
IC/半導体、電子部品等販売、輸出入業務
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■海外ネットワーク所在地

TAKUMI ELECTRONICS （H.K.） CO., LTD.

　　　　　　 Units 713-713A, 7/F., Trade Square, No.681 Cheung Sha Wan Road. Kowloon, Hong Kong

                    TEL.852-2620-6262　FAX.852-2620-6222

SFO TAKUMI INC.

                    970 Rincon Circle, San Jose, CA 95131

                    TEL.408-435-7500　FAX.408-435-7505

TAKUMI SINGAPORE PTE. LTD.

                   1 Rochor Canal Road #02-11 Sim Lim Square Singapore 188504

                    TEL.65-6336-9105　FAX.65-6337-9170 

TAKUMI SHANGHAI INTEGRATED CIRCUIT CO., LTD.

                    Room805, Tomson Centre, Building No. B, No.188, Zhang yang Road, Pu dong District, Shanghai, 

                   Postal Code : 200122 China

                    TEL.86-21-5840-8299　FAX.86-21-5840-1590

TAKUMI SHANGHAI INTEGRATED CIRCUIT CO., LTD. SHENZHEN OFFICE

                   Room 621, Block B, World Financial Center, 118, Shennan

                   East Road, Luohu District, Shenzhen,China

                   TEL.0755-8234-3080

本　　　　社　〒163-1129  東京都新宿区西新宿6-22-1 新宿スクエアタワー29F　 TEL.03-3343-9630（代）　FAX.03-3343-9621

新  宿  支  店　〒160-0023  東京都新宿区西新宿6-14-1 新宿グリーンタワービル16階　TEL.03-3343-9724（代）　FAX.03-3343-9725

大  阪  支  店　〒550-0005  大阪府大阪市西区西本町1-3-10 信濃橋富士ビル6F　  TEL.06-4394-8000（代）　FAX.06-4394-8210

上  尾  支  店　〒362-0036  埼玉県上尾市宮本町5-18 三協堂ビル2F,3F　             TEL.048-776-5601（代）　FAX.048-776-5621

仙 台 営 業 所　〒980-0021  宮城県仙台市青葉区中央2-10-12 仙台マルセンビル7F　TEL.022-796-2201（代）　FAX.022-224-3688

長 岡 営 業 所　〒946-0057  新潟県魚沼市中島316-1 サンケン（株）内　　　　　　  TEL.050-3698-4507（代） FAX.025-792-7391 

宇都宮営業所　〒320-0811  栃木県宇都宮市大通り2-3-1 井門宇都宮ビル7F　        TEL.028-651-1571（代）　FAX.028-651-1572

高 崎 営 業 所　〒370-0828  群馬県高崎市宮元町227 高崎ステージビル8F　　       TEL.027-384-2511（代）　FAX.027-326-5281

厚 木 営 業 所　〒243-0018  神奈川県厚木市中町3-15-4 厚木ＮＩビル3F　               TEL.046-223-7011（代）　FAX.046-223-7012

松 本 営 業 所　〒390-0811  長野県松本市中央2-1-27 松本本町第一生命ビルディング2F　TEL.0263-39-6071（代）　FAX.0263-33-6009

北 陸 営 業 所　〒920-0025  石川県金沢市駅西本町1-14-29 サン金沢ビル9F　　　  TEL.076-223-3051（代）　FAX.076-223-3053

名古屋営業所　〒460-0003  愛知県名古屋市中区錦2-14-21 円山ニッセイビル14F　TEL.052-212-7830（代）　FAX.052-218-3930

京 都 営 業 所　〒604-8223  京都府京都市中京区新町通四条上ル小結棚町428 新町アイエスビル6F　TEL.075-251-8650（代）　FAX.075-251-8653

岡 山 営 業 所　〒700-0904  岡山県岡山市北区柳町2-6-25 朝日生命岡山柳町ビル11F　TEL.086-201-1178（代）　FAX.086-227-9309

福 山 営 業 所　〒720-0801  広島県福山市入船町1-5-22 朝日生命福山ビル3F　     TEL.084-932-7955（代）　FAX.084-921-4714

松 江 営 業 所　〒690-0816  島根県松江市北陵町52-2 ゆめっくす北陵 2F23号室　TEL.0852-60-2295（代）　FAX.0852-60-2296

福 岡 営 業 所　〒812-0013  福岡県福岡市博多区博多駅東1-9-11 大成博多駅東ビル2F　TEL.092-433-5311（代）　FAX.092-414-1370

伊勢原センター　〒259-1121  神奈川県伊勢原市下落合626-16　　　　　　　　　　 TEL.0463-96-5964（代）　FAX.0463-96-2309

所沢物流センター　〒359-1164  埼玉県所沢市三ヶ島3-1156-1　            　　　　　    TEL.04-2948-2801（代）　FAX.04-2948-4583

タクミ商事は、顧客密着型・地域密着型を基本としており、お客様の求めている部材調達を目指しております。お客様の製品開発動向や生産計画を基

に、設計/開発段階から製品化へと、先を見据えた最適な製品・技術情報やサポートを迅速に提供し、物流センターと自社独自の最新情報システムに

よる管理体制で商品の安定供給を実現いたします。

事業内容　●半導体・電子部品、音響機器及び測定装置の販売　●インターネット等のネットワークを利用した通信販売　●企画製作・販売
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〒214-0014  神奈川県川崎市多摩区登戸3508 コアクレスト登戸1F　

TEL.044-934-0034（代）　FAX.044-934-0017・0788

 

〒183-0013  東京都府中市小柳町2-32-3

TEL.042-336-6281（代）　FAX.042-336-6285

エレクトロニクス総合商社

株式会社
■国内関連会社所在地
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セイコーエプソン株式会社

センチュリー・システムズ株式会社

株式会社 キョーパル

Etron Technology, Inc.

Lyontek Inc.

ノリタケ伊勢電子株式会社

株式会社 三共社

株式会社 磁気研究所

株式会社 磁気研究所

SILICON POWER Computer & Communications Inc.

ソリッドギア株式会社

サン電子工業株式会社

オータックス株式会社

株式会社 ザクティエンジニアリングサービス

Shenzhen Feasycom Technology Co., Ltd.

GigaDevice Semiconductor（Beijing）Inc.

Intelligo Technology Inc.

ITON Technology Corp.

Resurgent Semiconductor

信華

VITZRO CELL, Co., Ltd.

株式会社 モステクノ

ALLIANCE MEMORY, Inc

ERNI Electronics

水晶デバイス

IMU（慣性計測ユニット）/3軸デジタル加速度計

通信機器

モーションコントロールIC

DRAM

SRAM

VFD

液晶ディスプレイ

ストレージ製品

データ復旧、変換、消去サービス

ストレージ製品

ストレージ製品

コンデンサ

スイッチ

カメラ

Bluetoothモジュール

Flashメモリー、マイコン 他

ノイズキャンセラー

Bluetoothモジュール 他

AFEセンサー、アンプ 

高周波トランス、EMIチョークコイル 他

リチウム電池

小型カメラ

SRAM、SDRAM

コネクター
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JOHANSON TECHNOLOGY, Inc.

株式会社 シーユーアイ・ジャパン

BETA Dyne, Inc.

Coilcraft Inc.

有限会社 ケニックシステム

BRULÉ, Inc.

エクアールシー株式会社

日本パルスモーター株式会社

株式会社 ノヴァエレクトロニクス

シシド静電気株式会社

タクミ商事株式会社

タクミ商事株式会社
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アイソレータ

キャパシタ

DC-DC電源、AC-DC電源

DC-DC電源

コイル

LCDコントローラ

3Dプリンタ

低湿保管庫

モーションコントロールIC

モーションコントロールIC

イオナイザー

書込みサービス

テーピングサービス

プリント基板設計・製造

電子機器受託製造

プリント基板実装、組立配線

電子機器製造

制御盤設計（ソフト・盤製作・施工）

クラウドバックアップサービス

情報システム

情報システム

情報システム

半導体電子部品通販サイト セミコンボックス

会社案内
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セイコーエプソン株式会社
マイクロデバイス事業（水晶デバイス）
●創立：1942年5月18日　●本社：長野県諏訪市
●URL：https://www5.epsondevice.com/ja/

水晶素材の高精度・高安定という特長をセイコーエプソン社独創のQMEMS技術により最大限に引き出し、スマートフ
ォンなどの電子機器や携帯基地局などのインフラ制御の欠かせない高性能な水晶デバイスを供給しています。振動子・
発振器・リアルタイムクロックモジュールなどのタイミングデバイスと、ジャイロセンサなどのセンシングデバイスで、さ
まざまな業界の要望にお応えしています。セイコーエプソン社は水晶デバイス製品の業界トップシェアメーカーです。

製品群

サポート担当 ： 特販営業部 TEL.03-3343-9603

IMU（慣性計測ユニット）/3軸デジタル加速度計水晶デバイス

P3 P4

●プログラマブル水晶発振器製品ラインアップ

※タクミ商事は、上記製品の書き込み加工認証パートナーです。

名称

CG

CE

CB

CA

JC

JA

DC

　　　　　　    パッケージ

Ceramic SON 4pin 2.5×2.0×0.7mm

Ceramic SON 4pin 3.2×2.5×1.05mm

Ceramic SON 4pin 5.0×3.2×1.1mm

Ceramic SON 4pin 7.0×5.0×1.4mm

SOJ 4pin 10.5×5.8×2.7mm

SOJ 4pin 14.0×9.8×4.7mm

Half size DIP

SG-8018

●

●

●

●

SG-8101

●

●

●

●

SG-9101

●

●

●

●

セイコーエプソン株式会社
MSM推進プロジェクト
●創立：1942年5月18日　●本社：長野県諏訪市
●URL：https://www.epson.jp/prod/sensing_system/　

