8×8マルチカラードットマトリクス

ヘルピングハンズ

16chPWM定電流LEDドライバ

USBコネクタ変換基板

●3色RGBが出せるドットマトリクス
●アノードコモン、外径寸法：60mm
x60mm●パネル高：10.5mm●ピン
数32pin(16×2列)2.54mmピッチ

●2爪タイプのハンダ付け時に便
利な助っ人●中央には2倍の拡大
鏡も付いています●各部ボールジ
ョイントなので、様々な角度で使用
出来ます。
型番 ： 3419

●LEDの制御や16SEGなど表示器
の明暗設定が可能な16チャネル
内蔵の定電流シンクLEDドライバ
●LED故障検出も可能●入力電
圧範囲:3.0V～5.5V●28ピンDIP
型番 ：TLC5940NT

●WILLCOM等で使用されている
MicroUSBのABソケットが実装され
た基板が3枚続き基板で入ってま
す●(Vカット済み)2.54mm基板に
変換するヘッダーピンも付属
型番 ： CK-37

型番 ： SJM-2388RGB

\1,890

A1T131

\925

POLARIS

661122

Texas Instruments

\390

9CC313

サンハヤト

\810

ケーブルチェッカー

らくらく電子実験 エレモ マイコンボードPIC16F627A

8cmフルコーン形フルレンジスピーカ

耐熱通信機器用ビニル電線50m巻(黒/赤)

●コンパクトで堅牢なボディ、簡単
操作で多種類のケーブルチェック
が可能●TRS・XLR・RCA・バナナ
プラグ・スピコン・DINプラグ・LAN

●ハンダ付け不要ですぐに使用出
来るPIC16F627A基板
●(その他入力・出力ボードも取り
扱い中)

●FE83E のリニューアル品●ESコ
ーン採用の8cmフルレンジ●イン
ピーダンス:8Ω●最低共振周波数
:140Hz●再生周波数帯域:fo～30k
Hz●出力音圧レベル:88dB/W(1m
)●入力:7W(Mus.)
型番 ： FE83En
FOSTEX

●ジャンパ線、電気・電子機器、計
測器等の内部配線に最適●耐熱
塩化ビニル●外径：1.45mm、耐熱
：110℃、導体サイズ：0.65mm
型番 ： H-PVC 0.65mm黒
型番 ： H-PVC 0.65mm赤

型番 ： DB-4C
Alctron

型番 ： ADM-001

\9,980

A35111

アドウィン

\2,835

A35112

\2,945

H-PVC 0.65mm黒 H-PVC 0.65mm赤

各\1,365 A35141

A1T111

A1R314

A35142

電気工事士技能試験セット

電気工事士技能試験セット

ピックアップスケール 10cm

3.5φバナナプラグ/ソケット

●電気工事士技能試験必須セット
●今年のセットは試験時に便利な
VAクリップが最初から付属
●(電気工事士関連書籍も取扱中)

●電気工事士技能試験必須セット
●ツールケースが腰袋になり机上
を広く使用できます
●(電気工事士関連書籍も取扱中)

●持ち運びに便利なポケットサイ
ズスケール●先端が曲がっている
ので平面な場所に置いていても掴
みやすい●ペーパーナイフとして
も利用できます
型番 ： 13128

●AWG12の電線もハンダ付け出
来る小型だが使い易いバナナプラ
グ/ソケット●通常4φタイプとは互
換性ありませんのでご注意下さい
型番 ： B77G35-P(プラグ)
B77G35-P B77G35-S
型番 ： B77G35-S(ソケット)

型番 ：S-59
HOZAN

\12,285

型番 ：S-17
3BT126

HOZAN

\13,985

A35121

シンワ

W IM A メタライズドポリエステルフィルムコンデンサ MKS2シリーズ DAL E

●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
型番
MKS2 63V0.22uF
MKS2 63V0.47uF
MKS2 63V1uF
MKS2 63V2.2uF

100V
単価
\80 9CC131
\80 9AN133
\120 9AN132
\240 9AN131

WIMA

値
0.01uF
0.022uF
0.047uF
0.068uF
0.1uF

〒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)

