300Bシングルステレオパワーアンプ TU-LAB

面実装IC用テストクリップ(8Pin用) ハンドタイププラスチックケース

●イーケイジャパン創立15周年記
念モデル(限定生産)として登場し
た、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●「三結」も試せる機能も搭載
型番 ：TU-8300

●SOIC用ICのテスト用アダプター
●大型でピン間が離れているので
実験、評価、動作確認などの信号
チェックに最適●金メッキ仕様。

エレキット

型番 ： 5250

\79,300 9AT111

Pomona

\3,150

9BU133

●難燃性ABS樹脂を タカチ
使用●計測器・検査
器・通信機など様々な
ハンディータイプ使用
●サイズ：
W76mm×H27mm×D
LC135-N-D(黒) 9BU122
LC135-N-W(白) 9BU123

各\480

温度データ・ロガー

面実装IC用テストクリップ(14Pin用) ハンドタイププラスチックケース

●測定間隔は1秒から12時間まで
自由に設定●最大8000データまで
保存可能●温度測定範囲：-40℃
～+70℃●防水レベル：IP54準拠
●コンパレータ機能付き。
型番 ： AD-5325SET

●SOIC用ICのテスト用アダプター
●大型でピン間が離れているので
実験、評価、動作確認などの信号
チェックに最適●金メッキ仕様。
型番 ： 5251

\15,120 9BU121

A&D

Pomona

\3,570

9BU134

PICプログラマー・エープラス

熱収縮チューブ スミチューブA 25φ

●PIC-WT-AP A＋ 版はPICライタ
ーAタイプにICSP書き込みに対応
●ICSP書き込み用ケーブルも付
属●USB接続で別電源不要●組
み立て済み
型番 ： PIC-WT-AP

●電線接続部や端子 住友電工ファインポリマー
の絶縁、保護、補強に
●長さ：1m、材質：電
子線架橋軟質ポリオ
レフィン樹脂●収縮温
度:115℃以上。
9BU148
A25φBK(黒)
A25φCL(透明) 9BU149

アドウィン

\7,980

9BU131

各\360

グリーンレーザーポインター

ZIFソケット FPC/FFC 40Pin

●JQA検査合格品●明るい所でも
見やすい緑色のレーザー●出力：
1mW未満●波長：532nm●電源：
アルカリ単5乾電池2本●サイズ：
135.5mm×φ14.5mm●重量：67g
型番 ： TLP-250G

●40Pin0.5mmピッチ垂直実装タイ
プZIFソケット●1.8inchHDD等、
EeePCなどにも使用されている最
近よく見るコネクター。

\19,600

型番 ： FH12-40S-0.5SV(55)

店頭限定品

ヒロセ

\790

●難燃性ABS樹脂を タカチ
使用●ハンディータイ
プ使用●電池ケースn
内蔵タイプ(単3×2本
)●サイズ：
W76mm×H27mm×D
LC135-M2-D(黒) 9BU124
LC135-M2-W(白) 9BU125

【営業時間】 10:00～20:00(日祝19:00迄)

【定休日】 毎月第4月曜

9BU12B

タカチ

各\340

\635

9BU143

\695

9BU144

\805

ミニキャノンコネクタ Male(オス)Plug

9BU141

\615

Arduino Duemilanove

TEL:(06)6644-4446 FAX:(06)6644-6666

9BU12A

●AKGのヘッドフォンやピンマイク・ボディバック型送
信機等に使用するミニXLRコネクター●定格：125V3A
●耐電圧：250V●絶縁抵抗：5000MΩmin.at500VDC
3PIN
4PIN
5PIN
●接触抵抗（初期値）：30mΩMAX●挿抜耐久回数：
500cycles使用温度範囲：-35℃～+85℃●適用電線：
型番 ： M-XL-3-12S 型番 ： M-XL-4-12S 型番 ： M-XL-5-12S
～AWG24(0.2SQ)●電線径：～φ3.5mm
9BU145
9BU146
9BU147
ITT