製品群

●IMU製品ラインアップ
●M-G370 : 最上位機種IMU
●M-G365 : 次世代スタンダードIMU

●３軸デジタル加速度計 製品一覧

エプソンは、長年培ってきた「省・小・精の技術」を生かした半導体、そして水晶デバイスの「QMEMS技術※」、この両
事業が有する強みを融合し進化させることにより、高精度・高安定、かつ低パワー・小型化を実現した独自のセンシン
グシステム商品を市場に提供しています。エプソン独創の本商品は、農業機械・建設機械・無人機などの姿勢・挙動の
検知・制御、橋梁・大型構造物・機械の振動・傾斜モニタリングなどの用途に最適です。

●M-V340 : 小型・軽量 IMU
●M-G550PC2 : 防水 ・ 防塵型IMU（CANインターフェイス）

●M-G364 : 高精度・高安定IMU
●M-G354 : ワイドダイナミックレンジIMU

性能 ・ 機能／機種名 M-G370

最上位

0.8

0.06

189

±10

2

---

M-G365

EKF内蔵

1.2

0.08

472

±4/±10

3

内蔵

M-G364

高精度・高安定

2.2

±200

0.09

200

±3

5

M-G354

広レンジ

3

0.1

200

±5

5

M-V340

小型

3.5

0.17

200

± 5.8

8

0.1/0.2

16.5

M-G550PC2

防水・防塵

3.5

±150

0.1

200

±5

15

0.05/0.1

26.5 @12V

9～30

－40～+70

CANopen

52×52×26

81

IP67対応（防水・防塵）

特徴

0.01

16

0.02/0.01

18

加速度

インターフェイス

ダイナミックチルト機能EKF（*拡張カルマンフィルタ）内蔵

その他機能

製品外観

バイアス安定性

検出範囲

ランダムウォーク

帯域

検出範囲

初期バイアス

軸間アライメント精度（ジャイロ/加速度）

消費電力

電源電圧

動作温度範囲

サイズ

重量

deg/hr

deg/s

deg/ hr

Hz（max）

G

mG, σ

deg

mA（typ）

V

℃

mm

grams

ジャイロ
スコープ

±450

3.3

－40～+85

SPI/UART

24×24×10

10

10×12×4

1

±450

---

外部トリガー入力など

性能・機能／機種名

インターフェイス

ノイズ密度

検出範囲

　　　　　軸数

帯域

出力レート

分解能

動作温度範囲

消費電流

電源電圧

サイズ

重量

M-A352AD10

UART/SPI

0.2（Average）

±15

400

1000

－30～+85

13.2

3.3

48×24×16

25

同期計測用、低ジッター、外部トリガーなど

0.2（Average）

±15

460

1000

－30～+70

9～32

65×60×30 

128

IP67対応（防水・防塵）

3軸（X/Y/Z）

0.06

µG/ Hz

G

Hz

Sps

uG/LSB

℃

mA（typ）

V

mm

grams

主な機能

特長

製品外観

高精度と耐久性を両立、生産性にも優れ
た次世代スタンダード3軸加速度センサ
ーです。現行機種M-A351の性能や機
能をさらに進化させた後継機種です。

M-A552AC1

CANopen

35 @12V

M-A552AR1

RS422

49 @12V

防水、防塵型の高精度3軸加速度センサーです。CAN又はRS422インター
フェイスを採用し長距離、高安定性、高信頼性が要求される産業用途に最適な
製品となっています。CANインターフェイスでは、複数の加速度センサーを同
期した多ノード計測システムの構築が可能です。

New New

New New



セイコーエプソン株式会社
マイクロデバイス事業（水晶デバイス）
●創立：1942年5月18日　●本社：長野県諏訪市
●URL：https://www5.epsondevice.com/ja/

水晶素材の高精度・高安定という特長をセイコーエプソン社独創のQMEMS技術により最大限に引き出し、スマートフ
ォンなどの電子機器や携帯基地局などのインフラ制御の欠かせない高性能な水晶デバイスを供給しています。振動子・
発振器・リアルタイムクロックモジュールなどのタイミングデバイスと、ジャイロセンサなどのセンシングデバイスで、さ
まざまな業界の要望にお応えしています。セイコーエプソン社は水晶デバイス製品の業界トップシェアメーカーです。

製品群

サポート担当 ： 特販営業部 TEL.03-3343-9603

IMU（慣性計測ユニット）/3軸デジタル加速度計水晶デバイス

P3 P4

●プログラマブル水晶発振器製品ラインアップ

※タクミ商事は、上記製品の書き込み加工認証パートナーです。

名称

CG

CE

CB

CA

JC

JA

DC

　　　　　　    パッケージ

Ceramic SON 4pin 2.5×2.0×0.7mm

Ceramic SON 4pin 3.2×2.5×1.05mm

Ceramic SON 4pin 5.0×3.2×1.1mm

Ceramic SON 4pin 7.0×5.0×1.4mm

SOJ 4pin 10.5×5.8×2.7mm

SOJ 4pin 14.0×9.8×4.7mm

Half size DIP

SG-8018

●

●

●

●

SG-8101

●

●

●

●

SG-9101

●

●

●

●

セイコーエプソン株式会社
MSM推進プロジェクト
●創立：1942年5月18日　●本社：長野県諏訪市
●URL：https://www.epson.jp/prod/sensing_system/　

製品群

●IMU製品ラインアップ
●M-G370 : 最上位機種IMU
●M-G365 : 次世代スタンダードIMU

●３軸デジタル加速度計 製品一覧

エプソンは、長年培ってきた「省・小・精の技術」を生かした半導体、そして水晶デバイスの「QMEMS技術※」、この両
事業が有する強みを融合し進化させることにより、高精度・高安定、かつ低パワー・小型化を実現した独自のセンシン
グシステム商品を市場に提供しています。エプソン独創の本商品は、農業機械・建設機械・無人機などの姿勢・挙動の
検知・制御、橋梁・大型構造物・機械の振動・傾斜モニタリングなどの用途に最適です。

●M-V340 : 小型・軽量 IMU
●M-G550PC2 : 防水 ・ 防塵型IMU（CANインターフェイス）

●M-G364 : 高精度・高安定IMU
●M-G354 : ワイドダイナミックレンジIMU

性能 ・ 機能／機種名 M-G370

最上位

0.8

0.06

189

±10

2

---

M-G365

EKF内蔵

1.2

0.08

472

±4/±10

3

内蔵

M-G364

高精度・高安定

2.2

±200

0.09

200

±3

5

M-G354

広レンジ

3

0.1

200

±5

5

M-V340

小型

3.5

0.17

200

± 5.8

8

0.1/0.2

16.5

M-G550PC2

防水・防塵

3.5

±150

0.1

200

±5

15

0.05/0.1

26.5 @12V

9～30

－40～+70

CANopen

52×52×26

81

IP67対応（防水・防塵）

特徴

0.01

16

0.02/0.01

18

加速度

インターフェイス

ダイナミックチルト機能EKF（*拡張カルマンフィルタ）内蔵

その他機能

製品外観

バイアス安定性

検出範囲

ランダムウォーク

帯域

検出範囲

初期バイアス

軸間アライメント精度（ジャイロ/加速度）

消費電力

電源電圧

動作温度範囲

サイズ

重量

deg/hr

deg/s

deg/ hr

Hz（max）

G

mG, σ

deg

mA（typ）

V

℃

mm

grams

ジャイロ
スコープ

±450

3.3

－40～+85

SPI/UART

24×24×10

10

10×12×4

1

±450

---

外部トリガー入力など

性能・機能／機種名

インターフェイス

ノイズ密度

検出範囲

　　　　　軸数

帯域

出力レート

分解能

動作温度範囲

消費電流

電源電圧

サイズ

重量

M-A352AD10

UART/SPI

0.2（Average）

±15

400

1000

－30～+85

13.2

3.3

48×24×16

25

同期計測用、低ジッター、外部トリガーなど

0.2（Average）

±15

460

1000

－30～+70

9～32

65×60×30 

128

IP67対応（防水・防塵）

3軸（X/Y/Z）

0.06

µG/ Hz

G

Hz

Sps

uG/LSB

℃

mA（typ）

V

mm

grams

主な機能

特長

製品外観

高精度と耐久性を両立、生産性にも優れ
た次世代スタンダード3軸加速度センサ
ーです。現行機種M-A351の性能や機
能をさらに進化させた後継機種です。

M-A552AC1

CANopen

35 @12V

M-A552AR1

RS422

49 @12V

防水、防塵型の高精度3軸加速度センサーです。CAN又はRS422インター
フェイスを採用し長距離、高安定性、高信頼性が要求される産業用途に最適な
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サポート担当 ： 特販営業部 TEL.03-3343-9603

モーションコントロールIC

センチュリー・システムズ株式会社
CENTURY SYSTEMS Co., Ltd.
●設立：1985年　●本社：東京都武蔵野市

●URL：https://www.centurysys.co.jp/

センチュリー・システムズは、エンタープライズから組み込み、IoT/M2Mシステム開発等ネットワーク分野を中心に、ハ
ードとソフトの開発をおこなう開発会社です。FutureNetRブランドでの自社製品の提供を中心として、製品のカスタマ
イズや新規開発を含む受託開発、OEM提供、ASP・クラウドサービス (WarpLinkR)の提供をおこなっています。 受託
開発ではM2M、センサーネットワーク、遠隔監視制御、高信頼ネットワーク、専用ゲートウェイなどの装置/システム開発
や通信プロトコルのライセンス提供などで幅広い実績を持っています。

