
　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 ： 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

〒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)

型番 ：PS-7000-P1

●専用工具不要の「中継コ
ネクターML-7000-R(赤)/B(
黒)が各1個、スペーサーの
ML-7000-PMが2個入って
ます●定格：300V10A。

\480 A96131

中継コネクターセット

サトーパーツ

型番 ：SFC103

●フォステクスのスピーカーにはフォステクスのスピーカ
ーコードがベスト●OFCΦ0.32×19本同芯撚り

\650/m

スピーカーコード

A96132FOSTEX

型番 ： DS1102E

●2チャンネルデジタルオシロ●周
波数帯域100MHz●最高サンプリ
ングレート1GS/s●1Mワード（2CH
動作時は512 Kワード）のロングメ
モリー。

\144,900

デジタルオシロスコープ

A96133リーダー電子

型番 ： PC773

●11,000カウント●0.28%最高確度
●真の実効値測定(AC)●導通ブ
ザーと連動して赤色LEDが点滅。

\16,065

PC接続型デジタルマルチメーター

A96134三和電気計器

型番 ： UB-ARD01WH

●マイコン基板「Arduino（アルドゥ
イーノ）」と同サイズのユニバーサ
ル基板●コネクタ位置をArduinoに
合わせていますので、ずれること
なくArduinoに装着できます。

\598

Arduino用ユニバーサル基板「白色」

A96135サンハヤト

型番 ： UB-ARD02WH

●マイコン基板「Arduino（アルドゥ
イーノ）」と同サイズのユニバーサ
ル基板●コネクタ位置をArduinoに
合わせていますので、ずれること
なくArduinoに装着できます。

\735

Arduino MEGA用ユニバーサル基板「白色」

A96136サンハヤト

型番 ： #40002

●L(インダクタンス)とC（キャパシタ
ンス）が測定できる安価で便利な
測定器キット●実用的な測定範囲
：約0.1μＨ～約100ｍＨ、約0.1ｐＦ
～約0.2μＦ程度まで。

\4,600

ポケットL/Cメータキット

A8A362
ストロベリー
リナックス

型番 ：AT6135/30

●ホームシアター用スピーカーケーブル●これひとつで1
部屋分（6畳～8畳相当）をすべてカバー●サラウンド感・
臨場感をサポートする
高音質設計●太さは
φ4×2mm●長さ:30m

\4,935

ホームシアター用スピーカーケーブル

A96111オーディオ
テクニカ

http://eleshop.jp/shop/g/gA96131/
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/gA96133/
http://eleshop.jp/shop/g/gA4S121/
http://eleshop.jp/shop/g/gA96134/
http://eleshop.jp/shop/g/gA4C111/
http://eleshop.jp/shop/g/gA96135/
http://eleshop.jp/shop/g/gA8A362/
http://eleshop.jp/shop/g/gA96132/
http://eleshop.jp/shop/g/gA3V121/
http://eleshop.jp/shop/g/gA96111/
http://eleshop.jp/shop/g/gA4S131/
http://eleshop.jp/shop/g/gA96136/


型番 ： CS8416CSZ

●DVDオーディオ等の次世代オー
ディオフォーマットに必要な192kHz
をサポートするデジタルオーディオ
レシーバ●サンプルレート:32kHz
～192kHz

\1,260

192KHz デジタルオーディオレシーバ

CIRRUS LOGIC 7C1311

型番 ： SRC4192DB

●サンプルレート自動検知、AD18 
96(ピンコンパチ)●サンプルレート
:212kHz(Max)●SRCチャンネル
:2ch●ダイナミックレンジ:144dB●
デジタルオーディオI/F:L/R/I2S/ 
TDM

\1,800

192kHzハイエンドサンプルレートコンバータ

Burr-Brown(T.I.) A96415

型番 ： PLL1707DBQ

●デュアルPLL●マスタークロック
:27MHz●出力クロック:768fs(fs= 
44.1kHz)、768、512fs(fs=48kHz)、
256fs(fs=32、44.1、48、64、88.2、
96kHz)、384fs(fs=32、44.1、48、64
、88.2、96kHz)●パラレル制御

