
　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 ：SS-02

●新デザインの外観もサイズは小
型ですが太いので吸引力の抜群
●先端がシリコン素材なので短時
間コテが当たっても溶ける事があ
りません。

\2,645 A3V121

はんだ吸取器

エンジニア

型番 ： WH66011WP

●マグネットでくっつく、抜き差しら
くらくタップの壁面ACコンセントに
差す側モジュール●マグネットコン
セント用アダプタ(WH66012WP)と
のセットで使用

\830 9AT141

マグネットタップ 

パナソニック

型番 ： WH66012WP

●マグネットでくっつく、抜き差しら
くらくタップのACプラグ受入側モジ
ュール●マグネットタップ
(WH66011WP)とのセットで使用

\440 9AT142

マグネットコンセント用アダプタ

パナソニック

型番 ： HNG-2003R　 A4S142
型番 ： HNG-2003BL  A4S143

●「DIGITAL」と表記のあるバナナ
プラグ●高級感のある素材を使用
しているので、スピーカーの配線な
どにオススメ。

各\200

4φバナナコネクター赤/青

A4S142A4S143

ノーブランド

型番 ：BNCP-117-SCPT

●無半田・無圧着で使用出来る
BNCケーブル用プラグ●3C-2V、
5C-2V、5C-FBなどで使用可能。

\840 A4S141

BNCコネクター

東洋コネクター

●センサーが自動で周囲の明るさ
を検知します
●暗くなると赤外線を投光します
●電源電圧：12V
●動作電流：約550mA

\4,500

高出力6+12LED 赤外線投光器

店頭限定品 ノーブランド

●映像信号をワイヤレスで送受信
可能●カメラとモニターがちょっと
離れている場合に便利●出力：
NTSC●画素数：25万画素
●電源：9V(ACアダプター付属)

\10,500

ワイヤレスカメラ受信機セット

店頭限定品
型番：WN-15

ノーブランド

●映像信号をワイヤレスで送受信
可能●カメラとモニターがちょっと
離れている場合に便利●出力：
NTSC●画素数：25万画素
●電源：9V(ACアダプター付属)

\9,500

ワイヤレスカメラ受信機セット

店頭限定品
型番：C-100A

ノーブランド

型番 ： PJ-M10

●小型軽量熱風機
●熱収縮チューブ縮める時にある
と便利です
●消費電力330Wと他メーカータイ
プより省エネ

\5,250 A4S121

プラジェットミニ

石崎電機製作所

型番 ：SK5940

●16ch.(PWM)LEDコントロール用
IC「TLC5940NT」をArduinoで簡単
に使用するためのシールド(拡張
基板)です●Arduino Duemilanove
に挿し、お好みのLEDを入れるだ
けですぐに開発出来ます

\1,300 A4C111

Arduino用LED点滅制御シールド

シリコンハウス

型番 ：USB-JTAG

●HW-USB(Platform Cable-USB)
互換品●ザイリンクス対応
●USB接続ダウンロードケーブル
付

\19,425 A4S131

USB-JTAG Programming Cable

DIGILENT

型番 ： WIRE GLUE

●ハンダごて無しで電子工作可能
な導電性接着剤●確実に固定す
る場合は別途接着剤でオーバーコ
ート必要。

\650

WIRE GLUE

店頭限定品

〒556-0005　大阪市浪速区日本橋5-8-26

TEL:(06)6644-4446　FAX:(06)6644-6666
【営業時間】 10:00～20:00(日祝19:00迄)

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！

http://eleshop.jp/shop/g/gA3V121/
http://keic.jp/renew/
http://eleshop.jp/shop/goods/search.aspx?keyword=DALE&item_code=CMF&style=D&search.x=0
http://eleshop.jp/shop/goods/search.aspx?keyword=WIMA&item_code=MKS2&style=D&search.x=0
http://eleshop.jp/shop/g/gA4S141/
http://eleshop.jp/shop/g/gA4S121/
http://siliconhouse.jp/
http://eleshop.jp/shop/g/gA4C111/
http://eleshop.jp/shop/g/gA4S131/
http://siliconhouse.jp/
http://siliconhouse.jp/
http://siliconhouse.jp/
http://eleshop.jp/shop/g/g9AT142/
http://eleshop.jp/shop/g/g9AT141/
http://eleshop.jp/shop/goods/search.aspx?tree=11&goods=A4S14&item_code=HNG2003&style=D&search.x=0