製品群

●FutureNet NXRシリーズ
FutureNet NXRシリーズは10ギガビットイーサネットに対応し
たVPNルータです。 従来の機能や信頼性を継承しつつ、IPv6や
マルチキャスト、QoSなど高速インターネット接続サービスに
必要な機能に対応しました。

●FutureNet MAシリーズ
FutureNet MAシリーズはファンレス、小型のLinuxアプライアン
スサーバです。オープンソースソフトウェアの追加やお客様が開発
した独自アプリケーションを組み込ます。 遠隔監視システムの拠点
側データ収集通信機器、ルータ機能をベースとした特定サービス
専用ルータなどとして幅広く利用できます。

●FutureNet ASシリーズ
FutureNet ASシリーズは各移動体通信事業者およびMVNOの
LTE/3G回線に対応したIoT/M2Mモバイルルータです。 組込み
用途に適した動作温度（－30～+60℃）・省電力待機モード・
RS232・DIOインターフェースなど非IP系インターフェースも充
実しています。

●FutureNet XGシリーズ
FutureNet XGシリーズはマイコン搭載小電力無線組込み製品
です。 お客様のソフト開発により産業・業務用機器のIoT化を実現
出来ます。

●FutureNet FA/FLシリーズ
FutureNet FAシリーズは小型なイーサネット/RS-232/485変
換器、非IP機器のネットワーク化が可能です。 FutureNet FLシ
リーズはFA業界標準通信プロトコル「FL-netプロトコルVer 2.0」
に対応したPCIボードです。

株式会社 キョーパル
モーションコントロールLSI
●設立：1991年5月　●本社：京都府京都市

●URL：http://www.kyopal.co.jp

X7000シリーズは、パルス列型サーボモータ及びステッピングモータの速度制御と位置決めを目的としたパルス
発生LSI。高速度S字加減速、多軸制御が可能。半導体製造装置、チップマウンタ、工作機械、印刷機械、自動倉庫、自動
搬送装置、医用検査機器、ロボット等の位置決め制御に最適。

製品群

●8軸モーションコントロールLSI X7083
•最高出力周波数5Mpps
•出力パルス設定範囲　1～16,777,215
•インデックス・連続パルス・原点復帰・センサー位置決め機能
•減速開始点自動算出機能、同期スタート機能
•割り込み機能
•直線補間機能
•CMOS 内部電圧3.3V
•トレラントバッファ：外部5Vシステムとのインターフェイスが可能です
•最大入力クロック：20MHz
•パッケージ：208pin LQFP 28×28（mm）X7083

●４軸モーションコントロールLSI X7043A
•最高出力周波数5Mpps
•出力パルス設定範囲　1～16,777,215
•インデックス・連続パルス・原点復帰・センサー位置決め機能
•減速開始点自動算出機能、同期スタート機能
•割り込み機能
•直線補間機能
•CMOS 内部電圧3.3V
•トレラントバッファ：外部5Vシステムとのインターフェイスが可能です
•最大入力クロック：20MHz
•パッケージ：144pin LQFP 20×20（mm）

●２軸モーションコントロールLSI X7023A
•最高出力周波数5Mpps
•出力パルス設定範囲　1～16,777,215
•インデックス・連続パルス・原点復帰・センサー位置決め機能
•減速開始点自動算出機能、同期スタート機能
•割り込み機能
•直線補間機能
•CMOS 内部電圧3.3V
•トレラントバッファ：外部5Vシステムとのインターフェイスが可能です
•最大入力クロック：20MHz
•パッケージ：100pin TQFP 14×14（mm）

S字加減速台形駆動の状態
SPEED

Tsg

Tsg Tsg

Tsg

Tg Tg

TIME

S字加減速三角駆動の状態
SPEED

Tsg Tsg Tsg’ Tsg’ Tsg’ Tsg’

Tg Tg Tg’ Tg’

TIME

Tg：加減速区間
Tsg：S字加減速区間
Tg’：自動縮小された加減速区間　
Tsg’：自動縮小されたS字加減速区間
※S字三角駆動は、自動的にS字区間
が縮小されます。
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サポート担当 ： プロダクトマーケティング部 プロダクトセールス課 TEL.03-3343-9603

DRAM / SRAM VFD

サポート担当 ： 特販営業部 TEL.03-3343-9603

厚手袋でも滑らかに操作できるディスプレイ

ノリタケ伊勢電子株式会社

●設立：1966年9月　●本社：三重県度会郡

●URL：https://www.noritake-itron.jp

見やすい表示器を選ぶなら、ノリタケの製品をお試しください！ 自発光表示で抜群の視認性を誇るVFDや、厳しい環境
でも快適にタッチ操作できる液晶モジュールなど、全て1台からご購入いただけます。

注目の新商品

Etron Technology, Inc.
鈺創科技
●設立：1991年　●本社：台湾新竹市

●URL：http://etron.com

Etron Technologyは台湾(新竹）に本社を置くファブレスメモリーメーカーです。その製品はコンシューマー製品
（HDD/HDTV等）から産業用途まで幅広い分野で採用されており、TS16949/AEC-Q100も取得しており、信頼
性においても高い評価を得ており、2012年度において、世界第6位のDRAMメーカーとして常に次世代の要求に
応える製品開発に取り組んでおります。

製品群

●SDRAM
16M/64M/128M/256M

●DDR
64M/128M/256M/512M

●DDR2
256M/512M/1G/12G

●DDR3
512M/1G/2G/4G　　　　　　2017年2Q現在
　　　　　

Lyontek Inc.
來揚科技股份有限公司
●設立：2003年11月　●本社：台湾新竹市　

●URL：http://www.lyontek.com.tw/

SRAMの長期安定供給
対象市場：非同期SRAM
☆SRAMを必要とする幅広い応用分野の顧客様へのサービス　☆安定した納期と品質　☆低消費電力と高速製品
の両製品群を安定供給 

製品群

●Low power SRAM
64Ｋ/256Ｋ/1Ｍ/2Ｍ/4Ｍ/8Ｍ/16Ｍ/32Ｍ/64M

●High speed SRAM
64K/256K/1M/2M/4M/8M/16M

GT（高感度タッチ液晶モジュール）
明るく見やすい液晶ディスプレイに、独自の投影型静電容量式タッチ
パネルを搭載した、組込み用のモジュール製品です。一般品（ITO膜）
のタッチパネルと比べてタッチ感度が遥かに高いため、厚い手袋や
厚いカバー越しなどの厳しい条件でも快適なタッチ操作が可能で
す。 シンプルな制御・豊富なインターフェイスで開発も簡単。また、
動作確認が簡単に行える評価用キットの販売や、開発サポートソフト
の無償提供など、技術サポートも充実しています。GTは用途に応じ
て２つのタイプからお選びいただけます。 １つはシンプルなコマンド
でタッチと表示を制御するGT-CP、画面開発が簡単で、安価なマイ
コンでも扱えます。 もう1つは、PCやラズベリーパイなどのSBCに
繋いで映像を表示するGT-VP、HDMIやUSBなどのケーブルを繋
ぐだけですぐにタッチモニタとして使用できます。GTの採用実例は、
計測器・医療器・遊技機・調理器・水回り設備・屋外用途など。 特に優
れたタッチ性能を活かした環境での使用に最適です。

抜群に見やすい文字表示！格段に視認性を向上
VFD（蛍光表示管）モジュール
ノリタケが世界に先駆けて開発した、50年以上の製造実績を持つコ
ンパクトなディスプレイです。 その圧倒的な見やすさから、POSや医
療器、計測器など視認性が重要な機器に数多く採用いただいていま
す。 国内生産で高品質、－40～85℃でも動作可能で、タッチ操作対
応品やキャラクタLCD互換品など、ラインナップも豊富です。

エクセルで始めるIoTサイネージシステム
i-Clip Viewer IoT 
エクセルを使って自由にコンテンツの編集がで
きるデジタルサイネージシステムです。 セン
サーなどとのリンク設定を行うことで、ディスプ
レイに様々な情報をリアルタイムで表示するこ
とができます。 用途例として、設備の稼働状況の
見える化・職場環境の見える化・電力量の見える
化・トイレ利用状況の見える化・入退場者数の見
える化などがございます。
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サポート担当 ： プロダクトマーケティング部 プロダクトセールス課 TEL.03-3343-9603

液晶ディスプレイ ※取り扱い製品

株式会社 三共社

●設立：1958年1月　●本社：東京都千代田区

●URL：http://www.sankyosha.co.jp/

三共社液晶ディスプレイは、モノクロLCD表示モジュール(キャラクタ表示、グラフィック表示)の豊富なラインナップをご
用意しております。一般的なイエローグリーンバックライトの他、白色バックライト品もリリースしております。 
白色バックライトを使用した液晶モジュールは、外光に強く、屋外でも視認性の高い表示が特長です。
日本メーカならではのきめ細やかな対応により、長期的に生産される産業機器などの製品にも、安心してご採用いただ
けます。

注目製品

キャラクタタイプ

●L1692シリーズ

●L4044 シリーズ

日本製・高品質！  1枚からお届けいたします
●電源・I/Oピンの耐久性ノイズ性を強化
●大型文字で視認性アップ（L1692シリーズ）
●キャラクタジェネレータ内蔵
●I/Oインタフェース端子は、取扱い・取付けが
　容易なPCBタイプを採用
●40桁×4行の文字数で表示できる情報量が
　アップ（L4044シリーズ）

