導電性高分子アルミニウム固体電解コンデンサ

チューブ入り白色LED 108個

チューブ入り白色LED 54個

●スティック状のチューブ入り白色
LED●チップLED54個二列（計108
個）構成●電源電圧12V2.1φジャ
ック付●消費電流：約350mA (DC
12V)●間接照明に最適
型番 ： STL-108

●スティック状のチューブ入り白色
LED●チップLED54個一列構成●
電源電圧12V2.1φジャック付●消
費電流：約250mA(DC12V時)●間
接照明に最適
型番 ： STL-54

¥2,500

高寿命！高信頼性！ニチコンの超低ESRコンデンサ新発売！
●ニチコンの LEシリーズ
●超低ESR・高許容リプル電流品
●105℃ 2000時間保証品
●鉛フリーフローはんだ付条件に対応
●RoHS指令（2002/95/EC）対応済

【 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

値
4V 1200uF
6.3V 470uF
6.3V 680uF
6.3V 820uF
16V 100uF
16V 180uF
16V 270uF
16V 470uF
25V 10uF
25V 47uF

デジタルオシロスコープ

オーディオアンプ用ケース

●驚異のコストパフォーマンス
●カラー液晶
●周波数帯域60MHz/2CH
●サンプルレート1GS/s
tektronix
型番 ： TDS2002B

●カバーにパンチング材を採用●
放熱効果バツグン●管球アンプ製
作に絶好●ゴム足付属●トップシ
ャーシカバーと底面の板、それぞ
れネジ止めになっております
型番 ：MK-300

¥174,600

型番
単価
PLE0G122MDO1 ¥140
PLE0J471MDO1 ¥130
PLE0J681MDO1 ¥140
PLE0J821MDO1 ¥150
PLF1C101MDL4 ¥90
PLF1C181MDO1 ¥100
PLF1C271MDO1 ¥110
PLF1C471MDO1 ¥130
PLF1E100MCL7 ¥90
PLF1E470MDO2 ¥100

99U133

¥1,500

99T113

¥4,610

99T122

EH互換ピン付きコード

PH互換ピン付きコード

●日圧EH互換のコンタクトピン付
き片端コード●長さ400mm
●赤、白、黄、黒の各4色

●日圧PH互換のコンタクトピン付
き片端コード●長さ400mm
●赤、白、黄、黒の各4色

99U134

型番：311-288R
型番：311-288W
型番：311-288Y
型番：311-288B

99U135
99U136

99T148
99T149
99T14A
99T14B

各\25

型番：311-286R
型番：311-286W
型番：311-286Y
型番：311-286B

99T144
99T145
99T146
99T147

99U138
99U139
99U13A

XH互換ピン付きコード

NH互換ピン付きコード

●日圧XH互換のコンタクトピン付
き片端コード●長さ400mm
●赤、白、黄、黒の各4色

●日圧NH互換のコンタクトピン付
き片端コード●長さ400mm
●赤、白、黄、黒の各4色

型番：311-287R
型番：311-287W
型番：311-287Y
型番：311-287B

99U13B
99U13C

99T14C
99T14D
99T14E
99T14F

各\25

型番：311-289R
型番：311-289W
型番：311-289Y
型番：311-289B

99T14G
99T14H
99T14I
99T14J

延長LANケーブル

新PIC入門 C言語編

リチウム電池

●入門者おすすめテキスト付き電
子回路キット●ステップ学習方式
●基本から応用までを解説●マイ
コン制御にはC言語を採用●サン
プルソースを27個収録
型番 ： ECB-900T（No.9）

●カメラ用3Vリチウム電池
●2個パック
●直径：16.5mm、全長：34.5mm
●一次電池

型番 ： HLC-ETM6-5MP

¥1,490 99T142

〒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

99T121

各\25

99U137

●カテゴリー6対応ハーモネット製
LAN延長ケーブル●ソケット部分に
強力マグネットが仕込まれており便
利●プラグ保護カバー付
●FTTH、ADSL、CATVにも対応
型番 ： HLC-ETM6-3MP

¥1,310 99T141

99T112

型番 ： HLC-ETM6-10MP

¥1,980 99T143

ブログ
更新中

各\25

型番 ： CR123A

¥3,500

99S311

¥600

99T123

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！

メタライズドポリエステルフィルム MTFシリーズ(オーディオ用)

蛍光表示管

400STEPバイポーラステッピングモータ

●フィラメント：0.8V26mA●グリッド
：12V0.85mA● 色：青緑● 直径：
7.5mmΦ、高さ：30mm、表示寸法：
3.5(W)X5(H)mm
NEC