\960

デジタルオーディオ用マルチクロックジェネレータ

Burr-Brown(T.I.) A96417

型番 ： PLL1708DBQ

●デュアルPLL●マスタークロック
:27MHz●出力クロック:768fs(fs= 
44.1kHz)、768、512、384、256fs 
(fs=48kHz)、256fs(fs=16、22.05、24
、32、44.1、48、64、88.2、96kHz)、
384fs(fs=16、22.05、24、32、44.1、
48、64、88.2、96kHz)●シリアル制
御

\960

デジタルオーディオ用マルチクロックジェネレータ

Burr-Brown(T.I.) A96418

型番 ： PCM2704DB

●USBコントローラとS/PDIFによる
シングルチップUSBステレオDAC
●USBオーディオI/F、USBスピー
カ、USBヘッドホンアンプなどに

\1,000

デジタルオーディオUSBインターフェース

Burr-Brown(T.I.) 7CJ413

型番 ： PCM2906DB

●PCオーディオ定番IC●入出力:
アナログ、デジタル(S/PDIF)
●16bit ΔΣADCおよびDAC
●クロックジェネレータ内蔵(外付
:12MHz)●USBバスパワー(DC5V)

\2,000

ワンチップUSBステレオオーディオ

Burr-Brown(T.I.) A96419

型番 ： TAS5602DCA

●20Wx2ch(8ΩBTL)
●10Wx4ch(4ΩSE)
●10Wx2ch(SE)+20Wx1ch(BTL)
●TAS5706などに組合せできます

\1,260

デジタルオーディオ用20WD級パワーステージIC

Burr-Brown(T.I.) A9641A

型番 ： TAS5706APAP

●デジタルオーディオシリアル入
力:L/R/I2S、32kHz-192kHz(SR) 
●20Wx2ch (8ΩBTL)出力●ヘッド
ホンPWM●サブウーファーPWM出
力●VR、EQ、DRC内蔵

\1,800

デジタルオーディオ用20WD級 ステレオパワーアンプ

Burr-Brown(T.I.) A9641B

型番 ： TAS5709PHP

●デジタルオーディオシリアル入
力:L/R/I2S、8kHz-48kHz(SR)
●20Wx2ch (8ΩBTL)出力●VR、
EQ、DRC内蔵●I2C制御

\1,680

デジタルオーディオ用20WD級 ステレオパワーアンプ

Burr-Brown(T.I.) A9641C

型番 ： PCM1850APJT

●6x2ch(SE)入力●2chMUX&PG
出力●SR:16～96kHz●デジタル
オーディオI/F:24bit、L/R/I2S、コ
ントロールSPI

\2,880

デジタルオーディオ多入力マルチプレクサ付
24bit 96kHz A/Dコンバータ

Burr-Brown(T.I.) A9641D

型番 ： EC11MHBFZ-B-15B-30C-16Y

●汎用インクリメンタル型のロータ
リエンコーダ●分解能:15パルス/３
０クリック(デテント付き)、エンドレス
回転、軸はローレット仕様●PCB取
り付け型ですがパネル取り付けに
も対応

\200

11形インクリメンタル型ロータリエンコーダ

ノーブランド A9641F

型番 ： 01-690C

●フットスイッチ向きのプッシュスイ
ッチ●接点構成:2回路2接点●定
格:AC125V4A/AC250V2A、RoHS
対応品●端子が横にせり出してい
るためハンダ付けがしやすい構造
●自作エフェクタなどに

\450

プッシュスイッチ

ノーブランド A9641G

型番 ： LM1875T

●20WオーディオパワーアンプIC
●電源±25V、負荷:4Ωまたは8Ω
で20W出力
●電源±30V、負荷:8Ωで30W出力
●低歪率0.015%

\680

20Wオーディオパワーアンプ

National
Semiconductor A9641H

※基板のみ

●AVRマイコン学習用基板
●「7セグLED汎用基板」「ハイパワ
ーLEDPWMコントローラ」「ドットLED
電子掲示板」「ステッピングモータド
ライブ基板」「LM35温度センサ基板
」「PWM DCモータコントローラ」の6
種類の基板で1セット