グラフィックスタイプ

●G1226シリーズ

●G322Eシリーズ

日本製・高品質！  1枚からお届けいたします
●白色LEDバックライトの採用により、高視認性
　を実現
●英数字（16×8ドット）、日本語、簡体中国語、繁
　体中国語の文字フォントを内蔵（G1226シリ
　ーズ）
●LCDパネル駆動電圧はモジュール内部で生成
　しており、単電源での駆動が可能
●I/Oインタフェース端子は、取扱い・取付けが容
　易なPCBタイプを採用
●グラフィック表示操作に加え、キャラクタ液晶
　ライクな操作も可能（G1226シリーズ）
●タッチパネル付きも標準ラインナップ（G322E
　シリーズ）
●STNパネルのほかFSTNパネルも用意（G322E
　シリーズ）
●コントラストの自動調整機能あり

株式会社 磁気研究所
Magnetic Laboratories Co., Ltd.
●設立：1979年3月　　　●本社：東京都千代田区　
●大阪支社：大阪市中央区　●福岡営業所：福岡県福岡市
●広島営業所：広島広島市　●物流センター：茨城県水戸市
●URL：http://www.mag-labo.com

当社フラッシュメモリは自社ブランド【HIDISC】で国内販売店様に導入させて頂いており、また、産業用組み込みメモリの分野でもロー
エンドからハイエンドまでの用途に応じたメモリをカスタマイズし導入させて頂いており、規格に適した製品を扱っている証明として
SDAに加盟させていただいております。 当社の強みは自社物流センターに備える豊富な在庫・競争力のある商品のご提案・一括仕入
れにより競争力ある価格訴求させて頂いております。

製品群

サポート担当 ： プロダクトマーケティング部 プロダクトセールス課 TEL.03-3343-9603

ストレージ製品

ローエンド/ミドルレンジ SD/microSD（低価格）容量1TBまで対応可能 ローエンド/ミドルレンジ USB（低価格）
デジタルカメラ/一眼レフカメラ スマートフォン/デジタルカメラ/ICレコーダー

ミドルレンジ SD/microSD（高品質）4-32GBまで対応可能

Samsung/Hynixソリューション SD/MicroSD MLC 8-32GBまで対応可能

Samsung/Hynixソリューション pMLC MicroSD 8-128GB以上の容量も生産可能

産業系SD/microSD（高品質）512MB-2GBまで対応可能

ローエンド～ハイエンド 内蔵・外付けSSD ※低用量～高容量までお問い合わせください。 外付けSSD256GB～1TB

※各種PCパーツも取扱いございます。

2.5インチSATA 厚さ7mm（各種カスタム可能）

外付けSSD256GB～1TB
USB3.2 Gen2 Type-C対応

M.2-2280(NVMe) PCI Express4.0 USBタイプ　MiniStickポータブルSSD

MLC ※MLC/3D TLCの約10倍

KIOXIAソリューション SLC SD 512MB-2GB

KIOXIAソリューション SLC MicroSD 512MB-2GB

Samsung/Hynixソリューション USB PSLC 4-16GB

PSLC ※MLC/3D LifetimeTLCの約10倍

KIOXIAソリューション MLC SD 4-32GB KIOXIAソリューション MLC MicroSD 4-32GB

パソコンデータ（低容量コピー）静止画/書類など

SDAメン
バー企業

Flash

PC Parts
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ストレージ製品

株式会社 磁気研究所
Magnetic Laboratories Co., Ltd.
●設立：1979年3月　　　●本社：東京都千代田区　
●大阪支社：大阪市中央区　●福岡営業所：福岡県福岡市
●広島営業所：広島広島市　●物流センター：茨城県水戸市
●URL：http://www.mag-labo.com

当社、自社ブランド【HIDISC】は様々な記憶媒体を取扱い、フラッシュメモリ・記録メディア（CD-R・DVD-R・BD-R）・エナジー製品では
名入れサービスからデータコピー、データ復旧サービス、データ消去サービス、データ変換サービス、データリカバリーを行っておりま
す。 レガシーメディア（FD、MO、DAT、LTO）（VHS、カセットテープ）でもデータコピー、データ変換サービスを取り扱っております。

■マイクロSD、SDメモリカードの高度な修復
デジカメ、ドライブレコーダー、スマートフォンからアクセスできなくなったマイクロSDカード、SDメモリーカ
ードは、専用ハードウェアを使用してデータの復旧作業を行います。比較的症状が軽い場合は、メモリーカー
ドのコネクター部分にピンをセットしてから専用ソフトウェアでデータの復旧作業を開始します。
上記方法でもデータの復旧が困難な場合は、メモリーカードの配線ピンレイアウトを検証後、各ピンに配線
を行い復旧作業をします。未知のピンレイアウトの検証、配線作業には非常に時間を要しますので復旧費用
も基本金額よりも高くなってしまいます。

■長期供給とBOM固定されたSODIMM/UDIMM DRAMモジュール
1. DDR3 Hynix オリジナルDRAMチップ
2. DDR4 Hynix/SamsungオリジナルDRAMチップ
3. 迅速なサンプル注文の為の完璧な在庫ポートフォリオ
4. 産業用途アプリケーション向けの長期供給と固定BOM

■高性能が持続する4TB/2TB Gen3×4 M.2
　2280 SSD MEC3F0シリーズ
1.1GB/秒以上の書き込み性能が継続可能な処理能力
2.画像処理などの継続的な書き込み用途に最適
3.高度なサーマルスロットリング管理

■車載カメラ用高耐久3D TLC SDT3R0 and 
　pSLC SDT5R0 microSD card
1.業界をリードする LDPC+AI ECC engine microSD コントローラー
2.3K PE cycles 3D TLC microSD カード
3.30K PE cycles pSLC microSD カード
4.カスタマイズされたSMART Tagで顧客サービスを容易に実現
5.完全なSMART情報

ソフトウェアによるPC完全消去オンサイトサービス
機密性が高いデータが保存されたディスク、SSD、モバイルデバイスの
完全消去作業を、お客様のご指定場所で実施するサービスです。 少量の
ご依頼にも対応可能です。
対応メディア：HDD、SSD、フラッシュメモリ、モバイルデバイス
※ソフトウェア消去のため、ディスクは再利用が可能です。

ディスク/テープ物理破壊オンサイトサーピス
機密性が高いデータが保存されたディスク、テープの破壊を、お客様のご
指定場所で実施するサービスです。 少量のご依頼にも対応可能です。
対応メディア：HDD、LTO、オーディオテープ、FDDなど。
※SSD、光磁気ディスク、フラッシュメモリは、シュレッダーにて裁断しま
す。

サポート担当 ： プロダクトマーケティング部 プロダクトセールス課 TEL.03-3343-9603

データ復旧、変換、消去サービス

データ復旧、変換、消去サービス

サービス

SILICON POWER
Computer & Communications Inc.
●設立：2003年　●本社：台湾台北市

●URL：https://www.silicon-power.com/jp/

グローバルマーケティングに特化したシリコンパワーは、100カ国以上の何百万人ものお客様から幅広く受け入れ
られていて、オランダ、日本、アメリカ、韓国、中国に支店を設けています。 技術開発と製造施設で数十年の経験を持
つシリコンパワーは、自社の生産能力、厳しい品質管理、様々なテストシステムを備えています。 シリコンパワーは、
組み込み系の分野にその領域を拡大しています。

製品群

サポート担当 ： プロダクトマーケティング部 プロダクトセールス課 TEL.03-3343-9603
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ストレージ製品
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ソリッドギア株式会社

●設立：2002年7月18日　●本社：横浜市新横浜

●URL：https://www.solidgear.tdk.com

産業機器・組み込み向けにフラッシュメモリストレージの高信頼性及び安定性、サポート力を求められる中、自社設
計による安心を提供して参ります。 また、技術サポートは重要なCS要素と位置付けており、お客様毎にFAEを配置
しております。 弊社の資産である長年の経験を活かし、お客様のカスタム要求にも柔軟に対応いたします。

製品群

サポート担当 ： プロダクトマーケティング部 プロダクトセールス課 TEL.03-3343-9603 サポート担当 ： プロダクトマーケティング部 プロダクトセールス課 TEL.03-3343-9603

ストレージ製品 コンデンサ

●産業用途、組み込み向けSD/MicroSD 64MB～256GB
•SLC/SLC Mode/MLC/3D-TLC
•強固なECCエラー訂正能力/ランダムWrite Access性能改善
•ウェアレベリング（長寿命化）/電源瞬断対策/SMART機能

●産業用途、組み込み向けWireless LAN機能搭載SDカード 
　eRide 16GB
•カード搭載機器から外すことなく、カード内のデータをワイヤレスで
　転送できます。
•Pear to Pear(P2P)機能、サーバーアップロード機能によりSDカ
　ード搭載。 機器に新たなワイヤレス機能を簡単にサポートすること
　ができます。

●SD/eMMC対応機器開発支援テスター
•ホストテスターは、SD/eMMC対応ホスト機器のソフトウェア開発
　者、QAエンジニア向けの検証テスターです。
•アプリケーションソフトウェアに組み込まれたテストプログラムが、ホ
　スト⇔メモリカード間のバスの通信を解析し、カードアクセスが規格
　に準拠しているかを判定します。 検証テスト、デバッグ時間を従来の
　ロジックアナライザーによる解析に比べて大幅に短縮することがで
　きます。
•ホストテスター/メディアテスターは、メディア開発者、QAエンジニ
　ア向けの検証テスターです。 メディアのパフォーマンス測定、任意
　のコマンドを任意のシーケンスで実行することにより、カードの挙動
　を調査することが可能です。

