導電性高分子アルミニウム固体電解コンデンサ

FMレシーバーモジュール

arduino用スクリューシールド

●超小型シングルチップのFMレシ
ーバーモジュール●Arduinoやマイ
コンから制御可能

●arduinoのI/Oや電源端子を拡張
●端子台に変換しケーブルを確実
に固定

型番 ： WRL-08972
SparkFun

【 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

ハンダコテ先
●CSL用ハンダコテ先

\1,300

9AT113

型番：B1105L60 9AT123
型番：B1100L60 9AT124
型番：B1101L60 9AT125

\3,630

ANTEX

99U133

SparkFun

●UKからやってきた小型ハンダゴ
テ
●18W こて先温度約400度

型番 ： CSL

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

型番 ： DEV-09282
9AT112

鉛フリー対応ハンダゴテ

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

\1,680

9AT122

各\850

ANTEX

クランプメータ付きDMM

FET IRL3713

●ポケットサイズのDMM&クランプ
複合機●最大100Aまでの交流・直
流電流測定可能

●ID=260A ド級FET(Nch)

99U134
99U135

型番 ： PM33

99U136

三和電気計器

\11,810 9AT121

型番 ：IRL3713
IR

\500

9AT133

99U137
99U138

8Ω 5W スピーカー

8Ω 3W スピーカー

99U139

●4点ビス止め可能高音質スピー
カー

●防磁タイプの高音質スピーカー

99U13A
99U13B
型番 ： SS-805W

99U13C

\500

型番 ：SS-803W
9AT132

\400

9AT131

ローリングタップ

マグネットタップ コンセント側

マグネットタップ ACプラグ側

300Bシングルステレオパワーアンプ TU-LAB

●左右90度ローリングするタップ

●マグネットでくっつく、抜き差しら
くらくタップ

●マグネットでくっつく、抜き差しら
くらくタップ

●抜群の人気を誇る300Bを使用
したシングルのステレオパワーア
ンプ

型番 ： WH2129
パナソニック

\295

型番 ： WH66011WP
9AT143

〒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

パナソニック

\830

型番 ： WH66012WP
9AT141

ブログ
更新中

パナソニック

\440

型番 ：TU-8300
9AT142

エレキット

\79,300 9AT111

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！

ワンチップ音声合成ＩＣ APR9600

USB外部入出力インターフェイスボード【完成品】

●録音時間:60秒(4.2kHz)、40秒
(6.4kHz)、32秒(8.0kHz)●パワーア
ンプ、マイクアンプ、AGC等内蔵●
フラッシュメモリ内蔵(60秒/max)●
無電源バックアップ可能●DIP28
型番 ： APR9600

●Visual Studio 2005/2008、VB6で簡単にパソコンと外部との信号入出力制御が可能な
USB I/Oボード●USB接続のパソコン周辺機器の製作が容易●制御入出力12点●LED、
ドットマトリクス、サーボモータ、ステッピングモータ等を利用したサンプルプログラム付●
関数ライブラリ(VB、VS2005、VS2008用付)、Windows_XP、Vista用ドライバ付●電源:USB
バスパワー又は外部電源(DC5V)●USBケーブル付
デジット

\3,980

型番 ： USB-DIO

AVRマイコン Xmegaシリーズ

9AT413

●8bitAVRマイコンシリーズを強化と進化させた8ビット/16ビットワンチップマイコン●4chDMA制御器、
8chイベントシステム、AES/DES暗号エンジン、16bitリアルタイマカウンタ(別クロック）等を備えた新た
なレベルのシステムパフォーマンス●高速(32MHz/max)●低電圧(DC1.6～3.6V)
ATxmega64A1
ATxmega128A1
ATxmega64A3
ATxmega16A4

Flash
64kB
128kB
64kB
16kB

SRAM
4kB
8kB
4kB
2kB

EE
2kB
2kB
2kB
1kB

I/O 16bitTimers SPI/TWI/USART A/D(12bit)
78
8ch
4/4/8
2x8ch
78
8ch
4/4/8
2x8ch
50
7ch
4/4/7
2x8ch
36
5ch
2/2/5
1x12ch

9AT41B

D/A(12bit) AnalogComparator
2x2ch
4
2x2ch
4
1x2ch
4
1x2ch
2

64A1-AU
\1600-

APLUS
98U417

128A1-AU
\1800-

9AT414

9AT415

64A3-AU
\1600-

16A4-AU
\1000-

\420

より線はんだ揚 10mパック 黒色
●高密度な配線に最適●難燃架
橋ポリエチレン絶縁電線●定格電
圧:30V●定格温度:105℃●一括
すずメッキ付●断面積:0.035m㎡
●構成:7/0.08mm●外形:0.56mm
型番 ： UL3302 AWG32 L-10