A35122

精密級金属皮膜抵抗 1/2W 1%

各\40

A35143

A35144

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

63V
値
0.22uF
0.47uF
1uF
2.2uF

\250

【定休日】 毎月第4月曜

型番
MKS2 100V0.01uF
MKS2 100V0.022uF
MKS2 100V0.047uF
MKS2 100V0.068uF
MKS2 100V0.1uF

単価
\60 9CC132
\60 9CC133
\60 9CC134
\60 9CC135
\60 9AN134

値
型番
値
型番
値
型番
10Ω CMF-55 10R000FKEK 9CT131 750Ω CMF-55 750R00FKEK 9CT136 10KΩ CMF-55 10K000FKEK 9CT13C
100Ω CMF-55 100R00FKEK 9CT132 1KΩ CMF-55 1K0000FKEK 9CT137 22KΩ CMF-55 22K000FKEK 9CT13D
150Ω CMF-55 150R00FKEK 9CT133 1.5KΩ CMF-55 1K5000FKEK 9CT138 47KΩ CMF-55 47K000FKEK 9CT13E
220Ω CMF-55 220R00FKEK 9CT134 2.2KΩ CMF-55 2K2000FKEK 9CT139 100KΩ CMF-55 100K00FKEK 9CT13F
470Ω CMF-55 470R00FKEK 9CT135 4.7KΩ CMF-55 4K7000FKEK 9CT13A 470KΩ CMF-55 470K00FKEK 9CT13G
7.5KΩ CMF-55 7K5000FKEK 9CT13B

ブログ
更新中

VISHAY/DALE

各\52

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！

金メッキ丸ピン両凸ヘッダピン

USBシリアル変換キット

●基板同士を連結させるためのボードソケット
アダプタです●SILタイプなので、お好みの
ピン数に切断してお使いいただけます
●端子間:2.54ピッチ
●樹脂部:3mm

40Wオーディオパワーアンプ

0.1mm² 12列 平行耐熱電線

●OCL-3886Cは、40ＷのAB級モノラル
パワーアンプ●高性能オーディオ・パワ
ーアンプ「LM3886」の評価基板です●
±30V電源で動作、ミュート機能付

●0.1sqの12列平行耐熱電線●定
格:30V90℃●サイズ:12mm×1mm
●カラー:黒茶赤橙黄緑青紫灰白
桃水●フラットケーブルやモジュラ
ケーブルでは強度や電流容量が
不足のときにおすすめ
耐圧・線径に注意

型番 ： OCL-3886C
USB（B)コネクタ

デジット

ミニUSB(B)コネクタ

FTDI社 FT232RL使用
●仮想シリアルポートを使い、マイコンとPCの間で容易
に通信できます(UART)●ブレッドボード等へ使用可能●
基板サイズ:37mmX26mm●スペーサ、ヘッダーピン付属

USB
ミニUSB

USB-UART232RS
USB-UART232RM

A3541H
A3541I

計装用インスルメンツOPアンプ

Texas Instruments

6604P-10
6604P-14
6604P-20
6604P-32

\110
\150
\210
\330

A3541A
A3541B
524132
A3541C

デジット

SILボード連結コネクタ

丸ピン SILソケット40Pin

¥7,500

99T41O

極細マイクロドリル刃
●大型のアルミ電解コンデンサをケースやパネル面に
固定するためのコンデンサバンド
●ブロックコンデンサの必須アクセサリ

型番：EMS104044
（金メッキ）
型番：GS511-140G1 （ニッケル）
金メッキ
\185
ニッケルメッキ \120

\1800 A3541G

万能Ｍ厚型 オルファカッター
●スリムなフォルムに刃厚0.45ミリ
のＭ厚刃を装着した、全く新しい規
格の中型カッターナイフ●大型刃
の力強さと小型刃の手軽さを兼ね
備えた万能Ｍ厚型はまさに万能！
●替刃M厚（MTB10B）\330
型番 ： 203B
オルファ