SATA SSD
CFast

eMMC

サン電子工業株式会社

●設立：1958年12月　●本社：大阪府四條畷市岡山東１-１-１８　

●URL：http://www.sunelec.co.jp

【事業品目】
•アルミ電解コンデンサ、導電性高分子高分子ハイブリッド形アルミ電解コンデンサ（EP-cap）
•ＤＣ－ＤＣコンバーター、ＡＣ－ＤＣ電源、ＡＣアダプター、ＬＥＤ証明
•ＯＥＭ基板アッセンブリ

製品群

●EP-capのご紹介

EP-capとは、従来のアルミ電解コンデンサに導電性高分子を加えた業界初のコンデンサです。
平成12年より量産を開始し、車載電装機器を中心に幅広く展開されております。

【主な特長】
●超低ＥＳＲ、高リプル
　高周波のノイズ除去用、電源平滑用に最適
●優れた低温特性
　低温域でもＥＳＲ値が上昇しない

●電解液による酸化皮膜の自己修復作用
　固体コンデンサと比べてショートになり難い
●定格電圧の１００％まで使用可能
　ディレーティングの必要なし

電解液
（液体成分）

導電性高分子
（固体成分）

ハイブリッド
コンデンサ＋ =

面実装

ラジアルリード

HVA

HVH

HVP

HVT

HVHZ

HVPZ

HVHF

HVPF

HEH

HEHZ

HEPZ

105

105

125

135
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125

105

125
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125

3000～5000

2000～10000

2000～3000

1000～2000

2000～5000

2000～3000
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4000～10000

2000～5000

2000～3000

6.3～16

16～125

16～125

25～63

16～40

16～40

25～80

25～80

16～100

16～40

16～40

10～1000

6.8～560

6.8～560

10～330

18～560

18～560

10～470

10～470

10～560

27～560

27～560

15～54

15～150

15～150

16～100

14～55

14～55

16～120

16～120

15～100

14～48

14～48

1130～3890

　640～3000

　670～2320

　590～1390

1510～4340

1050～3030

1000～2800

　700～2260

1060～3000

1770～4340

1230～3030

タイプ シリーズ 温度
（℃）

保証寿命
（時間）

定格電圧
（V）

静電容量
（μF）

ESR
（mΩ以下）

リプル電流
（mArms）
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サポート担当 ： プロダクトマーケティング部 プロダクトセールス課 TEL.03-3343-9603

スイッチ カメラ

株式会社 ザクティ
株式会社 ザクティエンジニアリングサービス
●創立：2013年4月1日　●本社：大阪府大阪市
●URL：https://xacti-co.com

ザクティ及びザクティエンジニアリングサービスは、20年以上に及ぶデジタルカメラ開発で培った精密な構造設計と高
品質な画像処理技術を基盤とし、様々なデジタルイメージング製品の企画から開発、設計、自社工場での製造、販売を行
っています。

製品群

●業務用ウェアラブルカメラ CX-WE100
驚くほどブレない、ザクティ独自の強力揺れ補正機能“エクスタビライザ”を搭載
し、作業員や機械などに装着し撮影しても、揺れのない映像を出力します。
防水防塵IP65、動作環境：－5℃～50℃対応※など、業務用途に適したハード設計
です。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　    ※風速1m/s以上の環境下

●ドローンカメラ FPV電子ジンバルカメラ CN-DR100
独自の揺れ補正技術（3軸電子ジンバル補正）により、電動式ジンバルなしで飛行
時の映像揺れを完全に解消しました。 カメラ本体は市販のアクションカムと同等
サイズでコンパクトです。（アイソレータ込みで140gの軽量設計です。）
小雨対応（IPX2）、20M Pixel 1/2.3インチイメージセンサ搭載、microSDに
対応します。

●ドローンカメラ 測量用4眼高速連写カメラ CN-DR400
20M Pixel 1インチイメージセンサを4眼搭載し、4眼ローリング式高速連写によ
り最大8fpsのメカシャッタ撮影を実現しました。高度100mより地上対象物を
2.3cm/pixelの分解能で撮影が可能で、雨天などの環境条件に左右されず運用
できる防水設計（IPX4）です。

活用シーン
●遠隔作業支援（点検用途・作業監視・手元作業記録・技術伝承）　●セキュリティ、防災警備
●AI分析への画像入力、ICT遠隔授業（動物園などの娯楽施設・工場見学用ビデオ教材）
●その他、アウトドアスポーツ記録、など

システム構成例

オータックス株式会社

●設立：1979年10月1日　●本社：神奈川県横浜市港北区

●URL：http://www.otax.co.jp

産業用電源スイッチで創業しましたが、プリント基板等の電子部品業界の変遷に伴い、ＤＩＰスイッチにいち早く着目、独自
の技術開発で躍進し、『ＤＩＰスイッチのオータックス』として業界で広く認知されるようになりました。現在では、月１，3００
万個の生産能力があります。

製品群

●ＤＩＰスイッチ 
•ＫＨＳシリーズ
面実装ハーフピッチスライドタイプ
•ＫＨＰシリーズ
面実装ハーフピッチピアノタイプ
•ＫZシリーズ
超小型ロータリータイプ
•ＳＸシリーズ
シングルラインＳＩＰタイプ
•Ｋシリーズ
フルピッチタイプ、デジタルコードロータリータイプ
•Ｊシリーズ
信号用超小型ロータリースイッチ

●操作スイッチ 
•Ａシリーズ •ＡＶシリーズ
産業器機用スイッチ
•ＡＷシリーズ
産業機器用パネル取付防水スイッチ
•ＡＹシリーズ
パネル取付防水スイッチ
•Ｂシリーズ　　　•Ｃシリーズ
汎用型スイッチ　　小型スイッチ
•Ｄシリーズ
ファンコイルユニット切換え用ロータースイッチ
•Ｅシリーズ
大電流及び中電流用ロータリースイッチ
•Ｆシリーズ　　　•Ｌシリーズ　　　　
超小型スイッチ　　波形スナップインスイッチ
•Ｔシリーズ
ヒューズ内蔵波形スナップインスイッチ
•Ｖシリーズ　　　•Ｎシリーズ
波形スイッチ　　　自動洗浄形極超小型スイッチ

サポート担当 ： プロダクトマーケティング部 プロダクトセールス課 TEL.03-3343-9603
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サポート担当 ： プロダクトマーケティング部 プロダクトセールス課 TEL.03-3343-9603
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サポート担当 ： アドバンスプロダクト営業本部 TEL.06-4394-8001
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 TEL.03-3343-9612

Shenzhen Feasycom 
Technology Co., Ltd.
●設立：2004年　●本社：中国深圳

●URL：https://www.feasycom.net/

各種のBluetoothモジュールの開発ベンダーであり、高い品質を持ったモジュールを提供致します。 

製品群

Bluetoothモジュール

NGigaDevice 
Semiconductor(Beijing)Inc.
●設立：2004年　●本社：中国 北京市

●URL：https://www.gigadevice.com/

2004年に米国カルフォルニア州のサニーベルで設立後に2005年に北京に本社を移転。2016年に上海株式上場。
NOR FlashメモリーにおけるW/Wでの出荷実績ではトップ3位にランクインされたメーカーです。

製品群

●Bluetooth Module（BT4.1/BT5.0/BT5.1)
●Wifi Module
●各種IoTModule（センサーデバイス、Mesh製品）

■開発サポート
1）自社にて独自開発したBluetooth　プロトコルスタックのご提供
2）カスタムモジュールの開発から製造までの受託
3）ハードウェア、ファームウェアからAPP開発までの請負い

■認証関連サポート体制
SIG機関へのBQBの認証取得から各国認証取得までお客様の要望によりサポート致します。

■生産キャパシティ
生産委託先：Shenzhen Tianditong Electronics.,Ltd,
●富士社製の高速SMTライン導入（SMTライン12本、テストライン　15本）
●毎月100万個以上にキャパシティラインを確保
●RFテスト及びアプリケーションファームウエアの自動化システムを導入

■用途
●ロボット
●自動搬送車
●ドローン
●セキュリティカメラ
●各種オーディオ機器
●Bluetooth組込機器
●各種産業機器
●白物家電機器
●各種IoT製品　他

●SPI NOR FLASH/SPI NAND FLASH 
●パラレル　NAND FLASH
●ARMコアベースマイコン
●指紋センサーチップ
●タッチセンサーチップ

■SPI NOR Flash Roadmap

■GD32 MCU Portfolio

サポート担当 ： アドバンスプロダクト営業本部 TEL.06-4394-8001
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 TEL.03-3343-9612

Flashメモリー、マイコン 他

FSC-BT1006A
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サポート担当 ： アドバンスプロダクト営業本部 TEL.06-4394-8001
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 TEL.03-3343-9612
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キャパシタ

サポート担当 ： アドバンスプロダクト営業本部 TEL.06-4394-8001
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 TEL.03-3343-9612

Intelligo Technology Inc.

●設立：2016年6月　●本社：台湾 新竹市

●URL：https://www.intelli-go.com

台湾メデイアテックグループであるインテリゴー社ではAIアルゴリズムを使った優れた技術をもってノイズキャンセリン
グを実現致します。 

製品群

ノイズキャンセラー

ITON Technology Corp.

