" 自分で考えるチカラ " が身につく、電子回路入門教材

トライ＆エラーが気軽にでき、電気へのニガテ意識を払拭します

学習の進め方

STEP1

テキストで予備知識
を学習します

STEP2

STEP3

テキストの回路作成問 回路図を参考に部品
題に取り組みます
を配線します

STEP4

動作確認を行い問題
があれば修正します

STEP5

解答と解説で理解度
を定着させます

いつもご愛顧いただきありがとうございます。
おかげさまで「キットで遊ぼう電子回路」シリーズは

100,000

目に見えない電気の仕組みも、丁寧な図解だから納得できます

テキスト実習例

シリーズ累計

部を突破いたしました。

●基本編 vol.2「マルチバイブレータ」より

解説 CD でさらに理解が深まる！

今後ともご愛顧を宜しくお願いいたしします。

※型番は下記参照下さい

12 時間～

[ 全 10 シリーズ ]

￥3,570( 税込 ) ￥3,400( 税別 )

各

[ 商品構成 ]

丁寧な解説テキストと電子部品をパッケージ

シリーズラインナップ
基本編

②テキスト

※テキストだけをお求めの場合はお問い合わせください。

「自分で考えて回路を組み、動作を確認し、問題を解決する」
一連のプロセスがしっかりと身につく電子回路の入門教材です。
イラスト満載のオールカラーテキストと、必要な電子部品がセット
になっており、入門者でもすぐに実験をスタートできます。
遊ぶように「楽しく」電気の世界にふれてみませんか。
●中学生レベルの基礎から学ぶ基本編など全 10 シリーズを用意
●面倒な部品集めなしで、初心者でもすぐに学習をはじめられる
●配線図、イラスト、写真満載のわかりやすくカラフルなテキスト
●回路作成問題、実験結果の予測問題など、豊富な課題を収録
●自分で考えて取り組むため、主体性、問題解決のプロセスが身につく

実用的な組立てキット
ディジタルマルチメータ編

6 石 AM ラジオ編

アナログ回路の発展
アナログ回路に欠かせないオ
ペアンプの 17 種類の回路例
を実験できます

はんだ付け手法や測定方法が
学べるデジタルテスター組立
てキットです

実用的なラジオを組立てなが
らアナログ回路、電波の仕組
みを学べます

論理回路に発展

ディジタル回路編

論理記号などディジタル回路
の基本から フリップフロップ、
カウンタ回路を学べます

Point!
実体配線図があるので、
配線がイメージしやすい

PIC 入門編

アセンブラ編と C 言語編から
選んで PIC マイコンのプログ
ラミングを学習できます

解説 CD シリーズ

キットで遊ぼうシリーズの実
験をナレーションと動画でわか
りやすく解説した副教材です

ディジタル・ストレージ・オシロスコープ

学習用に 1 台あると便利な、
コストパフォーマンス抜群の
オシロスコープです

【型番】

【品名】

ご利用アンケート調査より
体験版

ダウンロード

No.1

基本編 vol.1

No.3

ディジタル回路編 vol.1

ECB-100CD
ECB-200CD
ECB-300CD
ECB-400CD
ECB-500CD

解説 CD

基本編 vol.1

解説 CD

ディジタル回路編 vol.1

ADS-0902
PIC-WT-AP
ADM-OP-02

ディジタル・ストレージ・オシロスコープ

No.2
No.4

基本編 vol.2

ディジタル回路編 vol.2

No.5

PIC 入門 アセンブラ編

No.8

オペアンプ入門編

No.7
No.9

ディジタルマルチメータ編
新 PIC 入門 C 言語編

No.10 6 石 AM ラジオ編

解説 CD
解説 CD
解説 CD

基本編 vol.2

ディジタル回路編 vol.2
PIC 入門 アセンブラ編

PIC プログラマー A+
5V 電源アダプター

Q. 教材の貢献度はいかがでしたか？

A. 満足している
… 87%
A. 価格以上の価値がある … 42%
価格並みの価値がある … 46%

Q. 教材の難易度はいかがでしたか？
￥3,570
￥3,570
￥3,570
￥3,570
￥3,570
￥3,570
￥3,570
￥3,570
￥3,570

( 税込 )
( 税込 )
( 税込 )
( 税込 )
( 税込 )
( 税込 )
( 税込 )
( 税込 )
( 税込 )