\2,000

AVRマイコン基板セット

デジット店頭限定品

型番 ： OPA227PA

●OP-27上位互換 シングル●ロー
ノイズ:3nV√Hz(1kHz)●GBW:8MHz
、SR:2.3V/μs、歪率:0.00005%(1KH 
z)●CMRR: 138dB、バイアス電流
:10nA、オフセット電圧:75μV●電
源電圧:±2.5V～±18V

\600

オペアンプ OPA227PA

Burr-Brown(T.I.) A96411

●OPA227PAのデュアル版●ロー
ノイズ:3nV√Hz(1kHz)●GBW:8MHz
、SR:2.3V/μs、歪率:0.00005%(1KH 
z)●CMRR: 138dB、バイアス電流
:10nA、オフセット電圧:75μV●電
源電圧:±2.5V～±18V

\800

オペアンプ OPA2227PA

Burr-Brown(T.I.) A96412

型番 ： OPA2227PA

●超ローノイズ:1.1nV√HZ(1kHz) 
●超低歪率:0.000015%(1kHz)、SR: 
27V/μs、GBW:40MHz(G=＋1)、オ
ープンループゲイン:130dB、ユニテ
ィゲイン安定、レールtoレール出力
●電源電圧:±2.25V～±18V

\1,300

オーディオ オペアンプ OPA1611AID

Burr-Brown(T.I.) A96413

型番 ： OPA1611AID

●ローバイアス電流:2pF、ローノイ
ズ:5.1nV√HZ(1kHz)●超低歪率
:0.00005%(1kHz)、オープンループゲ
イン:134dB、ユニティゲイン安定、
レールtoレール出力●電源電圧
:±2.25V～±18V

\850

オーディオ オペアンプ OPA1641AID

Burr-Brown(T.I.) A96414

型番 ： OPA1641AID

型番 ： SRC4193IDB

●サンプルレート自動検知●コント
ロールI/F:SPI●サンプルレート
:212kHz(Max)●SRCチャンネル:2ch
●ダイナミックレンジ:144dB●デジ
タルオーディオI/F:L/R/I2S/TDM

\2,380

192kHzハイエンドサンプルレートコンバータ

Burr-Brown(T.I.) A96416

型番 ： PCM1851APJT

●6x2ch(SE)入力●2chMUX&PG
出力●SR:16～96kHz●デジタル
オーディオI/F:24bit、L/R/I2S、コ
ントロールI2C

\2,880

デジタルオーディオ多入力マルチプレクサ付
24bit 96kHz A/Dコンバータ

Burr-Brown(T.I.) A9641E

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

【営業時間】 10:00～20:00
【定休日】無休

http://eleshop.jp/shop/g/gA9641C/
http://eleshop.jp/shop/g/gA96413/
http://eleshop.jp/shop/g/g7CJ413/
http://eleshop.jp/shop/g/gA96419/
http://eleshop.jp/shop/g/gA9641F/
http://eleshop.jp/shop/g/g7C1311/
http://eleshop.jp/shop/g/gA96414/
http://eleshop.jp/shop/g/gA9641H/
http://eleshop.jp/shop/g/gA9641B/
http://eleshop.jp/shop/g/gA96412/
http://eleshop.jp/shop/g/gA96411/
http://eleshop.jp/shop/g/gA9641A/
http://eleshop.jp/shop/g/gA96415/
http://eleshop.jp/shop/g/gA9641D/
http://eleshop.jp/shop/g/gA9641E/
http://eleshop.jp/shop/g/gA96416/
http://eleshop.jp/shop/g/gA96417/
http://eleshop.jp/shop/g/gA9641G/
http://eleshop.jp/shop/g/gA96418/
http://digit.kyohritsu.com/


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 ： 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