●設立：2006年　●本社：中国 深圳

●URL：https://www.sziton.com

同社はBluetooth モジュール、Wifiモジュールのカスタマイズからセンサーモジュール迄、IoTソリューションに不可欠
な通信製品を提供致します。 

製品群

●音声ノイズキャンセリング
●AI解析によるソフトウェアベースのノイズキャンセル技術
●ビーフォーミング技術

■製品特徴
1）お客様の機器にあったノイズキャンセルのチューニング
2）人間の声以外を全てシャットダウン出来るAI解析を屈した製品です
3）マイクの数を増やさずにノイズキャンセルを実現します。
4）優れたビーフォーミング技術

■用途
●業務用トランシーバー
●DTP PC/NOTE PC
●スマートフォン
●ゲーミングヘッドフォン
●TWS イヤホン
●カーナビゲーションシステム
●ウエラブル機器

■ハードウエア開発実績製品

●Sensor
●MEMS
●Audio
●Touch
●Power

●Keyboard
●Mouse
●Headset
●Remote contro
●Touch pad
●Wi-Fi/BLE LED
●BLE SPPl
●Wi-Fi CAM

Chips:
1.Broadcom
2.Cypress
3.MTK
4.Realtek
5.Amlogic

Applications:
1.STB
2.PON/GPON
3.Router
4.IPC
5.TV

11b/g/n/ac
BT（Option）
B/M
2×2

11b/g/n
BT（Option）
C/M
2×2

11b/g/n
BT（Option）
C/M
1×1

11b/g/n/ac
BT（Option）
B/M/R/A
3×3

11b/g/n
BT（Option）
C/M
2×2

11b/g/n
BT（Option）
C/M
1×1

11A（Wi-Fi6）
BT（Option）
B/R
4×4

サポート担当 ： アドバンスプロダクト営業本部 TEL.06-4394-8001
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 TEL.03-3343-9612

Bluetoothモジュール 他

■Wifiモジュールソリューション

Standard

867M

300M

150M

USB SDIO PCIE

Special Turn-key

Module
●GSM
●Bluetooth3.0/4.0/5.0
●Wi-Fi 4/5/6
●MCU
Firmware
●C Language
●Compiler Tooling
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キャパシタ

サポート担当 ： アドバンスプロダクト営業本部 TEL.06-4394-8001
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 TEL.03-3343-9612
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●URL：https://www.intelli-go.com

台湾メデイアテックグループであるインテリゴー社ではAIアルゴリズムを使った優れた技術をもってノイズキャンセリン
グを実現致します。 

製品群

ノイズキャンセラー

ITON Technology Corp.

●設立：2006年　●本社：中国 深圳

●URL：https://www.sziton.com

同社はBluetooth モジュール、Wifiモジュールのカスタマイズからセンサーモジュール迄、IoTソリューションに不可欠
な通信製品を提供致します。 

製品群
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5.TV
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11b/g/n
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C/M
2×2

11b/g/n
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C/M
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1×1
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B/R
4×4

サポート担当 ： アドバンスプロダクト営業本部 TEL.06-4394-8001
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 TEL.03-3343-9612

Bluetoothモジュール 他

■Wifiモジュールソリューション

Standard

867M

300M

150M

USB SDIO PCIE

Special Turn-key

Module
●GSM
●Bluetooth3.0/4.0/5.0
●Wi-Fi 4/5/6
●MCU
Firmware
●C Language
●Compiler Tooling
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信華

●設立：1997年11月25日 　●本社：台湾 新竹市

●URL：http://www.sinka-j.co.jp/

台湾AUDIXグループの高周波トランス、ＥＭＩチョークコイル、設計開発、製造販売、仕様FIXまで全て信華日本主導で対
応いたします。

製品群

サポート担当 ： アドバンスプロダクト営業本部 TEL.06-4394-8001
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 TEL.03-3343-9612

高周波トランス、EMIチョークコイル 他AFEセンサー、アンプ 

Resurgent Semiconductor 

●設立：2015年　●本社：米国カリフォルニア州

●URL ：https://www.resurgentsemi.com

同社は半導体メーカーからのLicenseで半導体の製造を行うOCM(Original Component Manufacturer)で、
AFE(Analog Front End)センサー、高品質アンプ、タッチセンサーなどを製品化し、販売しております。

製品群

サポート担当 ： アドバンスプロダクト営業本部 TEL.06-4394-8001
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　TEL.03-3343-9612

●AFE センサー
4/8/16 センサ―インターフェース AFE（XR14910, XR18910, XR10910）
●MCUあるいはFPGAと多数のブリッジセンサーとインタフェース
●4/8/16:1 デファレンシアル mux と I2C インタフェイス
●インスツルメントとインスツルメンテーシヨン アンプ/PGA
●LDO
●オフセットコレクション DAC/I2C インタ―フェイス ±オフセット コレクシヨンレンジ
●2V/V to 760V/V with only ± 0.5% 8から、パターン選択可能なボルテージゲイン、 
　ゲインエラーを検出可能
●3mV マックス　インプット、オフセットボルテージ
●100pA マックスインプットバイアス電流
●2.7V から 5V アナログボルテージをレンジを供給
●1.8V から 5V デジタルボルテージ供給
●－40度Cから85度C 動作温度範囲

●インダクタ（メタルコンポジット）

●インダクタ（巻き線）

●コモンモードチョークコイル（DCライン）

●コモンモードチョークコイル（信号ライン）
　CC-Link協会推奨部品 (MCT7050-A401)

●ノイズ対策製品（コイル） 

●超音波センサー用（トランス）

●EMI対策コア（NMC、CMC）

●スイッチング電源（トランス）【AC/DC、DC/DC】  

●静電タッチコントローラーIC
●MPR121QR2と MPR032EPR2 は　最先端の近接タッチセンサコントロラー仕様 
●I2C コミュニケーション　　
●デバウンス付きフィルタリング様式 
●内蔵型自動構成による独立型電極

●アンプ
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リチウム電池

株式会社 モステクノ

●創立：2010年8月1日　●本社：東京都港区
●URL：準備中

モステクノは、豊富な経験と知識をベースに、創業以来イメージング機器に特化した、設計、開発、製造、販売の会社です。 
自社開発カメラをコアモジュールとして、医療機器、セキュリティー機器、産業用・FA用機器、IT ・ロボットなどの新規分野
で利用可能な小型内視鏡、グローバルシャッタカメラ、近赤外線カメラなどを提供します。 

製品群

サポート担当 ： アドバンスプロダクト営業本部 TEL.06-4394-8001
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 TEL.03-3343-9612

小型カメラ

VITZRO CELL, Co., Ltd.

●設立：1987年　●本社：韓国　

●URL：http://www.vitzrocell.com/

同社は世界有数のリチューム一次の専業メーカです。TekCellは信頼性を要求されるスマートメーター警報機、IoT市場
で長年の実績を持っています。

サポート担当 ： アドバンスプロダクト営業本部 TEL.06-4394-8001
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 TEL.03-3343-9612

製品群

●塩化チオニルリチウム電池の特徴
●塩化チオニル電極を採用、無機材質なので非可燃性 
●電池電圧3.6V・フラットな放電特性
●長期保存が可能（20℃で1％以下の自己放電） 
●幅広いラインアップ（単三から単一） 
●広い使用温度範囲（－55℃から+85℃） 
●UL recognized（file number MH18384）

●用途
●IoTソリューション
●各種センサー用バッテリー
●FAシステム
●トラッキングシステム
●パレット用追跡システム
●スマートメータ

サイズ

1/2AA

AA

A

C

D

CR2

CR123A

CR17450

製品番号

SB-AA02

SB-AA11

SB-A01

SB-C02

SB-D02

CR2

CR123A

CR17450

IEC

ER14250

ER14500

ER17500

ER-26500

ER33600

CR15270

CR17340

CR17450

公称電圧（V）

3.6

3.6

3.6

3.6

3.6

3.0

3.0

3.0

公称容量（Ah）

1.2

2.5

3.6

8.5

19

1.0

1.6

2.5

重さ（g）

9

16

24

51

100

11

16.5

23

50

100

160

180

250

1,500

3,000

3,000

最大パルス
放電電流（mA） ●狭い場所での用途 

細い管の内部の撮影、製造装置の狭い部分の検査など、 
狭い空間での使用に適した小型カメラです。 
カメラ外形
●φ1.6㎜（CI161M-J, 400ｘ400画素）  
●φ15㎜（USB1001-M811, 100万画素）  
●φ36㎜（USB1201-M11, 130万画素） 

●高速撮影での用途 
ドローンなどの高速移動時の撮影、FAラインでの移動製品の検査
などに適したグローバルシャッタＣＭＯＳセンサを使用したカメラ 
です。 
●ＵＳＢ１００１－Ｍ８１１
　（100万画素、カメラ部外形：１０ｍｍ×１０ｍｍ，ＵＳＢ出力） 
●ＵＳＢ１２０１－Ｍ１１
　（130万画素、カメラボード外形、２５ｍｍ×２５ｍｍ, ＵＳＢ出力）

●暗い所での用途  
暗時のセキュリティ管理、病室の介護管理、無人の夜間管理など人
の目に見えない暗闇でも撮影可能な近赤外線ＬＥＤ搭載のグロー
バルシャッタカメラです。 
カメラ外形
●ＵＳＢ１２０１－Ｍ１0BL
　（130万画素、カメラ部外形：４４ｍｍ×４４ｍｍ，ＵＳＢ出力）

●広角撮影での用途 
広い範囲の撮影を実現する、FOV180度の広角レンズ搭載カメラ
です。 
カメラ外形
●ＵＳＢ１００１-Ｍ１１L60（200万画素、MIPI出力）
●ＵＳＢ１００１-Ｍ１１（200万画素、USB出力） 
●WF１００１-Ｍ１１（200万画素、Wi-Fi出力 802.11a/b/g/n）  

筐体も含みカスタム対応もしております。

CI161M-Jカメラヘッド CI161M-Jコントロールボード
（出力USB/HDMI）

USB1001-M811
（出力USB）

USB1201-M11
（出力USB）

USB1201-M10BL
（出力USB）

USB1201M11L60
（出力ＭＩＰＩ）

WF2001-M11
（出力Wi-Fi）
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製品群

サポート担当 ： アドバンスプロダクト営業本部 TEL.06-4394-8001
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 TEL.03-3343-9612

小型カメラ

VITZRO CELL, Co., Ltd.