Atmel AVRマイコン

\840

フジクラ

1.5V白色LED点灯キット

温度保障セラミックコンデンサ(NP0)

ブロックコンデンサ KMHシリーズ

ブロックコンデンサ SMHシリーズ

●1V前後位からから昇圧して白色
LEDを定電流で点灯させるキット
●昇圧用のICは使用せずインダク
タとトランジスタでの回路
●電池BOXは付属していません
型番 ： LED1.5_5_KIT

●1pF、2pF、3pF、4pF、5pF、
6pF、7pF、8pF、9pF、10pF、
15pF、22pF、33pF、47pF、62pF
、68pF、75pF、100pF、150pF、
220pF、300pF、330pF、360pF、
390pF、470pF、560pF

●KMHシリーズ 105℃品
●静電容量許容差:±20%
茶色スリーブ
●50V4700μF 25.4mm×35mm
●50V12000μF 35mm×45mm
日本ケミコン
EKMH500VSN472MP45S 特価\350EKMH500VSN123MA45S 特価\950-

●SMHシリーズ 85℃品
●静電容量許容差:±20%
黒色スリーブ
●50V15000μF 35mm×45mm
●50V18000μF 35mm×50mm
日本ケミコン
ESMH500VSN153MA45S 特価\890店頭限定品
98U412
ESMH500VSN183MA50S 特価\980-

デジット

\380

74P412

ノーブランド

各\20

店頭限定品

9AT412

9AT411

店頭限定品
98U412

ステッピングモータ付ギアユニット

金メッキターミナル

ボリューム用延長シャフト6Φ

精密ピンドリルシリーズ

●大きめのギヤユニット
●サイズ:約150×60×65mm
(突起含まず)
●減速比は未調(ベルト＋3段ギア
)●ユニポーラDC3.3V 1A
1.8deg/step 直径:約56.5mm

●絶縁タイプの高級金メッキターミ
ナル●バナナプラグと芯線の両タ
イプ可能●直径5.5mmの太線まで
対応●直径12mmパネル取り付け
穴8φ。

●6mm軸のボリューム用延長シャフト
●全長:30mm,40mm,50mm,60mmの4種類

●ひとつ持ってれば便利！
●ドリル刃サイズ:1.0mm、1.5mm、2.0mm、2.5mm、3.0mm
●差替タイプでは無くドリル刃固定タイプのピンバイス
●プラスチック,ナイロン,ABS等の樹脂専用
3.0mm 型番：28436 \480-

特価\1,980

各\280

店頭限定品
98U412

型番 ： JRBP2016/R（赤）
JRBP2016/B（黒）

マブチモータ固定金具セット

金メッキターミナル

●モータを左右から挟んでとめる
モータベース●130/140用と260/
280用の2種類●ベース1組、モー
タ固定用ネジ1組、ベース固定用
木ネジ4個、ピニオンギア1個
レインボープロダクツ

●絶縁タイプ、プラスチックカバー
付きの高級金メッキターミナル。
●LR一体型でツマミ部分は抜け落
ち防止機能搭載。

130/140用 91701 \160- 82T318
260/280用 91702 \180- 82T319

60mm 型番：JOINT60 \25099T41E
99T41F

各\1,250

84I134

2.5mm

型番：28435

\465-

84I133

2.0mm

型番：28434

\410-

84I132

1.5mm

型番：28433

\410-

1.0mm

型番：28432

\410-

50mm 型番：JOINT50 \20040mm 型番：JOINT40 \17530mm 型番：JOINT30 \15584I131

フレンドリミテッド

デジット
【営業時間】 10:00～20:00

9AT419
9AT418
9AT417
9AT416

型番 ： MB-133B-2G/R（赤） 99T41C
MB-133B-2G/B（黒） 99T41D

〒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

9AT41A

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！

ディップスイッチ

周波数カウンター

積分形普通騒音計

直流安定化ズーム電源

●高信頼2/4/8極DIP SW
●2.54mmピッチ
●シールテープ付

●周波数範囲：10Hz～3GHz
●リセール品
●動作・精度チェック済み
●6ヶ月保証

●A特性 28～130dB
●C特性 33～130dB
●リセール品
●動作・精度チェック済み
●6ヶ月保証
型番 ： NL06

●出力電圧： 0～240V
●リセール品
●動作・精度チェック済み
●6ヶ月保証

9AT251

台湾製 型番：2極-EAM102E28Z \42- 9AT252
4極-EAM104E28Z \638極-EAM108E28Z \94- 9AT253

型番 ： 5386A

アジレントテクノロジー

\86,100

リオン

型番 ： EX-375H2

\69,300

高砂製作所

デジタルオシロスコープ

ワイドレンジ直流安定化電源

電子天秤

デジタルマルチメータ

●周波数帯域：300MHz
●リセール品
●動作・精度チェック済み
●初期不良のみ対応

●出力電圧： 0～80V
●リセール品
●動作・精度チェック済み
●6ヶ月保証

●秤量：0.01g～4200g
●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
●DCV 30mV～1000V
●リセール品
●動作・精度チェック済み