〒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】無休

型番 ： HEP4881

●高性能ヘッドホンアンプLM4881 
Nとオーディオ用コンデンサ採用●
200mW+200mW(8Ω、DC5V)●150 
mW+150mW(16Ω、5V)●電源電圧
:DC3～5V又DC8～12V(設定切替)

\1,000

ヘッドホンアンプKIT

A4S41Eデジット

●アンバランス→バランス変
換●低歪率:0.0005%(1kHz)、
SR:15v/µs●電源電圧：±4.5 
V～±18V●ラインレシーバと
してINA134, INA137有

\950

ライン・ドライバ

型番 ： DRV134PA

Burr-Brown(T.I.) A4S41A

USBシリアル変換キット

A3541H

A3541I

USB（B)コネクタ ミニUSB(B)コネクタ

●仮想シリアルポートを使い、マイコンとPCの間で容易
に通信できます(UART)●ブレッドボード等へ使用可能●
基板サイズ:37mmX26mm●スペーサ、ヘッダーピン付属

USB USB-UART232RS
ミニUSB USB-UART232RM

各\1500デジット

FTDI社　FT232RL使用

型番 ： 168TR-KIT

●AVRマイコンの入門の方やこれ
からマイコンを勉強される方にオス
スメ●AVRマイコン(定番のATmega 
168)、各ポートにLED、ヘッダピン、
DポートにはSWを付加●書込み用
コネクタ付

\2,900

AVRトレーニングボード

9AA411デジット

型番 ： AVRWRT

●AVRマイコンライタの定番●コン
パクトでUSBで簡単に書き込み●
windows7,XP(32bit/64bit)他対応
●mega328P他対応デバイス多数
●書込みソフト、USBケーブル付

\2,100

USB接続型AVRライタ

69P411デジット

ウルトラファーストリカバリダイオード

A3V41H

A3V41G

A3V41F

CHENG-YI ELECTRONIC

●Trr:35nSの高速大電流ダ
イオード●逆方向耐圧:140V 
(RMS) 200V(DC)●順方向
電流:8A(Ave)
●Trr:35nSの高速大電流ダ
イオード●逆方向耐圧:140V 
(RMS) 200V(DC)●順方向
電流:16A(Ave)
●Trr:35nSの高速大電流ダ
イオード●逆方向耐圧:140V 
(RMS) 200V(DC)●順方向
電流:30A(Ave)

140V8A
140V16A
140V30A

SSF84
SF164
SF304

\250
\350
\600

140V8A

140V30A

140V16A

カソードコモン

カソードコモン

型番 ： MCP3204-C I/P

●シリアルインターフェイス(SPI)
●分解能 :12bit●変換時間:12ck
●アナログ入力サンプル時間:1.5ck
●サンプリングレート:100ksps(5V)
●クロック周波数:2MHz (5V)
●単電源:＋2.7～5.5V

\510

A/Dコンバータ MCP3204

マイクロチップ

A3541E

型番 ： MCP4725

●シリアルインターフェイス(I2C)
●AVRやPICなどのマイコンに最適
●12bitD/Aコンバータ●±0.2LSB 
(DNL)●レールtoレール出力●スル
ーレート:0.55V/μs●I2Cインターフ
ェイス●電圧:2.7～5.5V

\300

D/Aコンバータ MCP4725

マイクロチップ A3541F

型番 ： INA118P

●低オフセット電圧:50μV●低ドリ
フト:0.5μV/℃●低バイアス電流
:5nA●高CMRR:110dB(min)●ゲイ
ン:G=1(800kHz) G=10(500kHz) G=　
100(70kHz)●電源:±1.35V～18V(
＋36V)5.5V

\1800

計装用インスルメンツOPアンプ

Texas Instruments A3541G

型番 ： OCL-3886C

●OCL-3886Cは、40Ｗ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」の評価基板です●
±30V電源で動作、ミュート機能付