●設立：1987年　●本社：韓国　

●URL：http://www.vitzrocell.com/

同社は世界有数のリチューム一次の専業メーカです。TekCellは信頼性を要求されるスマートメーター警報機、IoT市場
で長年の実績を持っています。

サポート担当 ： アドバンスプロダクト営業本部 TEL.06-4394-8001
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 TEL.03-3343-9612

製品群

●塩化チオニルリチウム電池の特徴
●塩化チオニル電極を採用、無機材質なので非可燃性 
●電池電圧3.6V・フラットな放電特性
●長期保存が可能（20℃で1％以下の自己放電） 
●幅広いラインアップ（単三から単一） 
●広い使用温度範囲（－55℃から+85℃） 
●UL recognized（file number MH18384）

●用途
●IoTソリューション
●各種センサー用バッテリー
●FAシステム
●トラッキングシステム
●パレット用追跡システム
●スマートメータ

サイズ

1/2AA

AA

A

C

D

CR2

CR123A

CR17450

製品番号

SB-AA02

SB-AA11

SB-A01

SB-C02

SB-D02

CR2

CR123A

CR17450

IEC

ER14250

ER14500

ER17500

ER-26500

ER33600

CR15270

CR17340

CR17450

公称電圧（V）

3.6

3.6

3.6

3.6

3.6

3.0

3.0

3.0

公称容量（Ah）

1.2

2.5

3.6

8.5

19

1.0

1.6

2.5

重さ（g）

9

16

24

51

100

11

16.5

23

50

100

160

180

250

1,500

3,000

3,000

最大パルス
放電電流（mA） ●狭い場所での用途 

細い管の内部の撮影、製造装置の狭い部分の検査など、 
狭い空間での使用に適した小型カメラです。 
カメラ外形
●φ1.6㎜（CI161M-J, 400ｘ400画素）  
●φ15㎜（USB1001-M811, 100万画素）  
●φ36㎜（USB1201-M11, 130万画素） 

●高速撮影での用途 
ドローンなどの高速移動時の撮影、FAラインでの移動製品の検査
などに適したグローバルシャッタＣＭＯＳセンサを使用したカメラ 
です。 
●ＵＳＢ１００１－Ｍ８１１
　（100万画素、カメラ部外形：１０ｍｍ×１０ｍｍ，ＵＳＢ出力） 
●ＵＳＢ１２０１－Ｍ１１
　（130万画素、カメラボード外形、２５ｍｍ×２５ｍｍ, ＵＳＢ出力）

●暗い所での用途  
暗時のセキュリティ管理、病室の介護管理、無人の夜間管理など人
の目に見えない暗闇でも撮影可能な近赤外線ＬＥＤ搭載のグロー
バルシャッタカメラです。 
カメラ外形
●ＵＳＢ１２０１－Ｍ１0BL
　（130万画素、カメラ部外形：４４ｍｍ×４４ｍｍ，ＵＳＢ出力）

●広角撮影での用途 
広い範囲の撮影を実現する、FOV180度の広角レンズ搭載カメラ
です。 
カメラ外形
●ＵＳＢ１００１-Ｍ１１L60（200万画素、MIPI出力）
●ＵＳＢ１００１-Ｍ１１（200万画素、USB出力） 
●WF１００１-Ｍ１１（200万画素、Wi-Fi出力 802.11a/b/g/n）  

筐体も含みカスタム対応もしております。

CI161M-Jカメラヘッド CI161M-Jコントロールボード
（出力USB/HDMI）

USB1001-M811
（出力USB）

USB1201-M11
（出力USB）

USB1201-M10BL
（出力USB）

USB1201M11L60
（出力ＭＩＰＩ）

WF2001-M11
（出力Wi-Fi）
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コネクターSRAM、SDRAM

サポート担当 ： 海外部 TEL.03-3343-9612

ALLIANCE MEMORY, Inc

●設立：2006年　●本社：米国 サンノセ市

●URL：https://www.alliancememory.com

Alliance Memoryは、サンフランシスコ郊外のサンカルロスに本社を置くメモリー（SRAM及びDRAM）専門メー
カーです。
SRAMは、A-Synch、Synch及びLow Power。 DRAMは、SDRAM、DDR1/2/3及びMobile SDRAM/DDRを産
業機器分野の顧客を主に、長期安定供給しているファブレスメーカーです。

製品群

●LowPower SRAM : 
　64K/256K/512K/
　1M/2M/4M/8M/
　16M/32M

●SDRAM : 
　16M/64M/128M/
　256M/512M

Fast Asynchronous SRAMs

Low Power Asynchronous SRAMs

ZMD Low Power Asynchronous SRAMs

Synchronous SRAMs

Synchronous DRAMs (SDRs)

DDR1, DDR2, DDR3 DRAMs (New)

Mobile Low Power SDRAM

Mobile Low Power DDR1/2

●Synchronous DDR 1 : 64M/128M/256M/512M（66PIN TSOP Ⅱ）
●Synchronous DDR 2 : 512M/1GB/2GB（78ball/96ball FBGA）
●Synchronous DDR 3 : 1GB/2GB/4GB/8GB (96ball/78ball/FBGA) 

●Alliance Memory Product Line

●Alliance Part numbering system
Alliance Memory

7＝FAST Async　6＝Low Power　8＝SSRAM　4＝SDRAM

C＝CMOS SRAM

Voltage:Blank＝5V CMOS, 3＝3.3V CMOS

Devlce number assigned by Alliance Memory

A suffix denotes die revision

Access time in nanoseconds/megaherz

Packages :
J＝SOJ  400mil
TJ＝SOJ  300mil
T＝TSOP
ST＝shrink TSOP（sTSOP）
QC＝100pin TQFP

Temperature Ranges :
C＝Commercial 0℃ to 70℃
I＝Industrial －40℃ to 85℃

N＝ROHS compliant lead free part

S＝SOP
P＝DIP
B＝TFBGA
Z＝TSOP Ⅱ

Tape and Reel

AS 7 C 3 4098 A －12 J C N TR

サポート担当 ： 営業本部 TEL.03-3343-9603

ERNI Electronics

●設立：1956年　●本社：Baden-Wurttemberg, Germany

●URL：https://www.erni.com

ERNI社は、基板用コネクターメーカーとして古くからの実績により世界的に高い評価を得ています。DIN規格やコンパ
クトPCI規格等、数多くの規格に早い時代より準拠しており、実装技術（プレスフィット）含め、各種産業用コネクターを継
続的に開発し、現在ではあらゆるコネクターに対応するメーカーとして世界各国へ、その名を信頼とともに堅実な形にし
ています。

製品群

●基板対基板用コネクター

ＥＲｍｅｔ ZD（ZDコネクター）
•2.5mmピッチ　•バックプレーン用コネクター
•高速差動信号伝送用（～10Gbps、20/30/40信号ペア）
•高速差動信号伝送用
•実装：プレスフィット
•Advanced TCA、
　Compact PCI 
　Express

ＥＲｍｅｔ 2.0mm Hard Metric（HMコネクター）
•2.0mmピッチ　•バックプレーン用コネクター
•データ転送速度：～1Gbps　•実装：プレスフィット
•Compact PCI
　（Express）、ECTF

DINコネクター
•2.54mmピッチ　•バックプレーン用コネクター
•標準とカスタムタイプの両方のコネクターを提供致します
•芯数：10、16、20、
　30、32、48、64、
　80、96，128，160
•実装：プレスフィット、
　DIP、THR、圧着、圧接

SMCコネクター（面実装タイプ）
•1.27mmピッチ　•データ転送速度：～3Gbps
•基板対基板スタック高：8.0mm～20.0mm　•実装：SMT
•芯数：12、16、20、
　26、32、40、50、
　68、80
•ケーブル（IDC）アッセ
　ンブリ品も提供致しま
　す

MicroSpeed（マイクロスピード）
•1.0mmピッチ　•データ転送速度：～25Gbps
•芯数：50、75、91、133　
•実装：SMT、THR

MicroStac（マイクロスタック）
•0.8mmピッチ　•オスメス完全同形　•超軽量
•芯数：6、9、10、12、14、50、54　
•実装：SMT

MaxiBridge（マキシブリッジ）
•2.54mmピッチ　•芯数：2、3、4、5、6、8、10、20
•定格電流：1ピン辺り12A（AWG18単線ケーブルを使用時）
•実装：SMT、圧着　•4種類のコーディング（黒、青、緑、赤）
•AWG 18/20、
　22/24、26に対応
※AWG 20/22の専用
　アプリケータを持って
　おり線材AWGを圧着
　出来ます

MiniBridge（ミニブリッジ）
•1.27mmピッチ　•芯数：2、3、4、6、8、10、12
•定格電流：1ピン辺り8A（AWG 22フラットケーブル使用時）
•ケーブル（メス）：AWG 22～26フラットケーブル、単線
•実装：SMT、圧接

●基板対ケーブル用コネクター
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コネクターSRAM、SDRAM

サポート担当 ： 海外部 TEL.03-3343-9612

ALLIANCE MEMORY, Inc

●設立：2006年　●本社：米国 サンノセ市

●URL：https://www.alliancememory.com

Alliance Memoryは、サンフランシスコ郊外のサンカルロスに本社を置くメモリー（SRAM及びDRAM）専門メー
カーです。
SRAMは、A-Synch、Synch及びLow Power。 DRAMは、SDRAM、DDR1/2/3及びMobile SDRAM/DDRを産
業機器分野の顧客を主に、長期安定供給しているファブレスメーカーです。