●バイポーラ型の高精度ステッピ
ングモータ●0.9/STEP●コイル抵
抗4.3Ω●軸径5φ×8㎜●39㎜
X19㎜(突起含まず)●リード端子
PHR8コネクタ(2mmピッチ)
型番 ： TS3166N913

型番 ： LD8035E

QIケーブル
高 品質！高信 頼 ！ オー デ ィ オ 用 コ ン デ ン サ と し て お 奨 め し ま す！
値
0.01μF
0.012μF
0.015μF
0.018μF
0.022μF
0.027μF
0.033μF
0.039μF
0.047μF
0.056μF
0.068μF
0.082μF

型番
単価
MTF0050J103 \20 4BJ13C
MTF0050J123 \20 4BJ13D
MTF0050J153 \20 4BJ13E
MTF0050J183 \20 4BJ13F
MTF0050J223 \20 4BJ13G
MTF0050J273 \20 4BJ13H
MTF0050J333 \20 4BJ13I
MTF0050J393 \20 4BJ13J
MTF0050J473 \20 4BJ13K
MTF0050J563 \20 4BJ13L
MTF0050J683 \20 4BJ13M
MTF0050J823 \20 4BJ13N

値
0.1μF
0.12μF
0.15μF
0.18μF
0.22μF
0.27μF
0.33μF
0.39μF
0.47μF
0.56μF
0.68μF
0.82μF

型番
MTF0050J104
MTF0050J124
MTF0050J154
MTF0050J184
MTF0050J224
MTF0050J274
MTF0050J334
MTF0050J394
MTF0050J474
MTF0050J564
MTF0050J684
MTF0050J824

単価
\30 4BJ13O
\30 4BJ13P
\30 4BJ13Q
\30 4BJ13R
\30 4BJ13S
\35 4BJ13T
\40 4BJ13U
\50 4BJ13V
\50 4BJ13W
\50 4BJ13X
\70 4BJ13Y
\80 4BJ13Z

値
型番
単価
1μF MTF0050J105 \80 4BK131
1.2μF MTF0050J125 \90 4BK132
1.5μF MTF0050J155 \120 4BK133
1.8μF MTF0050J185 \120 4BK134
2.2μF MTF0050J225 \140 4BK135
2.7μF MTF0050J275 \170 4BK136
3.3μF MTF0050J335 \230 4BK137

2020デジタルアンプキット
WP-2020AMP-Bにも使用されています

●ニッセイ電機の MTFシリーズ。樹脂ディップ積層形
●定格電圧：50Ｖ、リードピッチ寸法は5.0 ㎜に統一
●オーディオ用としてリード線に無酸素銅線（φ0.6㎜）を使用

\100 99T416
4本セット\350 99T41P
6P-6P

6P-6S

6S-1Px6

●ブレッドボード
等にも使える多
用途ケーブル
●2.5mmピッチ
99T411
99T412
99T413
●長さ300mm
型番 ： 311-350 ・ 311-322 ・ 311-324

多摩川精機

PICマイコン PIC16F785-I/P
●OPアンプ2相PWM内臓8bitワン
チップマイコン●フラッシュ：2kB、
SRAM：128バイト、EEPROM：256
バイト●電源電圧：DC2V～5V●
最大周波数：20MHz●DIP20ピン
型番 ： PIC16F785-I/P

各\140

デジット

98U412
特価\250 店頭限定品

マイクロチップ

アナログ・デバイセズ

\700

99T418

●出力波形：サイン波、三角波、
矩形波、スイープ、AM/FM変調、
V/F、FSK、PLL(VCO)●周波数：
0.01Hz～1MH●デューティー比：1%
～99%●動作電源電圧：10V～26V
型番：XR2206CP
EXAR

金メッキ2連ターミナル

RCAパネルジャック

●絶縁タイプの高級金メッキターミ
ナル●赤・黒一体型●抜け落ち防
止機能搭載●バナナプラグと芯線
の両タイプ可能●直径5mmの太線
まで対応
型番 ： WTN-08-S77A

●絶縁タイプの高級金メッキRCA
パネルジャック●パネル取り付け
穴9.5φ
型番：WTN-20-1045G/R(赤) 99T41H

\800

99T41G

ノーブランド

各\280

トロイダルトランス

トロイダルトランス

トロイダルトランス

ブロックコンデンサ用取付基板

●オーディオ向けトロイダルトラン
ス●IN=0-100V-120V、
OUT=0-15V2A,0-15V2A、60VA●
外寸：約90mm、高さ（本体のみ）：
約45mm●温度(80℃)ヒューズ付き
型番 ： HRB-60

