
備えた万能Ｍ厚型はまさに万能！
●替刃M厚（MTB10B）\330

\360

万能Ｍ厚型　オルファカッター

オルファ A1T411

RCAパネルジャック

●絶縁タイプの高級金メッキRCAパネルジャック固定で
きる便利なロック機能付きホルダー●取付け穴φ9.5mm

RCAパネルジャック赤　JRJ2003BB/R

RCAパネルジャック黒　JRJ2003BB/B

RCAパネルジャック白　JRJ2003BB/W

各\180

99T41J

99T41K

99T41L

6A整流シリコンダイオード

●高サージ電流●低漏電、順電圧降下
●ボディサイズ:8.8mmΦ×8.8mm （リード含まず）

各\100

型番 逆方向耐圧(dc) 逆方向耐圧(rms) 順方向電流(av)

6A2

6A4

6A6

200V(Peak)

400V(Peak)

600V(Peak)

140V(Peak)

280V(Peak)

420V(Peak)

6A(max)

6A(max)

6A(max)

店頭限定品

型番 ： A76-67

●真空管用に設計された出力トラ
ンス(アウトプットトランス)●出力
:6W DC50mA 周波数特性:30Hz～
20kHz●インピーダンス1次側:5K
Ω 2次側:0Ω-4Ω-8Ω

\7,800

真空管用出力トランス

デジット 7CF416

型番 ： A54-13

●真空管用に設計された出力トラ
ンス(アウトプットトランス)●出力
:6W DC50mA 周波数特性:50Hz～
20kHz●インピーダンス1次側:5K
Ω 2次側:0Ω-4Ω-8Ω

\2,250

真空管用出力トランス

デジット 7CF415

〒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

型番 ： TD-3886

●20ＷのAB級モノラルパワーアン
プ●高性能オーディオ・パワーア
ンプ「LM3886」の評価基板●24V
の単一電源で動作●ミュート機能
付きです。

\3,700

20Wオーディオパワーアンプ

デジット 858411

http://eleshop.jp/shop/goods/search.aspx?goods=A1T41&tree=11&item_code=UDB1H&style=D&search.x=0
http://eleshop.jp/shop/g/gA1T413/
http://eleshop.jp/shop/g/gA1T414/
http://eleshop.jp/shop/g/gA1T415/
http://eleshop.jp/shop/goods/search.aspx?goods=99T41&tree=11&item_code=JRJ2003BB&style=D&search.x=0
http://eleshop.jp/shop/g/g842411/
http://eleshop.jp/shop/g/gA1T417/
http://eleshop.jp/shop/g/g858411/
http://eleshop.jp/shop/g/g7CF416/
http://eleshop.jp/shop/g/g7CF415/
http://eleshop.jp/shop/g/gA1T411/
http://eleshop.jp/shop/g/gA1T416/


\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 ：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

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

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

型番 ： TP018-3D

●入力：AC100V
●出力電圧： 0～18V
●出力電流： 0～3A
●動作・精度チェック済み
●6ヶ月保証

\14,700

直流安定化電源

高砂製作所

\231,000

TA520タイムインターバルアナライザ

型番 ： 7043-10

●周波数範囲：DC～200MHz
●最連続サンプル：43MS/s
●表示分解能：25PS
●動作・精度チェック済み
●6ヶ月保証

横河電機 \39,300

高分解能直流安定化電源

型番 ： PAR20-4H

●出力電圧： 0～+20V
●設定分解能：20mV
●出力電流： 0～4A
●動作・精度チェック済み
●6ヶ月保証

TEXIO \29,400

直流安定化ズーム電源

型番 ： EX-375L

●出力電圧： 0～60V
●出力電流： 0～25A
60VMAX6.25A・15V MAX25A
●動作・精度チェック済み
●6ヶ月保証

高砂製作所

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。
　　※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2月10日～2010年3月9日
　　　　　※他の割引サービスとの併用は出来ません。

【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://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

￥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 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

●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 

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】

￥9,870

Zmotion(ジ・モーション)
●ワイヤレス3次元空間認識プレ
ゼンター、6軸誘導航法システム
採用。Windows2000/XP/Vista/7
●USB1.1以上、動作距離:15m(Op
en space)、使用時間:35時間以内。

型番：MM-120pro 9CC314

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/goods/search.aspx?goods=40205&item_code=WP7108DB&style=D&search.x=0
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/g/g9CC314/
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/