型番 ： 7004-40

横河電機

\69,300

型番 ： UX4200H

型番 ： PWR400L

菊水電子工業

\45,150

\18,900

島津製作所

型番 ： R6552

アドバンテスト

\31,500

\42,000

デジタルオシロスコープ

直流安定化電源

直流安定化電源

直流安定化ズーム電源

●周波数帯域100MHz
●リセール品
●動作・精度チェック済み
●6ヶ月保証

●出力電圧： 0～40V
●リセール品
●動作・精度チェック済み
●6ヶ月保証

●出力電圧：0～20V
●リセール品
●動作・精度チェック済み
●6ヶ月保証

●出力電圧： 0～500V
●リセール品
●動作・精度チェック済み
●6ヶ月保証

型番 ： TDS3014B

テクトロニクス

\241,500

型番 ： PAS40-18

菊水電子工業

型番 ： EX-750U2

型番 ： E3640A

\54,600

アジレントテクノロジー

\26,250

高砂製作所

\50,400

標準信号発生器

直流安定化電源

DC安定化電源

スペクトラムアナライザ

●周波数：10KHz～2700MHz
●リセール品
●動作・精度チェック済み
●6ヶ月保証

●出力電圧： 0～18V
●リセール品
●動作・精度チェック済み
●6ヶ月保証

●出力電圧 0～160V
●リセール品
●動作・精度チェック済み
●6ヶ月保証

●周波数：9KHz～8GHz
●分解能帯域幅：1KHz～
10MHz･5MHz
●リセール品
●動作・精度チェック済み
型番 ： R3162

型番 ： MG3633A

アンリツ

\262,500

型番 ： PD18-10AD

TEXIO

型番 ： PQ160-2.5

\27,300

松定プレシジョン

\29,400

アドバンテスト

\336,000

ユニバーサルカウンター

デジタル移動無線機テスタ

直流安定化電源

プログラマブル直流電圧/電流発生器

●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

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

●出力電圧 0～600V
●リセール品
●動作・精度チェック済み
●6ヶ月保証

●発生電圧： 0～±32V
●発生電流： DC 0～120mA
●リセール品
●動作・精度チェック済み
●6ヶ月保証
型番 ： 7651-01

型番 ： TR5821
アドバンテスト

型番 ： MS8604A

\21,000

アンリツ

\189,000

型番 ： PU600-1.3

\42,000

TEXIO

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!!

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

\55,650

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

Vigor Precision製サーボ

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

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

USB接続型AVRライター

●低価格で人気のAVRライターの
決定版。セット概要:AVRWRT本体
、USBケーブル、ISPケーブル、
CD-ROM。
型番：AVRWRT

￥2,100

￥367 95G312

インターネットショッピング・通信販売サイト【営業時間】

￥1,260（VS-1）〜

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

AVRトレーニングボード

型番：168TR-KIT
69P411

9AA411

型番：WP-2020AMP-R

￥5,954

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- 00 04 大阪 市 浪 速 区日本 橋西2 -5 -1
TE L :(0 6 ) 6 644- 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)

402056

￥588〜

リチウムポリマー電池＆充電器

●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：PRT-08483,PRT-00726

9AF311〜2

￥2,220 ￥2,050

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

型番：CTRL2311

￥2,900

●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。

￥3,510

LEDキャンドルキット

●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

●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

TA2020アンプキット-Red

TA2021+インダクタセット
96Q311
店頭特価
通販会員
特典あり←

9AN316〜8

●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。

●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

●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： VS-1（写真中）
VS-12M（左）
VSD-18MB（右）

402052

￥1,980 8A1312

ダブルバスレフエンクロージャー

●口径8cm小型スピーカユニット 402057
から驚異の重低音を再生できる
ト】
「ダブルバスレフ」。WP-7108DB-F
【組立キッ
はFOSTEX製FE83E(別売)に対応
型番：WP-7108DB-F（写真左）
402058
WP-7108DB-T（写真右）

￥4,914（1本）

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