●オーディオ向けトロイダルトラン
ス●IN=0-100V、
OUT=0-30V-35V3A,0-30V-35V3A
、210VA●外寸：約105mm、高さ（
本体のみ）：約65mm●温度(85℃)
型番 ： HRB-210

●基板自立ブロックコンデンサの
取り付けや配線を容易に●ブロッ
クコンデンサ取り付け穴サイズ：2
㎜Φ、ピッチ：10㎜●基板サイズ：
35㎜X50㎜●厚み：1.6㎜
型番 ： CP-35

\3500

99T41M

デジット

\4000

99T41N

デジット

\7500

99T41O

デジット

\255

デジット
【営業時間】 10:00～20:00

〒556-0005 大阪市浪速区日本橋4-6-7 【定休日】 毎週水曜 /
TEL:(06)6644-4555 FAX:(06)6644-1744
第2・第3火曜

99T415

型番：WTN-20-1045G/W(白) 99T41I

\310

●オーディオ向けトロイダルトラン
ス●IN=0-100V-120V、
OUT=0-9V2A,0-9V2A、36VA●外
寸：約85mm、高さ（本体のみ）：約
35mm●温度(80℃)ヒューズ付き
型番 ： HRB-36

デジット

99T417

ファンクションジェネレータＩＣ
XR2206CP

計装アンプ AD622ANZ
●低電力、シングル抵抗ゲイン設
定●帯域幅:800kHz(ゲイン=10)●
ゲイン範囲:1-1000誤差0.2%●電
源供給:±2.6～±15V●DIP8●
CMRR:88dB
型番 ： AD622ANZ

ノーブランド

\350

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！

99T414

片面ガラス ユニバーサル基板

高電圧デジタルボルトメータ

光マルチメータ

●0.500～10.000KV
●リセール品
●動作・精度チェック済み
●6ヶ月保証

●センサ・光源付
●リセール品
●動作・精度チェック済み
●6ヶ月保証
型番 ： AQ2150A

型番 ： 149-10A

菊水電子工業

\63,000

デジタルストレージスコープ

デジタルオシロスコープ
●4CH 100MHz
●リセール品
●動作・精度チェック済み
●6ヶ月保証
型番 ： TDS3014B

\50,400

岩通計測

型番
SDF-0507S
SDF-0709S
SDF-0915S
SDF-1022S
SDF-1218S
SDF-1325S
SDF-1830S
SDF-3040S

価格
\94
\168
\294
\577
\546
\892
\1,491
\3591

10枚パック
\714
\1,260
\2,205
\4,326
\4,095
\6,688
\11,182
\25,095

●特価！海外製のグリーンレジスト付ハンダメッキ基板です。
●穴やシルクのずれ、穴づまり、キズのある場合がありますが、予めご了承下さい。
●10個以上で更に割り引き!!

半導体、パーツ単体から試作、少量生産までをワンストップで対応！

\78,750

●周波数帯域：60MHz
●リセール品
●動作・精度チェック済み
●初期不良のみ対応
型番 ： DS-8706

サイズ
50×70mm
70×90mm
90×150mm
100×220mm
120×180mm
130×250mm
180×300mm
300×400mm

安藤電気

テクトロニクス

\241,500

アナログオシロスコープ

PCベースデータアクイジョンユニット

●4CH 250MHz
●リセール品
●動作・精度チェック済み
●6ヶ月保証

●リセール品
●動作・精度チェック済み
●6ヶ月保証
型番 ： MX100

型番 ： SS7825

\129,150

岩通計測

横河電機

スペクトラムアナライザ

オーディオアナライザ

●100Hz～8GHz
●リセール品
●動作・精度チェック済み
●6ヶ月保証

●5Hz～210KHz
●リセール品
●動作・精度チェック済み
●6ヶ月保証

\63,000

型番 ： VA2230A

型番 ： R3267

アドバンテスト

\577,500

TEXIO

\147,000

デジタルマルチメータ

デジタルマルチメータ

パワーハイテスタ（電力計）

デジタルオシロスコープ DL1540CL

●最大表示 1199999
●リセール品
●動作・精度チェック済み
●6ヶ月保証

●最大表示 319999
●リセール品
●動作・精度チェック済み
●6ヶ月保証

●単相3線、三相3線、単相2
線対応
●リセール品
●動作・精度チェック済み
●6ヶ月保証
型番 ： 3331

●200MHz(2ch時）
●リセール品
●動作・精度チェック済み
●6ヶ月保証

型番 ： 34401A
アジレントテクノロジー

型番 ： R6552

\52,500

アドバンテスト

\42,000

日置電気

その他にも在庫ございます! 詳しくは⇒

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

【営業時間】 9:00～18:00
【定休日】 日曜・祝日

ブログ更新中!!