￥5,250
￥5,250
￥5,250
￥5,250
￥5,250

( 税込 )
( 税込 )
( 税込 )
( 税込 )
( 税込 )

￥50,400 ( 税込 )
￥7,980 ( 税込 )
￥735 ( 税込 )

※シリーズ No.6「PIC 入門 C 言語編」は現在販売を休止致しております
後継となる「新 PIC 入門 C 言語編」をご検討ください
※キットで遊ぼう電子回路シリーズは、全シリーズともテキスト単品 ( ￥1,050/ 税込 ) での
販売も致しております。

お客さまの声

VOICE

キットで遊ぼう電子回路

体験版

ダウンロード

解説 CD シリーズ
型番：ECB-100 〜 500CD

￥5,250( 税込 )

●お試し版がダウンロードできます

多くのお客様からうれしいご評価、ご意見をいただいています

お客様の声

【価格】

ECB-100T
ECB-200T
ECB-300T
ECB-400T
ECB-500T
ECB-700T
ECB-800T
ECB-900T
ECB-1000T

Point!
随所に補足説明が施し
てあるので覚えやすい

学習目的にあわせて選べる豊富なシリーズラインナップ

オペアンプ入門編

電気の基礎からおさらいした
い方向けの実践的な電子回路
入門教材です

Point!
電圧降下がイラストで
表現されわかりやすい

実験キット + フルカラーテキストで楽しく学べる
入門者に配慮した工夫が満載の電子回路入門教材

イラスト満載のフルカラーテキスト
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①電子部品セット

体験版

ダウンロード

A. とてもわかりやすい … 34%
わかりやすい
… 57%

学校時代の専門は機械でしたが、仕事

学生実験に利用していますが、大変わ

で電気の知識が必要になり勉強してい

かりやすく参考になります。今後ます

ます。入門者でもとてもわかりやすく、

ますシリーズが拡張されることを期待

業務に生かせそうです！

しています。

測定器製造 / 開発担当者さま ( 基本編購入 )

高等専門学校 / 機械科教員さま ( 基本編購入 )

組み立てテスターキットを購入しまし

アドウィンの組み立てラジオキットが

た。テキストが充実していることに驚

面白いとプレゼントされました。作っ

きです！よくできたキットだと思います。

てみると確かに面白い！余暇の電子工

VeryGood です！

作の趣味に良いと思います。

高等学校 / 工業科教員さま ( マルチメータ編購入 )

自営業 /K さま ( ラジオ編購入 )

導入実績 ( 一部 )
[ 高校・高専 ]

仙台高等専門学校
長岡工業高等専門学校
小山工業高等専門学校
大阪府立工業高等専門学校
群馬工業高等専門学校
広島商船高等専門学校
一関工業高等専門学校
沼津工業高等専門学校
東京都立産業技術高等専門学校
佐世保工業高等専門学校
松江工業高等専門学校
和歌山工業高等専門学校
豊田工業高等専門学校
津山工業高等専門学校
釧路工業高等専門学校
近畿大学工業高等専門学校
サレジオ工業高等専門学校
香川県立 志度高等学校
愛知県立 愛知工業高等学校
愛知県立 三谷水産高等学校
愛知県立 豊田工業高等学校
愛知工業大学 名電高等学校
愛知産業大学 三河高等学校
愛媛県立 松山工業高等学校
愛媛県立 新居浜工業高等学校
綾部高等学校 東分校
茨城県立 玉造工業高等学校
茨城県立 水戸工業高等学校
茨城県立 波崎高等学校
横須賀総合高等学校
沖縄県立 沖縄工業高等学校
沖縄県立 宮古工業高等学校
沖縄県立 南部工業高等学校
沖縄県立 八重山商工高等学校
花巻東高等学校
関西高等学校
関東第一高等学校
岩手県立 千厩高等学校
岐阜県立 可児高等学校
岐阜県立 岐阜工業高等学校
宮崎県立 宮崎工業高等学校
宮崎県立 日向工業高等学校
京都府立 峰山高等学校
興譲館高等学校