\4,000

40Wオーディオパワーアンプ

デジット 858412

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 ： 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 ： 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

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

http://eleshop.jp/shop/goods/search.aspx?goods=A3541&item_code=USBUART232&style=D&search.x=0
http://eleshop.jp/shop/g/gA4S41A/
http://eleshop.jp/shop/g/gA1T416/
http://eleshop.jp/shop/g/gV21139/
http://eleshop.jp/shop/g/g858412/
http://eleshop.jp/shop/g/gA4S41E/
http://eleshop.jp/shop/g/gA3541F/
http://eleshop.jp/shop/g/gA3541E/
http://eleshop.jp/shop/g/gA3541G/
http://eleshop.jp/shop/g/g9AA411/
http://eleshop.jp/shop/g/g69P411/
http://eleshop.jp/shop/goods/search.aspx?goods=9CT41&item_code=ATTINY&style=D&search.x=0
http://eleshop.jp/shop/g/g9CT41H/
http://eleshop.jp/shop/g/g9CT41G/
http://eleshop.jp/shop/goods/search.aspx?tree=111111&item_code=S&goods=A3V41&style=D&search.x=0


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

\44,100

高分解能直流安定化電源

型番 ： PAR20-4HL

●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

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7月10日～2010年8月9日
　　　　　※他の割引サービスとの併用は出来ません。

型番 ： VP7723B

●周波数：5Hz～110KHz
●入力：0.136mV～100V
●歪測定範囲：31.6%～0.01%
●リセール品
●動作・精度チェック済み

\152,250

オーディオアナライザ

パナソニック\136,500

アナログオシロスコープ

型番 ： 2465B

●周波数帯域：400MHz
●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 ： 8657B

●周波数:100KHz～2060MHz
●分解能：1Hz
●リセール品
●動作・精度チェック済み
●6ヶ月保証

\178,500

シグナルジェネレータ

アジレントテクノロジー

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 ： 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 ： 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 ： MS8604A

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

\189,000

デジタル移動無線機テスタ

アンリツ

\75,600

マイクロウェーブ周波数カウンタ

型番 ： MF76A

●周波数：10Hz～18GHz
●リセール品
●動作・精度チェック済み
●6ヶ月保証

アンリツ \231,000

シンセサイズドシグナルジェネレータ

型番 ： MG3642A

●周波数：0.125～2080MHz
●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

アンリツ

\47,500

直流安定化電源

型番 ： PAK35-20A

●出力電圧：  0～35V
●出力電流： 0～20A
●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 ： 8903B

●周波数：20Hz～100KHz
●入力：50mV～300V
●リセール品
●動作・精度チェック済み
●6ヶ月保証

\144,900

オーディオアナライザ

アジレントテクノロジー

\54,600

直流安定化電源

型番 ： PQ36-22

●出力電圧： 0～36V
●出力電流： 0～22A
●リセール品
●動作・精度チェック済み
●6ヶ月保証

松定プレシジョン

\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 ： 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 \42,000

直流安定化電源

型番 ： PAN16-18A

●出力電圧： 0～16V
●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

\26,250

デジタルマルチメータ

型番 ： R6441A

●最大表示：19999
●DCV：20mV～1000V
●リセール品
●動作・精度チェック済み

アドバンテスト \63,000

システムDC電源

型番 ： 6624A

●出力：4CH
●DCV：0～7V/0～5A
           0～20V/2A
●リセール品
●動作・精度チェック済み

アジレントテクノロジー

【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5-8-26
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

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)
〒556-0005　大阪市浪速区日本橋5-8-26
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

商品の入荷情報は...
twitter.com/eleshop

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　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。

2.4GHz無線モジュール搭載PIC基板

Ethernet接続リレーボードEthernet内蔵CPUボード

20軸サーボモータコントローラプチロボシリーズ

￥1,890

各色￥1,500

￥7,000

￥3,150

￥9,870

￥20,790

￥6,000￥29,988￥15,330￥14,800

￥6,615
USB I/F搭載PICボード

照光式メタルプッシュスイッチ LED調光器RGB用

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 

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。

●RGBのLED用PWM制御方式の
調光器。入力:DC12V、出力:DC12
V駆動で最大3A(1色当り)までのLE
Dに適合。電源およびLEDはネジ
型端子台に取付けが可能。