●Ｐｒｏｃｅｓｓｉｎｇ/Ｗｉｒｉｎｇ言語を実
装したＩ/Ｏボードとフィジカルコンピ
ューティングのためのプラットフォ
ームです。●ＡＴmega３２８を使用
しＵＳＢ接続して開発します。
型番 ： Arduino Duemilanove

〒556-0005 大阪市浪速区日本橋5-7-19

9BU129

各\610

9BU142

8Ω 5W スピーカー

\350

9BU128

LCSC135-R(レッド) LCSC135-Y(イエロー)
LCSC135-G(グリーン)
LCSC135-B(ブルー) LCSC135-D(ダークグレー) LCSC135-L(ライトグレー)

ITT

●実験や電子工作、自作ポータブ
ルオーディオにも最適な4点ビス止
め可能高音質スピーカー
●口径30mm(実測値)
●8Ω2W。
型番 ： SS-802W

\11,810 9AT121

9BU127

ミニキャノンコネクタ Female(メス)Plug

クランプメータ付きDMM

三和電気計器

9BU126

●AKGのヘッドフォンやピンマイク・ボディバック型送
信機等に使用するミニXLRコネクター●定格：125V3A
●耐電圧：250V●絶縁抵抗：5000MΩmin.at500VDC
3PIN
4PIN
5PIN
●接触抵抗（初期値）：30mΩMAX●挿抜耐久回数：
500cycles使用温度範囲：-35℃～+85℃●適用電線：
型番 ： M-XL-3-11S 型番 ： M-XL-4-11S 型番 ： M-XL-5-11S
～AWG24(0.2SQ)●電線径：～φ3.5mm

●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

型番 ： PM33

LC135用シリコンカバー
●LC135専用のシリコンケース
●カバーは弾力がありますので滑りにくく、落下などの
衝撃から機器を保護し、手のフィット感が一味違います
●サイズ：W81(76)mm×H32(27)mm×D141(135)mm。

9BU135

ブログ
更新中

\675

\760

【 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

\3,400

88U311

123456

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！

USB外部入出力インターフェイスボード
【完成品】
●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
フィジカルコンピューティング 型番 ： USB-DIO

\3,980

デジット

9AT41B

プッシュスピーカーターミナル ２P
●ワンタッチでスピーカーケーブル
を差し込めるプッシュタイプのスピ
ーカーターミナル●赤×1穴、黒
×1穴、合計2穴●定格:60V/7A
型番 ： PST-S02F05
エコー電子

\155

9AT41C

10回転 精密ポテンショメータ

●10回転 精密ポテンショメータ●回転角：3600°●単独
直線性：0.25％●回転トルク：108.2g･cm●抵抗体形式：
巻線●抵抗値許容差：±5%(最少可能±1%)●定格電力：
2W @25℃ / 0W @105℃●温度係数：±20ppm/℃●絶縁
耐圧：1000V rms

オーディオ用バイポーラ電解コンデンサ

16V

抵抗値： 100Ω 型番：7274
抵抗値： 500Ω 型番：7274
抵抗値：
1kΩ 型番：7274
抵抗値：
2kΩ 型番：7274
抵抗値：
5kΩ 型番：7274
抵抗値： 10kΩ 型番：7274
抵抗値： 20kΩ 型番：7274
抵抗値： 50kΩ 型番：7274
抵抗値： 100kΩ 型番：7274
BI Technologies

R100
R500
R1K
R2K
R5K
R10K
R20K
R50K
R100K

522132
522133
522134
522135
522136
522137
522138
522139
52213A

ES シリーズ

●ミューズのESシリーズは低価格で高品質
なニチコンの音響用無極性電解コンデンサ
●カップリングコンデンサとしても使用可能
●鮮やかなクリアグリーン色スリーブ
●16V～50V、0.47μF～1000μF
●85℃品、±20％ ●クリアグリーン色
値
10μF
22μF
33μF
47μF
100μF
220μF
330μF
470μF
1000μF

25V

型番
単価
UES1C100MDM \30 3CQ131
UES1C220MEM \30 3CQ132
UES1C330MEM \40 3CQ133
UES1C470MPM \40 3CQ134
UES1C101MPM \50 3CQ135
UES1C221MPM \60 3CQ136
UES1C331MHM \70 3CQ137
UES1C471MHM \80 3CQ138
UES1C102MHM \110 3CQ139