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

\63,000

アナログオシロスコープ

型番 ： SS7810

●周波数帯域100MHz
●チャンネル：3ch
●リセール品
●動作・精度チェック済み
●6ヶ月保証

岩通計測

小野測器

型番 ： CF360Z

●周波数：DC～100KHz
●分解能： 1/800
●リセール品
●動作・精度チェック済み
●6ヶ月保証

\157,500

FFTアナライザ

型番 ： 3478

●最大表示：303099
●DCV：30mV～300V
●ACV：300mV～300V
●リセール品
●動作・精度チェック済み

\25,200

デジタルマルチメータ 

アジレントテクノロジー

\165,900

デジタルオシロスコープ

型番 ： 7015-40

●周波数: 200MHz
●チャンネル：2ch
●リセール品
●動作・精度チェック済み
●6ヶ月保証

横河電機

型番 ： DA100

●測定項目：DCV20mV～50V
●入力：40CH
●リセール品
●動作・精度チェック済み
●6ヶ月保証

\89,250

データアクイジョンユニット

横河電機

型番 ： KSG4200S

●周波数範囲：50K～140MHz
●分解能：100Hz
●リセール品
●動作・精度チェック済み
●6ヶ月保証

\42,000

AM/FM標準信号発生器

菊水電子工業

型番 ： R3267

●周波数範囲：100Hz～8GHz
●分解能：10Hz～10MHz
●リセール品
●動作・精度チェック済み
●6ヶ月保証

\577,500

スペクトラムアナライザ

アドバンテスト

型番 ： R6871E

●最大表示：19999999
●DCV：200mV～1000V
●リセール品
●動作・精度チェック済み
●6ヶ月保証

\99,750

デジタルマルチメータ

アドバンテスト

【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

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

￥13,800～

￥9,870

￥20,790

￥6,000￥29,988￥15,330￥14,800

￥6,615
16chロジックアナライザ

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。

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

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。

●台湾ZEROPLUS社ロジアナ「ロ
ジック・キューブ」LAP-Cシリーズ。
●16ch、最大サンプリングレート
100MHz〜、メモリ容量各チャンネ
ル32Kbit〜 LAP-C16032

LAP-C16128

402011

A2N331 

39B331

A7V365 
A7V366 

402030402029

75V331

STM32マイコンボードmini

￥1,974
型番：STBEE MINI

●STBeeの小型版!ブレッドボード
にも挿せるSTM32搭載マイコン
●ブートローダー(DFU)書込済で、
そのままUSBからプログラム可。

A8A361

402065 

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

2.4GHz帯無線ソリューション

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。

￥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

￥7,000

Arduinoスタータセット
●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：
ARD-START-LED 95T312 

Ｅ12/E24系列 カーボン・金属皮膜抵抗10本/100本セット
●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

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

A72361

JTAGライター・デバッグツール

￥2,730
型番：ST-LINK#32101

●STBeeマイコンボードにお勧め
STM32・STM8専用STマイクロエレ
クトロニクス純正JTAGライター・デ
バッガです。英語版

A7V364 

超低電圧DC-DCコンバータ

￥945  
型番：TPS61200#12010

●0.3Vで動作可能なTPS61200搭
載超低電圧DC-DCコンバータ。
●基板完成品

A72364 

昇圧型DC-DCコンバータ

￥945
型番：LM2735Y#12004

●5V〜最大24Vまで昇圧できる
LM2735搭載超小型DC-DCコン
バータ。
●基板完成品 

A72363 

LED用定電流ドライバ

￥598  
型番：CC350#13001

●低価格ハイパワーLEDの定電
流回路。回路方式:スイッチング、
電源電圧:DC6.5〜24V、負荷電流:
約70mA〜350mAまで。

A72367 

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/g9BS315/
http://eleshop.jp/shop/goods/search.aspx?tree=22&item_code=LAP&goods=A7V36&style=D&search.x=0
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/gA2N331/
http://eleshop.jp/shop/g/g402065/
http://eleshop.jp/shop/g/gA72364/
http://eleshop.jp/shop/g/gA72367/
http://eleshop.jp/shop/g/g2AG413/
http://eleshop.jp/shop/g/g95T312/
http://eleshop.jp/shop/goods/search.aspx?keyword=E+%8Cn%97%F1&style=D&search.x=0
http://eleshop.jp/shop/g/gA8A361/
http://eleshop.jp/shop/g/gA72363/
http://eleshop.jp/shop/g/gA7V364/
http://eleshop.jp/shop/g/gA72361/
http://twitter.com/eleshop