型番：KBC-USBmini/-P

型番：KBC-RFPIC

●NECエンジニアリング社製2.4G
Hz無線モジュールを搭載したCPU
(PIC16F886)基板
●TY24FM-E2024のプログラム開
発・評価にも最適。TELEC取得済

●プッシュボタンの周囲にリング状
のLEDが付いたオルタネイト型プッ
シュスイッチ。LEDは使いやすいD
C12V仕様(接点とは非連動)。

型番：LAS2-GQH-11ZE/XXX

型番：WR-MSXX

●サーボモータを最大20軸接続可
能なサーボコントローラ。A/D入力
(8bit×4ch)、デジタル出力(4ch)搭
載、電源は5系統(DC4.8〜 6.6V)か
ら選択可能。

●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：LED-DIMMER/RGB

型番：
ARD-START-LED 

402011

A2N331 

39B331

A33252 

9BK331
9BK332

95T312 

402030402029

75V331

Vigor Precision製サーボ

￥1,260（VS-1）～

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。

9AN316 ～8

シャープポケコン

￥21,000
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」

2AG413

STM32マイコンボード

￥3,150
型番：STBEE(STM32F103VE)

●STマイクロエレクトロニクスSTM
32搭載のマイコンボード【STBee】
●今世界的に人気が高いARM社
の Cortex-M3コアを採用

A72311

402065 

2.4GHz帯無線ソリューション

95G315～A

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。

￥200

水銀スイッチ
●ガラスに封入された水銀が接点
となり、リード端子に当たることで
ON-OFFする水銀スイッチ。傾きや
転倒検知などに使用できます。接
点容量:200mA 接触抵抗:0.2Ω動
作角度:水平より5°

型番：SI-HG A4K315 

￥50

16セグメントLED【在庫限り超特価】
●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

型番：16SEG-LED（ジャンク扱）

9BS315

￥6,279

リボンLEDコントローラセット
●大電力照明用LED照度コントロ
ーラ、電球色リボンLED(1m)、ACア
ダプタ(12V)のセット。照度コントロ
ール(調光器)にPWM 方式を採用。
●5種類の点灯方式(調光、1/f ゆ
らぎ、アップダウン、お目覚め他)

型番：RL-DN9 402060

Ｅ12/E24系列 カーボン・金属皮膜抵抗10本/100本セット

●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。

●エレショップだけの特別セット企画。回路設計→試作、自作で重宝するE12系列、E24系列
のカーボン抵抗と金皮抵抗（共にテーピング品）をラインアップしました。
E12/E24系列全種と抵抗値範囲を限定したセットをそれぞれ10本入りと100本入りご用意。
そのバリエーションは32種におよびますので最適なセットをお選びいただけます。

￥840～20,884
eleshop.jp内の検索窓より

E　系列

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/gA33252/
http://eleshop.jp/shop/g/g95T312/
http://eleshop.jp/shop/g/g75V331/
http://eleshop.jp/shop/g/g39B331/
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/g402029/
http://eleshop.jp/shop/g/g402030/
http://eleshop.jp/shop/g/g402011/
http://eleshop.jp/shop/g/g9BS315/
http://eleshop.jp/shop/g/gA2N331/
http://eleshop.jp/shop/g/g402065/
http://eleshop.jp/shop/g/gA4K315/
http://eleshop.jp/shop/goods/search.aspx?item_code=LAS2GQH11ZE&style=D&search.x=0
http://eleshop.jp/shop/goods/search.aspx?goods=9AN31&item_code=VS&style=D&search.x=0
http://eleshop.jp/shop/goods/search.aspx?item_code=KBCUSBmini&style=D&search.x=0
http://eleshop.jp/shop/goods/search.aspx?keyword=E+%8Cn%97%F1&style=D&search.x=0
http://twitter.com/eleshop
http://eleshop.jp/shop/g/g2AG413/
http://eleshop.jp/shop/g/g402060/
http://eleshop.jp/shop/g/gA72311/