値
4.7μF
10μF
22μF
33μF
47μF
100μF
220μF
330μF
470μF
1000μF

各\1,470

50V

型番
単価
値
型番
単価
UES1E4R7MDM \25 3CQ13A 0.47μF UES1HR47MDM \25 9BU41F
UES1E100MDM \25 3CQ13B 1μF UES1H010MDM \25 9BU41G
UES1E220MEM \30 3CQ13C 2.2μF UES1H2R2MDM \25 9BU41H
UES1E330MPM \40 3CQ13D 3.3μF UES1H3R3MDM \25 9BU41I
UES1E470MPM \50 3CQ13E 4.7μF UES1H4R7MEM \30 9BU41J
UES1E101MPM \50 3CQ13F 10μF UES1H100MPM \30 9BU41K
UES1E221MHM \70 3CQ13G 22μF UES1H220MPM \40 9BU41L
UES1E331MHM \80 3CQ13H 33μF UES1H330MPM \50 9BU41M
UES1E471MHM \90 3CQ13I 47μF UES1H470MPM \60 9BU41N
UES1E102MHM \120 3CQ13J 100μF UES1H101MHM \80 9BU41O
220μF UES1H221MHM \120 9BU41P
ニチコン
330μF UES1H331MHM \130 9BU41Q

プッシュスピーカーターミナル ４P

ポテンショメータ用回転計数ダイアル 整流用大電流シリコンブリッジダイオード 超薄刃精密ナイフ

●ワンタッチでスピーカーケーブル
を差し込めるプッシュタイプのスピ
ーカーターミナル●赤×穴、黒×2
穴、合計4穴●定格:60V/7A

●10回転 精密ポテンショメータ
「7274」適合の回転計数ダイアル
●POTブッシング寸法径：10.32mm
●最大使用回転数：15
●シャフト径:6mm適合
型番 ： 2606M

型番 ： PST-S04F11
エコー電子

\165

9AT41D

QIケーブル シングルピン10色セット
●ヘッダーピンやBOXプラグ等に
差し込むことが出来るソケットタイプ
●ブレッドボードやヘッダーソケット
等に差し込むことが出来るプラグタ
イプ●片側は5mm半田あげ済
●長さ:150mm
デジット

BI Technologies

\1,470 52213B

赤色7セグメントLED(アノードコモン)

●ユニバーサル基板にぴったりの
東芝製7セグメントLED●明るくは
っきりみやすい赤色●電子工作に
最適●2.54mmピッチ
311-369
型番 ：
東芝セミコンダクター
311-368 \150- 9BU412
311-369 \150- 9BU411
311-368

TLR363T
1個 \100
6個パック \480

9BU413
9BU414

●特殊ステンレス鋼●刃厚み：0.38mmで超
精密な作業に最適！●手工芸品作成、デザイン
ワーク、標本づくり、工房などでも使えるプロ仕様です。

●パワーアンプの電源回路や安
定化電源電源の整流回路に最適
●絶縁耐圧：1800V●順方向電圧
降下：1.2V(12.5ADC)●サイズ：
28.5mm×28.5mm●高さ：11mm(端
子含まず)●センター穴：約5mmΦ

9BU41E
滑らせて切る。切り抜く。切る。 型番 ： FE-15

9BU41D
滑らせて切る。切り抜く。切る。 型番 ： FE-14

KBPC 逆方向耐圧 順方向電流
シリーズ (dc) (rms) (av) (fsm) 売価

2501
2504
2506
3501
3504

:
:
:
:
:

100V 70V
400V 280V
600V 420V
100V 70V
400V 280V

25A
25A
25A
35A
35A

300A
300A
300A
400A
400A

\300
\350
\400
\500
\550

9BU41C
9BU415

滑らせて切る。切り抜く。切る。 型番 ： FE-12

9BU41B

9BU416
9BU417

切り抜く。切る。けずる。

型番 ： FE-11

滑らせて切る。切る。

型番 ： FE-10

9BU418
9BU419

CHENG-YI ELECTRONIC

9BU41A

アイガーツール

各\480

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

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！

PICマイコン

アナログオシロスコープ

直流安定化電源

直流安定化ズーム電源

●16bitPICマイコン
●Flash64KB、RAM8kb、
UART2ch、SPI2ch、
I2C2ch10bitADC10ch
●DIP28Pin
型番 ： PIC24FJ64GA002-I/SP

●周波数帯域20MHz
●チャンネル：2ch
●レンジ:5mV/div～5V/div
●新品
●メーカー1年保証
型番 ： V-252

●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

●出力電圧： 0～240V
●240V時 MAX1.56A
60V時 MAX6.3A
●動作・精度チェック済み
●6ヶ月保証
型番 ： EX-375H2

9BU251

マイクロチップ \420

日立電子 \26,250

型番 ： PAN16-10A
9AA251

菊水電子工業

\31,500

高砂製作所

\31,500

デジタルオシロスコープ

デジタルマルチメータ

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

●最大表示 319999
●DCV 30mV～1000V
●リセール品
●動作・精度チェック済み

●出力電圧：0～16V
●出力電流：0～18A
●動作・精度チェック済み
●6ヶ月保証

●出力電圧： 0～500V/2A
●500V時 MAX0.75A
187V時 MAX2A
●動作・精度チェック済み

型番 ： TDS3014B

テクトロニクス

\241,500

型番 ： R6552

アドバンテスト

\42,000

型番 ： PAN16-18A

菊水電子工業

\42,000

型番 ： EX-375U2

高砂製作所

\29,400

スペクトラムアナライザ

スペクトラムアナライザ

直流安定化電源

直流安定化ズーム電源

●周波数：100Hz～8.5GHz
●分解能帯域幅：10Hz～
3MHz ●リセール品
●動作・精度チェック済み
●6ヶ月保証
型番 ： MS2602A

●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

●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/4A
●185V時 4A
240V時 MAX1.5A
●動作・精度チェック済み
●6ヶ月保証
型番 ： EX-750U2

アンリツ

\262,500

アドバンテスト

型番 ： E3640A

\336,000

アジレントテクノロジー

\26,250

高砂製作所

耐圧試験器

デジタル移動無線機テスタ

直流安定化電源

直流安定化電源

●出力電圧：5KV 100mA
●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： 0～40V
●リセール品
●動作・精度チェック済み
●6ヶ月保証

●入力電圧：AC100～230V
●出力電圧：0～16V、0～6V
●出力電流：0～5A、0～3A
●動作・精度チェック済み
●6ヶ月保証
型番 ： PW16-5ADP

型番 ： MS8604A

型番 ： TOS5050A

\54,600

菊水電子工業

\189,000

アンリツ

型番 ： PAS40-18

菊水電子工業

\54,600

TEXIO

\50,400

\27,300

ユニバーサルカウンター

PCベースデータアクイジョンユニット

DC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

●メインモジュール 10ch中速
ユニバーサル入力モジュール
×3●ベースプレート (3入出力
モジュール用)●測定項目
DCV/TC/RTD/DI●6ヶ月保証
型番 ：MX100 (30CH)

●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

●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

\21,000

横河電機

型番 ： PQ160-2.5

\63,000

松定プレシジョン

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!!

\29,400

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

型番：KBC-USBmini/-P

￥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】

9AN316〜8

￥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

TA2020アンプキット-Red

型番：WP-2020AMP-R

￥1,890

￥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- 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)

9BS311
9BS312

￥980 ￥1,260

リチウムポリマー電池＆充電器

9AF311〜2

●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

￥2,220 ￥2,050

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）

￥50

9BS315

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。

9BK331
9BK332

フレキシブル太陽電池

●湾曲自在のフレキシブル太陽
電池。※湾曲=弓状、波状。折り目
をつけるような「折り曲げ」は厳禁。
114x25x0.2mm(TX3-25)
型番：TX3-25 / SP3-37

●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

●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。

USB I/F搭載PICボード

●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。

●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

