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“ E ジス Pen”（型式 EZ－AB）を用いた“EZ サーキットⅡ”とは？ 
絶縁基板(アクリル･PET・塩ビ・ガラス板等)に部品を接着剤で固定し、E ジス Pen を用い回路端子を繋いで配線回路パターン形成することで、

簡易に組み立てた電子回路をいいます。 
 注１）E ジス Pen 使用方法・注意事項に関しては、インターネットによる URL：http://www.namics.co.jp/event/vrshow.html をご参照ください。 
 注２）小学生以下の方が取り扱う場合は、誤った使い方をする場合がありますので、おとなの方の指導の下でご使用ください。 
 

E ジス Pen（型式 EZ－AB）の使用方法 
１． E ジス Pen で描画する対象基板材料： 

アクリルや塩ビ、PET などのプラスチックがよい。また、ガラスや陶器などにも描画できるが外部からの力に弱いく、剥げることがある。 
厚紙などに描画できるが、回路がボソボソとなり、断線することがあります。また、常時曲げたわみが繰り返される回路基板には、断線

することがあり、適さない。 
２． パターン描画を間違えた時：間違えてパターンを描画してしまった時、乾燥後、デザインナイフでミスした箇所をパターンカットする。

また、乾燥後、配線描画忘れに気づいた時、E ジス Pen で追加配線をして、その部分を中心に乾燥する。 
３． パターン描画時の注意：パターン描画前に、予め下書き練習することを勧める。 

導電ペーストが出ないからといって、ペン先に無理な力を加えたり、E ジス Pen のボディ胴体を強い力で押し込んだりしない。 
また、保管時は、ペン先を下向きにして保管したほうが、導電ペーストが出し易くなる。 
また、描画する際、Pen 先の出ている部分を描画する絶縁基板に押し当て、出したり入れたりしながら、描画すると比較的出し易くなる。 
注）チップ部品など小型部品に塗布する場合、＋／－電極同士をショート（短絡）させないよう細心の注意を払ってください。ショート

した場合は、部品損傷や発熱・発火の危険があります。万が一、回路描画時にショートした場合は、デザインナイフでショートした部分

の配線を除去し、導通してないことを確認した上で作業してください。 
また、接着剤が硬化しないうちに導電ペーストをその上に塗布すると導電ペーストがブリード（滲み）、ショートすることがあります。接

着剤は十分乾燥硬化させてください。 
E ジス Pen 容器内の導電ペーストは、粘度を高めに設定しており、出にくいことがある。そのときは、E ジス Pen のボディ胴体部分に大

型紙クリップを挟み、圧力をかけると出し易くなる。（粘度が高い理由：チップ部品の電極に塗布した導電ペーストが滲み、隣接の描写線

とショートすることを避けるため） 
４． パターン描画後の乾燥： 最適乾燥条件は、80℃30 分間である。 

 簡易的方法：ヘアードライヤー（1kw 程度）で、描画回路より 2～3cm 離し、熱風照射 30 秒間ほどで抵抗値が減少してくる。 
（注）部品や基板を損傷させないためには、ヘアードライヤー30 秒間熱風照射した後、10 秒間のインターバルをとり、再度熱風照射を

繰り返して、間欠乾燥することを勧める。 
５． E ジス Pen の保管：室温冷暗所への保管。 
６． E ジス Pen 容器使用後の廃棄処理方法：不燃物として廃棄する。 
７． パターン回路抵抗：乾燥後、目安として 10cm 当り 10Ω程度。（描画方法で異なり、保証するものではない） 
８． 導電ペースト上へはんだ付け：E ジス Pen 型式 EZ-AB の導電ペースト上には、はんだ付けはできない。 

また、はんだ温度に耐えることができず、はんだごてを当てると回路が断線する。 
９． ジャンパ線回路が必要なとき：交差する下配線パターンを導電テーストで描画し、よく乾燥した後、セロハンテープで絶縁を行う。その

後、交差する上配線パターンとして、導電テープをカットして貼り付け、導電テープ両端に導電ペーストを盛り付ける接続する。セロハ

ンテープ上での接続は、経時変化で断線する可能性があるので行わない。  
１０．  

E ジス Pen（型式 EZ－AB）取り扱い上のご注意 
1. “E ジス Pen”に充填された導電ペーストは、“EZ サーキット”以外の目的に使用しないでください。 
2. “E ジス Pen”は、小さなお子さんの手の届かないところに置いてください。 
3. 本導電ペーストには溶剤が含まれていますので、火気に近づけないでください。 
4. 万一、目に入った場合にはすぐ目を洗い、眼科医に診断してもらってください。無理に目をこすらないようにしてください。 
5. 導電ペーストを乾燥硬化する際は、換気を充分行ってください。 

乾燥時、若干揮発分がガスとなって発生しますので、直接吸い込まない様にしてください。 
6.  “EZ サーキット”で組み立てた製品は、ホビー用に開発されたものであり、信頼性は保証できません。実使用する際は、各自の責任に

おいて確認の上、ご使用ください。 
導電ペーストは、銀粒子を成分としているため、大気や使用環境などにより経年変化でパターン表面が変色することがあります。 
また、使用環境にもよりますが、マイグレーションの発生は避け難く、長期使用するキットへの適用は避けてください。 

7. “E ジス Pen”は、室温放置可能（1 年程度描画可能）です。 
しかし、より長くご使用いただくには、自然硬化促進を抑制するために、温度 5℃以下の冷蔵庫（家庭用冷蔵庫）への保管を勧めます。 