順不同・敬称略
埼玉県立 大宮工業高等学校
三重県立 四日市工業高等学校
山口県立 宇部工業高等学校
山口県立 下松工業高等学校
山口県立 徳山工業高等学校
山口県立 萩工業高等学校
山口県立 美祢工業高等学校
山梨県立 韮崎工業高等学校
山梨県立 北富士工業高等学校
鹿児島県立 栗野工業高等学校
鹿児島県立 種子島高等学校
鹿児島県立 川内商工高等学校
鹿児島県立 隼人工業高等学校
鹿児島実業高等学校
新潟県立 柏崎工業高等学校
神戸市立 科学技術高等学校
神奈川県立 三崎水産高等学校
青森県立 八戸工業高等学校
静岡県立 沼津工業高等学校
静岡県立 浜松工業高等学校
千葉県立 銚子水産高等学校
蔵王高等学校
大阪府立 佐野工科高等学校
大阪府立 松原高等学校
大阪府立 泉大津高等学校
大阪府立 泉北高等学校
大阪府立 和泉総合高等学校
大手前高等学校
大同工業大学大同高等学校
大分県立 中津工業高等学校
長野県立 長野工業高等学校
鳥取県立 米子工業高等学校
島根県立 出雲工業高等学校
東京工業高等専門学校
東京都立 町田工業高等学校
東京都立 本所工業高等学校
東京都立 六郷工科高等学校
徳島県立 貞光工業高等学校
徳島県立 徳島東工業高等学校
栃木県立 小山北桜高等学校
栃木県立 足利工業高等学校
栃木県立 那須清峰高等学校
奈良県立 添上高等学校
灘高等学校

[ 大学・専門学校 ]

琉球大学 農学部
愛知工科大学 工学部
愛知工業大学 工学部
愛媛大学 工学部
茨城大学 工学部
宇都宮大学 工学部
岡山大学 工学部
岡山理科大学 工学部
岩手大学 工学部
久留米工業大学 工学部
京都大学 工学研究科
桐蔭横浜大学 工学部
近畿大学 生物理工学部
九州共立大学 工学部
九州産業大学 工学部
九州大学 芸術工学部
九州大学 文学部
熊本大学 工学部
工学院大学 工学部
広島工業大学 工学部
広島国際学院大学 工学部
広島大学 工学部
香川大学 教育学部
高知工科大学 工学部
三重大学 工学部
山口大学 工学部
山梨大学 工学部
鹿児島大学 教育学部
室蘭工業大学
芝浦工業大学 工学部
湘南工科大学 工学部
信州大学 工学部
信州大学 繊維学部
新潟大学 工学部
神奈川工科大学 工学部
崇城大学 工学部
西日本工業大学 工学部
青山学院大学 理工学部
静岡理工科大学 理工学部
千葉工業大学 工学部
大阪工業大学 工学部
大阪産業大学 工学部
大阪大学 産業科学研究所
大阪電気通信大学 工学部

大阪府立大学 工学部
大同工業大学 工学部
大分大学 工学部
電気通信大学
島根大学 総合理工学部
東海大学 工学部
東京工芸大学 工学部
東京大学 先端科学技術研究センター
徳島大学 工学部
徳島大学 総合科学部
徳島文理大学 工学部
日本工業大学 工学部
日本大学 工学部
日本大学 理工学部
富山県立大学 工学部
富山大学 人間発達科学部
福岡工業大学 工学部
法政大学 工学部
豊橋技術科学大学 工学部
北海学園大学 工学部
北海道工業大学 工学部
北海道東海大学 工学部
名古屋大学大学院工学研究科
明治大学 理工学部
明星大学 理工学部
立命館大学 理工学部
流通経済大学
琉球大学 工学部
和歌山大学 システム工学部
群馬県立 前橋産業技術専門校
北海道障害者職業能力開発校
浜松職業能力開発短期大学校
奈良職業能力開発促進センター
栃木県産業技術大学校 県北校
栃木県産業技術大学校 県央校
徳島県立 徳島テクノスクール
東北職業能力開発大学校
東海職業能力開発大学校
長崎県立 佐世保高等技術専門校
大分県立工科短期大学校
大分県立 大分高等技術専門校
大阪府立 南大阪高等職業技術専門校
千葉県立 我孫子高等技術専門校
石川職業能力開発短期大学校

マイコン／電気電子エンジニア育成教材

マイコン／電気電子エンジニア育成教材

キットで遊ぼう電子回路

●キットで遊ぼう電子回路のナレーション解説 CD
●動画解説と確認問題で理解がさらに深まる
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キットで遊ぼう電子回路ラインナップ

English Version

基本編 vol.1 および vol.2 には、テキスト表記を英語に変更
した英語バージョンもご用意しております

実際の製品と外観が異なる場合がございます。予めご了承ください。

キットで遊ぼう電子回路ラインナップ
103

103

103
103

キットで遊ぼう電子回路 No.1

基本編 vol.1

キットで遊ぼう電子回路 No.2

基本編 vol.2

キットで遊ぼう電子回路 No.8

Point!