\290

A1T411

A1T412

●シリアルインターフェイス(I2C)
●AVRやPICなどのマイコンに最適
●12bitD/Aコンバータ●±0.2LSB
(DNL)●レールtoレール出力●スル
ーレート:0.55V/μs●I2Cインターフ
ェイス●電圧:2.7～5.5V
型番 ： MCP4725
マイクロチップ

替刃（M厚）

A3541D
6AR13F

A3541E

\300

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

0.2mm
0.3mm
0.4mm
0.5mm
0.8mm

L-10 0.2mm
L-10 0.3mm
L-10 0.4mm
SDP0.5(2本入)
SDP0.8(2本入)

\980
\600
\500
\980
\815

A35411
A35412
A35413
A35414
A35415

ミネシマ/NACHI

●VRM:200V●IO:10A
●IFSM:150A●VF:0.98V(10A)
●Trr:40ns
型番 ： FML-G22S

\300

【営業時間】 10:00～20:00
【定休日】 毎週水曜

Block Condenser Band Block Condenser Band
寸法
30mmφ
35mmφ
40mmφ
50mmφ
63mmφ
76mmφ

型番
LA301D
LA351D
BB40A2-DAA
BA50A3-ACA
BA63A2-AAA
BA76A2-AAA

価格
\125
\125
\250
\400
\450
\485

992131
992132
A35416
A35417
A35418
A35419

日本ケミコン/ニチコン

ウルトラファーストリカバリダイオード ブロックコンデンサ用取付基板

D/Aコンバータ MCP4725

\260

(2本入)
●極細の金工用ストレートドリル
●広い用途で使用できる汎用ドリル刃

A/Dコンバータ MCP3204
●シリアルインターフェイス(SPI)
●分解能 :12bit●変換時間:12ck
●アナログ入力サンプル時間:1.5ck
●サンプリングレート:100ksps(5V)
●クロック周波数:2MHz (5V)
●単電源:＋2.7～5.5V
型番 ： MCP3204-C I/P
マイクロチップ

●万能Ｍ厚(203B)型の専用替刃
●中型サイズで刃厚0.45mmの刃
はブレが少なく、薄い紙から厚手
のダンボールまで安定したカットを
実現！
型番 ： MTB10B

\250/m

コンデンサバンド

●オーディオ向けデジットオリジナ
ルトロイダルトランス●IN=0-100V、
OUT=0-30V-35V3A、0-30V-35V
3A、210VA●外寸:約105mm●高さ
(本体のみ):約65mm●温度(85℃)
ヒューズ付
型番 ： HRB-210

●SIL型ICソケット40P●お好みの
ピン数に切断しお使い出来ます●
端子間:2.54ピッチ●樹脂部:3mm

●低オフセット電圧:50μV●低ドリ
フト:0.5μV/℃●低バイアス電流
:5nA●高CMRR:110dB(min)●ゲイ
ン:G=1(800kHz) G=10(500kHz) G=
100(70kHz)●電源:±1.35V～18V(
＋36V)5.5V
型番 ： INA118P

オルファ

10ピン
14ピン
20ピン
32ピン

店頭限定品

858412

トロイダルトランス

各\1500

デジット

\4,000

A3541F

店頭限定品

特価\100

●基板自立ブロックコンデンサの
取付け●配線を容易にするデジッ
トオリジナル基板●取付け穴サイ
ズ:φ2mm、ピッチ:10mm●基板サ
イズ:35×50mm
型番 ： CP-35
デジット

\255

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

アナログオシロスコープ

直流安定化ズーム電源

耐圧試験器

スペクトラムアナライザ

●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
型番 ： SS7810

●出力電圧： 0～60V
●出力電流： 0～25A
60VMAX6.25A・15V MAX25A
●動作・精度チェック済み
●6ヶ月保証
型番 ： EX-375L

●出力電圧：5KV 100mA
●試験設定時間：0.5～999S
●リセール品
●動作・精度チェック済み
●6ヶ月保証
型番 ： TOS5050A

●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
型番 ： MS2602A

岩通計測

\78,750

高砂製作所

\29,400

菊水電子工業

\54,600

アンリツ

シグナルジェネレータ

デジタルマルチメーター

オーディオアナライザ

オーディオアナライザ

●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
型番 ： 8657B

●最大表示：199999
●DCV,DCA,F,Ω,ACV,ACA
●リセール品
●動作・精度チェック済み
●6ヶ月保証
型番 ： 7552-01

●周波数：5Hz～210KHz
●入力：1mV～100Vrms
●出力：14.0～85.9dBV
●リセール品
●動作・精度チェック済み
型番 ： VA2230A