E ジス Pen（型式 EZ－AB）取り扱い説明および注意事項 

■販売店、お問い合わせ先 ■EZサーキット用資材製造元： 
    〒950-3131 新潟県新潟市濁川3993番地 
                    ナミックス株式会社 
       Tel：025-258-5577  Fax:025-258-5511 
■“EZサーキット”詳細資料入手先 
  URL：http://www.namics.co.jp/event/vrshow.html 

 

URL:http://eleshop.kyohritsu.com

http://eleshop.kyohritsu.com


 “E ジス Pen” 型式 EZ-FH と EZ-AB 比較表 
 型式：EZ－FH 型式：EZ－AB 
容器写真   

 
容器色 赤色 青色 

先配線－後部品はんだ付け 

（基板回路形成後、はんだ付け実装） 

先部品マウント（取り付け）－後配線 

（部品マウント後、回路配線形成） 

実装 

銅スルーホールのユニバーサル基板の部

品面ランドを導電ペーストで繋ぎ回路形

成、乾燥硬化後、はんだ付け面より部品リ

ード線とランドに、はんだ付け固定導通 

先に部品を接着剤で貼り付け（マウント）

後、部品端子を導電ペーストで配線・繋いだ

後、乾燥させて導通 

使用基板 銅スルーホール基板を推奨 

はんだスルーホール基板を使用することも

できるが、はんだ付け時の断線に注意 

絶縁物であれば、基板となる 

例えば、アクリル板、塩ビ基板、PET 基板、

ガラス基板等 

はんだ付け 直接導電ペースト上へは、不可 導電ペースト上へは、不可。断線する 

硬化／乾燥

条件 

150℃10 分～20 分 

熱風乾燥機やホットプレート等必要 

80℃20 分推奨 

ヘアードライヤー30 秒～1分程度 

自然乾燥30分程度でLED点灯程度の導通

耐熱性 はんだごて 360℃20 秒間 耐熱性なし、はんだごて温度で断線 

配線硬度 ８H 以上 硬度なし（爪で擦ると断線） 

保管条件 冷凍保管 

（家庭用フリーザーで保管 1年超） 

－20℃以下推奨 

常温保管（直射日光避けた、冷暗所） 

（家庭用冷蔵庫で 1年） 

+5℃以下推奨 

含有樹脂 熱硬化性樹脂 熱可塑性樹脂 

粘度 7Pa･s 程度（低め） 10Pa･s 程度（高め） 

比抵抗値 1＊10-4Ω･cm（150℃20 分間） 5＊10-4Ω･cm（80℃ 30 分間雰囲気内乾燥）

耐電流 

（参考値） 

1.5A（AC100V） 360mA（DC10V） 

追加配線 部品はんだ付け実装後は、150℃硬化が

必要となるため、部品損傷の可能性あり

推奨できない 

追加配線可能 

ただし、配線重ね書きは、下配線が上書き

配線の溶剤で溶解しうまくできない事がある

用途例 電子工作・教育資材・ホビー、試作 ホビー、エレクトロアート、実装後仮配線 

 

お求め、お問い合わせ先 
 
■EZサーキット用資材製造元： 
    〒950-3131 新潟県新潟市北区濁川3993番地 
                    ナミックス株式会社 
       Tel：025-258-5577  Fax:025-258-5511 
■“EZサーキット”詳細資料入手先 
  URL：http://www.namics.co.jp/event/vrshow.html 

 

07-9a2 



イージスペン®（EジスPen）でパターン直接描画形成
簡単回路配線板製実装工法の“イージーサーキット®（EZサーキット）”

熱可塑タイプ（製品型式：EZ-AB）

①．回路設計：
回路図から、部品取り付け位置、配線引き回し設計

②．部品取り付け：
LED等必要な部品を接着剤で取り付け（マウント）
　　　　　

③．配線描画：

“EZサーキット”製作フロー例“EZサーキット”製作フロー例

“EジスPen”で直接配線描画、部品端子配線交点は、はんだ付けのように導
電ペーストを盛り付ける
　　　　（ 常温保管、冷暗所）

④．乾燥： 自然放置で30分～1時間、ヘアードライヤーで30秒～1分熱風照射

⑤．動作確認： 再度回路確認後、電源印加

■EZサーキット用資材製造元：
　　　　〒950-3131　新潟県新潟市北区濁川3993番地
　　　　　　　　　　　 　　　　　　ナミックス株式会社
　　　　　　 Tel：025-258-5577 　Fax:025-258-5511
■“EZサーキット”詳細資料入手先
　　URL：http://www.namics.co.jp/event/vrshow.html

07-9a1

EジスPen（型式：EZ-AB）の特徴EジスPen（型式：EZ-AB）の特徴

 型式：EZ－AB 評価 
使用基板 アクリル板、塩ビ基板、PET基板、ガラス基板等絶縁物で可能。 ○ 
描画面 曲面への描画可能 ○ 
はんだ付け 導電ペースト上へは、不可。断線する × 
硬化／乾燥

条件 
80℃20分推奨、ヘアードライヤー30秒～1分程度 
自然乾燥 30分～1時間程度で LED点灯程度の導通 

○ 

耐熱性 耐熱性なし、はんだごて温度で断線 × 
配線硬度 硬度なし × 
保管条件 常温保管（直射日光避けた、冷暗所） 

+5℃以下保管推奨（家庭用冷蔵庫で 1年） ○ 

比抵抗 比抵抗値：5＊10-4Ω・ｃｍ（80℃ 30分間雰囲気内での乾燥時） △ 
追加配線 追加配線可能 

ただし、配線重ね書きは、下配線が上書き配線溶剤で溶解 
○ 

 

お求め、お問い合わせ先

チップLED実装の工作例“エレクトロアート”チップLED実装の工作例“エレクトロアート”

キャブション

夜景

花火

星座絵星座絵

ガラスボトル

ガラス容器