Point!

オペアンプの内部回路を基板に
プリント。入出力が分かりやすい！

キットで遊ぼう電子回路シリーズ
のテキストにも波形観測問題を掲載

オペアンプ入門編

ディジタル・ストレージ・オシロスコープ

●オームの法則から電気の仕組み電子回路の基礎を学べる入門編
●付属のブレッドボードに電子部品を簡単配線

●トランジスタ、FET に焦点をあてて学習する発展編
●光センサ、モータ、スピーカ、トランスなど付属部品も豊富

●ありそうでなかった丸ごと一冊オペアンプの解説＋実習キット
●基本原理と増幅回路から 17 種類の応用回路を解説

[ カリキュラム ]

[ カリキュラム ]

[ カリキュラム ]

01
02
03
04
05
06
07
08
09
10

LED を点灯させてみよう
LED を逆につけてみよう
VR（可変抵抗器）をつないでみよう
電気の３要素とオームの法則
電圧の測定
電流の測定
抵抗値の測定
並列回路
ダイオードを利用した回路１（整流回路）
ダイオードを利用した回路２（論理回路を学ぶ前に）

11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

ダイオードを利用した回路２（論理回路 OR 回路）
ダイオードを利用した回路２
（論理回路 AND回路）
ダイオードを利用した回路３（マトリクス）
コンデンサって？
単純 CR 回路
単純 CR 回路に放電機能を追加
CR 回路（コンデンサ並列回路）
CR 回路（コンデンサ直列回路）
エクセルを使った CR 回路シミュレータ
CR 回路（微分回路と積分回路）

21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

トランジスタって？
トランジスタの利用１（タイマー回路）
トランジスタの利用２（電流増幅回路）
トランジスタの利用３（ LED 調光回路）１
トランジスタの利用３（ LED 調光回路）２
トランジスタの利用３（ LED 調光回路）３
トランジスタの特性表
トランジスタの利用４（ CdS セル）
トランジスタの利用５（ダーリントン接続）
トランジスタの利用６（ DC モータ制御）１

31
32
33
34
35
36
37
38
39
40

トランジスタの利用６（ DC モータ制御）２
トランジスタの利用６（ DC モータ制御）３
トランジスタの利用７（マルチバイブレータ）１
トランジスタの利用７（マルチバイブレータ）２
トランジスタの利用７（マルチバイブレータ）３
トランジスタの利用８（ブロッキングオシレータ）
電界効果トランジスタ FET
接合形 FET を使ってみよう
MOS 形 FET って？
MOS 形 FET を使ってみよう

01
02
03
04
05
06
07
08
09
10

オペアンプとは
反転増幅回路
非反転増幅回路
加算回路
減算回路
電圧フォロア回路
コンパレータ回路
ヒステリシスコンパレータ
微分回路
積分回路

型番：ASS-1107

PDS5022T

￥50,400( 税込 ) ￥48,000( 税別 )

●小型＆軽量＆高性能ながらリーズナブルなオシロスコープ
●キットで遊ぼう電子回路 オペアンプ入門編、AM ラジオ編に最適
・アドウィン制作の日本語マニュアル、保証書付属

11 発振回路の基本
12 三角波・方形波発振回路
13 非安定マルチバイブレータ回路
14 単安定マルチバイブレータ回路
15 移相発振回路
16 リミッタ回路
17 付録１ 正弦波発振回路
（ウィーンブリッジ発振回路）
18 付録２ 方形波発振回路
（非安定マルチバイブレータ）

・25MHz 帯域 / サンプリングレート 100MS/s
・垂直分解能 8 ビット (2ch 同時 )

・8.0 インチ カラー TFT 液晶 640 ｘ 480 ピクセル画面表示
・X-Y 機能

・PC 通信用 USB 端子付、付属ソフトで波形のモニタ、キャプチャー可能
・重量：1.6kg / 外形寸法 :350mm(W)×157mm(H)×103mm(D)