型番 ： 7015-40

\80,000

横河電機

テクノベース

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

\196,350

プチロボシリーズ安価な超小型サーボモータの

プチロボ改

プチロボMS5

赤外線追尾ロボット

プチロボX

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。

検索

マイクロソフト ベネッセ ロボコン

2.4GHz帯無線ソリューション

402029

402030

402011

￥14,800 ￥15,330 ￥29,988

●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。
96I331 99D331
●通信距離は見通しで約40m、TELEC認証取得済み。
親機型番：RB-RFPTM-5V/RB-RFPTM-12V
子機型番：RB-RFRM（別売ケース:HA1593-PG）￥9,785 ￥6,880

Ethernet内蔵CPUボード

●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：KBC-P18LAN

75V331

￥6,615

XPort-XE(Ether/シリアル変換)

●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
型番：XP1001000-03R

36S252

￥6,720

トランス内蔵RJ-45ジャック
●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
型番：XRJG-01J-4-D12-110

￥367 95G312

Ethernet接続リレーボード

●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：RBIO-3E

39B331

￥20,790

TA2021+インダクタセット

402053

￥2,980

シャープポケコン

●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」
型番：PC-G850VS

2AG413

￥21,000

2Dイメージングユニット

●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：USSM2D-100

8BC311

￥42,000

TA2020アンプキット-Red

●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。

●TRIPATH「TA2021」と10μHイン
ダクタ「DASM1620/998AM-101」
×4個セットを限定販売。ネット通
販では会員特典価格にて提供中
型番：TA2021SET

LEDキャンドルキット

●ル・マン24コース完走で話題の
「エボルタ」と類似方式の、赤外線
を追尾、左右に向きを変えながら
自走する「リモコンチェイサー2」
型番：TU-1B2

96Q311
店頭特価
通販会員
特典あり←

￥5,954

インターネットショッピング・通信販売サイト【営業時間】

402036

￥12,850

●1chにつき最大25W出力のステレ
オD級オーディオパワーアンプ
●4ステップゲインコントローラ付き
●大出力ながらヒートシンク不要
型番：TPA3120D2PWP

￥1,600

リニューアル!
新サイト運営中!

９:３０〜１２:００ / １３:００〜１８:３０
【定休日】 日曜・祝日
〒556- 0 00 4 大 阪 市 浪 速 区日本 橋西2 -5 -1
TEL:(0 6) 66 44- 6 1 1 6 FA X : (0 6 ) 6 6 44-445 0 (お電話でのご注文を承っておりません)

￥588〜

燃料電池自動車学習キット

●乾電池を使って水を電気分解し
て酸素と水素を作りその酸素と水
素を使って燃料電池で電気を取り
出し自動車を走らせます
型番：HZ-01

931311

通販会員特典あり←￥4,980

ボイスレコーダユニット【基板完成品】

●不揮発性メモリを搭載した録音
再生ユニットで、電源OFFでも録音
内容を保持。録再時間は最大約
20秒、リピート再生にも対応。
型番：VREC-20

￥945

402044

電子ボリューム簡単セット

●PGA2311PAとコントロール機能
をプログラムしたPIC12F675セット
●ボリューム式、ロータリエンコー
ダ式、プッシュ式の制御が選択可

￥1,980 8A1312

402052

クラフトオーディオ ￥96,600 TI製D級オーディオアンプIC

●使用パーツの厳選でキットの概 402043
念を超越した「音質」と「質感」を
“WonderPure/ワンダーピュア”ブラ
ンドでお届けします
型番：WP-3110F（写真右上）
WP-3320D（写真左下）

402056

型番：CTRL2311

型番：WP-2020AMP-R

￥3,510

●キャンドルシミュレータICによる
ゆらゆらと揺らめくキャンドル風の
炎をLEDで再現。昇圧回路搭載で
電池一本で動作が可能。
型番：CAN-D6/D6B

デュアル・オペアンプ

●16ビット高精度・高速デュアルオ
ペアンプ。90MHz利得帯域幅f=100
kHz/最大入力オフセット電圧:125u
V/セトリングタイム:900ns.....
型番：LT1469CN8#PBF

7CJ411

￥980

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

92G311