●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
型番 ： VP7723B

アジレントテクノロジー

\178,500

横河電機

\37,800

TEXIO

\147,000

パナソニック

直流安定化電源

デジタルマルチメータ

直流安定化電源

直流安定化電源

●出力電圧： 0～18V
●出力電流： 0～3A
●リセール品
●動作・精度チェック済み
●6ヶ月保証
型番 ： PMC18-3A

●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
●リセール品
●動作・精度チェック済み
●6ヶ月保証
型番 ： PAN16-18A

●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

菊水電子工業

\16,800

型番 ： R6552

アドバンテスト

\42,000

菊水電子工業

\42,000

型番 ： PAN16-10A

菊水電子工業

FFTアナライザ

直流安定化電源

直流安定化電源

直流安定化電源

●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
型番 ： CF360Z

●出力：0～8V/3A（レンジ1）
●
0～20V/1.5A（レンジ2）
●リセール品
●動作・精度チェック済み
●6ヶ月保証
型番 ： E3640A

●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

●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
型番 ： PD18-10AD

小野測器

\157,500

アジレントテクノロジー

\26,250

TEXIO

\27,300

PCベースデータアクイジョンユニット

アナログオシロスコープ

高分解能直流安定化電源

●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)

●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
型番 ： SS7825

●出力電圧： 0～+20V
●設定分解能：20mV
●出力電流： 0～4A
●動作・精度チェック済み
●6ヶ月保証
型番 ： PAR20-4H

横河電機

\63,000

岩通計測

\129,150

TEXIO

\39,300

TEXIO

\262,500

\152,250

\31,500

\27,300

店頭へお越しのお客様：こちらのクーポンを印刷の上、店頭で
ご提示下さい。販売価格より5%値引きさせて頂きます。
eメールでご注文のお客様：ご注文メールの本文にこのページ
のURLを貼り付け、クーポン使用希望とお書き添え下さい。
FAXでご注文のお客様：この画面を印刷いただき、クーポン使
用希望とお書き添えの上、ご注文書と一緒にお送りください。
※商品は中古品のため、売り切れの際はご容赦ください。
※有効期限：2010年3月10日～2010年4月9日
※他の割引サービスとの併用は出来ません。

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!!

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

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

Arduinoスタータセット

●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）

￥1,260（VS-1）〜

型番：KBC-RFPIC ￥9,870 A2N331

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

AVRトレーニングボード

●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。

￥367 95G312

型番：168TR-KIT

9AA411

型番：WP-2020AMP-R

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)

￥9,870 9CC314

リボンLEDコントローラセット

●大電力照明用LED照度コントロ
ーラ、電球色リボンLED(1m)、ACア
ダプタ(12V)のセット。照度コントロ
ール(調光器)にPWM 方式を採用。
●5種類の点灯方式(調光、1/f ゆ
らぎ、アップダウン、お目覚め他)
型番：RL-DN9

￥6,279 402060

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

TA2020アンプキット-Red

￥1,890

型番：MM-120pro

型番：16SEG-LED（ジャンク扱）

￥2,900

￥5,954

商品の入荷情報は...
twitter.com/eleshop
インターネットショッピング・通信販売サイト【営業時間】

8BC311

￥42,000

●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。

9BK331
9BK332

2AG413

●ワイヤレス3次元空間認識プレ
ゼンター、6軸誘導航法システム
採用。Windows2000/XP/Vista/7
●USB1.1以上、動作距離:15m(Op
en space)、使用時間:35時間以内。

●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

●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。

型番：KBC-USBmini/-P

￥21,000

2.4GHz無線モジュール搭載PIC基板 Zmotion(ジ・モーション)

●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 ￥7,000 95T312

USB I/F搭載PICボード

9AN316〜8

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

402052

￥50

9BS315

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