開発ソフトウェア・C コンパイラ
サンプルソースを CD に収録！
キットで遊ぼう電子回路 No.3

ディジタル回路編 vol.1

キットで遊ぼう電子回路 No.4

ディジタル回路編 vol.2

キットで遊ぼう電子回路 No.5

PIC 入門 アセンブラ編

●ディジタル IC を使った論理回路の基礎を学べる入門編
●データシートの読み方や回路の組み立て方もしっかり図解

●フリップフロップ、カウンタ、BCD、タイマ回路を学習する応用編
●新たに 3 種類の IC と 7 セグメント LED を付属

●マイコン入門に最適な PIC16F84A ＆アセンブラ言語を学習
● LED、モータ、スピーカなど制御部品も豊富に収録

[ カリキュラム ]

[ カリキュラム ]

[ カリキュラム ]

01
02
03
04
05
06
07
08
09
10

コンピュータの理解できる言葉
２進数について
論理記号と真理値表
ディジタル IC 実験回路① TC74HC04AP
ディジタル IC の種類（ TTL と CMOS ）
ディジタル IC の内部構造（回路）
ディジタル IC 実験回路② NOT 実験回路２
ディジタル IC の特性
ディジタル IC 実験回路③ NOT 実験回路３
NAND 素子

11 ディジタル IC 実験回路④
NAND 素子を利用した実験回路
12 NOR 素子
13 ディジタル IC 実験回路⑤
NOR 素子を利用した実験回路
14 ド・モルガンの法則
15 ワイヤード接続

16
17
18
19
20
21
22
23
24
25

RS フリップ・フロップ回路
D フリップ・フロップ回路
早押し回路（ D-FF 素子利用）
カウンタ回路（ D-FF 素子利用）
リングカウンタ（ D-FF 素子利用）
JK フリップ・フロップ
７セグメント表示回路
７セグメントデコーダ TC74HC4511
BCD カウンタ IC CD74HC193
１桁 BCD カウンタ回路

26
27
28
29
30
31
32

２桁 BCD カウンタ回路
タイマー IC NE555 の概要
NE555 利用 単安定マルチバイブレータ
NE555 利用 非安定マルチバイブレータ
NE555 利用 フリッカー回路の実験
DC モータ制御（正転・逆転・停止）
コンベア往復動作回路

01
02
03
04
05
06
07
08
09
10

PIC マイコンとは
PIC の開発環境
MPLAB IDE のインストール
PIC の基本回路
LED 点灯回路
MPLAB でデバッグする方法
入出力設定
ハード的手法とソフト的手法
条件分岐
遅延タイマ

11
12
13
14
15
16
17
18
19

キットで遊ぼう電子回路 No.9

●人気の PIC 入門 C 言語編がさらに分かりやすくリニューアル
●付属 CD に開発ソフト、お手本となるサンプルプログラムを収録
[ カリキュラム ]

ネオンサイン
SW 入力による LED 点滅
SW 入力による LED カウンタ
ブザー回路
サイレン回路
DC モータ制御回路
DC モータ速度制御回路
割込み処理 ( 外部割込み )
割込み処理 ( タイマ割込み )
など全 36 ステップ

01
02
03
04
05
06
07
08
09
10

キットで遊ぼう電子回路 オプションラインナップ

新 PIC 入門 C 言語編

PIC とは
課題実現までの流れ
開発環境の構築
LED 点灯（課題・配線）
LED 点灯（フローチャート）
LED 点灯（コーディング）
LED 点滅
LED 点滅（関数化）
LED シフト表示（ネオンサイン）
LED パターン表示（バーサライト）

11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

SW ON で分岐
複数の SW 利用
SW ON から OFF で分岐
割込み
RBO/INT 外部割込み
音の出力
タイマ（タイマ０割込み）
タイマ（CCP 割込み）
LED の明るさ調節（PWM 制御）
タイマ（PWM モード）

マイコン／電気電子エンジニア育成教材

マイコン／電気電子エンジニア育成教材

Point!

ワンランク上のはんだづけに「HAKKO」のはんだごてシリーズ

①

②

工作教室でも大好評
弊社開催の工作教室で本キット

[ キットで遊ぼう電子回路 / エレモ兼用 ]

キットで遊ぼう電子回路 No.7

6 石 AM ラジオ編

●はんだ付けや測定方法が学べるデジタルテスター組立てキット
●組立て・調整方法を 40 ページ以上かけて解説し初心者でも安心

●丁寧でわかりやすい解説で安心。実用的なラジオを自作できる
●組立てキットにとどまらない充実した理論解説編付き

[ カリキュラム ]

[ カリキュラム ]

01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
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ディジタルマルチメータ編

キットで遊ぼう電子回路 No.10

組立てに必要な道具をそろえよう
パーツを確認しよう
部品の識別方法
ハンダ付けとは
ハンダ付け 動作見本
ハンダ付け いい例、悪い例
組立て パーツのハンダ付け１
組立て パーツのハンダ付け２
組立て 電源、入力部のハンダ付け
組立て 液晶パネルの取付け

11
12
13
14
15
16
17
18
19

組立て 調整前の仮組み
表示テスト、調整
組立て 裏ブタの取付け
測定前の準備とメンテナンス
測定手順（電圧・直流・抵抗・ダイオード・トランジスタ）
技術仕様
詳細テスト
動作原理解説（抵抗値・直流電流・交流電圧の測定）
A/D 変換の原理

■組み立て手順編
01 パーツを確認しよう
02 抵抗値と静電容量の読み方
03 ハンダ付けとは
04 ハンダ付け いい例，悪い例
05 組み立て 手順
06 組み立て 極性のあるパーツ
07 組み立て 取り付け注意
08 操作調整方法
09 トラブルシューティング
など全 12 ステップ

■原理解説編
01 パーツ解説
02 直流と交流
03 角速度と周波数
04 音を伝える方法
05 電波の分類
06 電波の伝わり方
07 ＡＭラジオのしくみ
08 スーパーヘテロダイン方式
09 通信技術の歴史

型番：ADM-OP-02
[ キットで遊ぼう電子回路 / エレモ兼用 ]

PIC プログラマー A+
型番：PIC-WT-AP

￥735( 税込 )

●電池の代わりに使える DC5V の電源アダプター
●ブレッドボードに差し込める DC ジャック付属

￥7,980( 税込 )

HAKKO はんだごてシリーズ
工作教室でも大好評！

マイコンを実装したままプログラムを書き
込めるコンパクトな完成品 PIC ライター
● PIC マイコン専用のライター ( 書込み機器 )
●キットで遊ぼう電子回路 ( アセンブラ編・新 C 言
語編 )、らくらく電子実験ボード エレモに対応
●マイコンを基板に実装したままプログラムを書込
めるため、マイコンを傷めずに実習できる
●組立て不要＆書込みソフト同梱。すぐに使用できる
● USB 接続でパソコンから電源を供給し別電源不要
●軽量かつコンパクトサイズで持ち運びラクラク

など全 33 ステップ

③

5V 電源アダプター

を使用した講座を実施しました！

キットで遊ぼう電子回路

解説 CD シリーズ
型番：ECB-100 〜 500CD

￥5,250( 税込 )

●キットで遊ぼう電子回路のナレーション解説 CD
●動画解説と確認問題で理解がさらに深まる

①ステーションタイプ（デラックスタイプ） ￥18,900( 税込 )
②セラミックヒータはんだごて " プレスト "
￥2,625( 税込 )
③ ニ ク ロ ム ヒ ー タ はんだごて " レッド "
￥1,050( 税込 )
④こて台 ペンシルタイプ用 No.606
￥1,575( 税込 )
⑤こて台 汎用タイプ No.602
￥735( 税込 )
⑥少量はんだ（15 ｇ Φ 1.0mm/ 鉛フリー）
￥546( 税込 )
⑦少量はんだ（20 ｇ Φ 1.0mm）
￥410( 税込 )
⑧巻はんだ（150 ｇ Φ 1.0mm）
￥1,470( 税込 )

●世界的はんだごてブランド「HAKKO」のラインナップから、扱いやすいシリーズをピックアップ
●ステーションタイプ：65 Ｗヒーター出力で優れた熱効率を発揮。ヒーター分離型こて先により省エネ・省コスト
●プレスト：軽量コンパクトなセラミックヒータタイプ。熱量切り替えスイッチで 130W まで急速加熱
●レ ッ ド ：こて先長持ちの特殊二重構造ヒーター採用。1 台目に最適な 30W タイプ
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