製品群

●LowPower SRAM : 
　64K/256K/512K/
　1M/2M/4M/8M/
　16M/32M

●SDRAM : 
　16M/64M/128M/
　256M/512M

Fast Asynchronous SRAMs

Low Power Asynchronous SRAMs

ZMD Low Power Asynchronous SRAMs

Synchronous SRAMs

Synchronous DRAMs (SDRs)

DDR1, DDR2, DDR3 DRAMs (New)

Mobile Low Power SDRAM

Mobile Low Power DDR1/2

●Synchronous DDR 1 : 64M/128M/256M/512M（66PIN TSOP Ⅱ）
●Synchronous DDR 2 : 512M/1GB/2GB（78ball/96ball FBGA）
●Synchronous DDR 3 : 1GB/2GB/4GB/8GB (96ball/78ball/FBGA) 

●Alliance Memory Product Line

●Alliance Part numbering system
Alliance Memory

7＝FAST Async　6＝Low Power　8＝SSRAM　4＝SDRAM

C＝CMOS SRAM

Voltage:Blank＝5V CMOS, 3＝3.3V CMOS

Devlce number assigned by Alliance Memory

A suffix denotes die revision

Access time in nanoseconds/megaherz

Packages :
J＝SOJ  400mil
TJ＝SOJ  300mil
T＝TSOP
ST＝shrink TSOP（sTSOP）
QC＝100pin TQFP

Temperature Ranges :
C＝Commercial 0℃ to 70℃
I＝Industrial －40℃ to 85℃

N＝ROHS compliant lead free part

S＝SOP
P＝DIP
B＝TFBGA
Z＝TSOP Ⅱ

Tape and Reel

AS 7 C 3 4098 A －12 J C N TR

サポート担当 ： 営業本部 TEL.03-3343-9603

ERNI Electronics
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●URL：https://www.erni.com

ERNI社は、基板用コネクターメーカーとして古くからの実績により世界的に高い評価を得ています。DIN規格やコンパ
クトPCI規格等、数多くの規格に早い時代より準拠しており、実装技術（プレスフィット）含め、各種産業用コネクターを継
続的に開発し、現在ではあらゆるコネクターに対応するメーカーとして世界各国へ、その名を信頼とともに堅実な形にし
ています。

製品群

●基板対基板用コネクター

ＥＲｍｅｔ ZD（ZDコネクター）
•2.5mmピッチ　•バックプレーン用コネクター
•高速差動信号伝送用（～10Gbps、20/30/40信号ペア）
•高速差動信号伝送用
•実装：プレスフィット
•Advanced TCA、
　Compact PCI 
　Express
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•2.0mmピッチ　•バックプレーン用コネクター
•データ転送速度：～1Gbps　•実装：プレスフィット
•Compact PCI
　（Express）、ECTF

DINコネクター
•2.54mmピッチ　•バックプレーン用コネクター
•標準とカスタムタイプの両方のコネクターを提供致します
•芯数：10、16、20、
　30、32、48、64、
　80、96，128，160
•実装：プレスフィット、
　DIP、THR、圧着、圧接

SMCコネクター（面実装タイプ）
•1.27mmピッチ　•データ転送速度：～3Gbps
•基板対基板スタック高：8.0mm～20.0mm　•実装：SMT
•芯数：12、16、20、
　26、32、40、50、
　68、80
•ケーブル（IDC）アッセ
　ンブリ品も提供致しま
　す

MicroSpeed（マイクロスピード）
•1.0mmピッチ　•データ転送速度：～25Gbps
•芯数：50、75、91、133　
•実装：SMT、THR

MicroStac（マイクロスタック）
•0.8mmピッチ　•オスメス完全同形　•超軽量
•芯数：6、9、10、12、14、50、54　
•実装：SMT

MaxiBridge（マキシブリッジ）
•2.54mmピッチ　•芯数：2、3、4、5、6、8、10、20
•定格電流：1ピン辺り12A（AWG18単線ケーブルを使用時）
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　出来ます
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サポート担当 ： 海外部 TEL.03-3343-9612

アイソレータ キャパシタ

ササポート担当 ： 海外部 TEL.03-3343-9612

JOHANSON 
TECHNOLOGY, Inc.
●設立：1970年　●本社：California, USA

●URL ：https://www.johansontechnology.com

ジョハンソンテクノロジー&ジョハンソンダイエレクトリックは、高周波（RF）アプリケーション向け各種受動部
品、高耐圧(～5000V)・高温(～+200℃)アプリケーション向け各種キャパシタ、併せてノイズフィルタ用X2Y®キ
ャパシタ、低損失型High-Qキャパシタを提供しています。

製品群

●X2Y® Filter & Decoupling Capacitors
低損失・低ESLのEMIフィルター・デカップリング用X2Yキャパシタ

【主な特長】
●1個で3～5個のキャパシタの置き換え可
●高速データフィルタリング
●EMC I/O フィルタリング

●Multi-Layer High-Q Capaciters
High-Q積層キャパシタ

【主な特長】
●高Ｑ値により高周波の信号の減衰が減少し、挿入損失の低減が可能
●高周波特性の向上、低消費電力化に貢献
●RoHS準拠
●車載用 AEC-Q200 Rev D & TS169494準拠
●MIL STDスクリーニング製品

Reference Design
主要半導体メーカーのリファレンスデザインに採用
通信（Telecom地上局）及び無線（RF module）分野

NVE CORPORATION

●設立：1989年　●本社：Minnesota, USA

●URL：https://www.nve.com

NVE社が特許を持つGMR技術（巨大磁気抵抗）IsoLoop®により伝送速度が100Mbps、パルス幅歪み3ns（Typ.）、お
よび伝達遅延時間8ns（Typ.）を実現しています。供給電圧は3.3Vと5Vの両方に対応しており、1チャンネルから5チャ
ンネル品までラインナップしています。フォトカプラに代わる新しいアイソレーションとして採用されております。

製品群

●IL400、IL3000シリーズ　絶縁型RS422/485、プロフィバス、CANトランシーバ

世界最小（3ｍｍ×3ｍｍ）パッケージの
デジタルアイソレータ
●IL700シリーズ　
　絶縁耐圧2.5ＫＶ　パルス幅歪み3ns

高絶縁耐圧（6ＫＶ）
デジタルアイソレ－タ
●IL700Ｖシリ－ズ　

■仕様 •転送レート 1Mbps～40Mbps　•5Vまたは3.3V電源電圧　•2500Vrms（1分間）の絶縁耐圧
•瞬時同相ノイズ除去電圧30kV/us min.　•UL1577、IEC61010認定品　•伝達遅延時間 20ns
•16ピン ワイド・ナローパッケージ　•RoHS対応品

IL3122

IL3185

IL3522

IL3585

IL3685

IL422

IL485

IL485W

IL41050

RS422

RS485

RS422

RS485

RS485

RS422

RS485

RS485

CAN

5

5

40

40

40

25

35

35

1

32

32

50

50

50

32

32

32

110

15

15

15

15

15

15

2

2

4

ローコスト

ローコスト

ハイスピード

ハイスピード

プロフィバス

産業規格

産業規格

RS485+ハンドシェイク

ISO11898準拠

品　名 バ　ス 転送レート（Mbps） ノード ESD kV 特　徴

16ピン ワイドSOIC

産業規格
転送レート25、35Mbps 

RS485-ハンドシェイク
転送レート 35Mbps 

IL422
IL485 IL485W

16ピン ワイドSOIC

16ピン ワイド・ナローSOIC

CAN
転送速度1Mbps

プロフィバス
転送速度40Mbps

IL41050 IL3685

16ピン ワイド・ナローSOIC

ローコスト
転送レート 5Mbps

16ピン ワイドSOIC

ハイスピード
転送レート 40Mbps

IL3522
IL3585

IL3122
IL3185

16ピン ワイド・ナローSOIC

●IL700/IL200シリーズ　超高性能アイソレータ　究極のスピードとパフォーマンス

8ピン MSOP/SOIC/PDIP

1チャンネル、
2チャンネル

IL710

■絶縁用途 •A/Dコンバータ ◦シリアルインターフェイス •電源インターフェイス
•CAN Bus（Control Area Network） •SPIインターフェイス

パラメータ MIN. Typ. Max.

IL711

IL712

IL721

16ピン ワイド・ナロー SOIC

4チャンネル

IL715

IL716

IL717

16ピン ワイド・ナロー SOIC

5チャンネル

IL260

IL261

IL262

転送レート (S-Series)

パルス幅歪み(S-Series)

伝達遅延時間

遅延スキュー

瞬時同相ノイズ除去電圧

動作温度範囲(T-Series)
IL260/IL261

100(130)

20

－40
－40

110(150)

3（0.3）

10

4

30

3

15

6

＋100（＋125）
＋85

2500Vrms（1分間）絶縁耐圧
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サポート担当 ： 海外部 TEL.03-3343-9612

アイソレータ キャパシタ

ササポート担当 ： 海外部 TEL.03-3343-9612
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●高速データフィルタリング
●EMC I/O フィルタリング

●Multi-Layer High-Q Capaciters
High-Q積層キャパシタ

【主な特長】
●高Ｑ値により高周波の信号の減衰が減少し、挿入損失の低減が可能
●高周波特性の向上、低消費電力化に貢献
●RoHS準拠
●車載用 AEC-Q200 Rev D & TS169494準拠
●MIL STDスクリーニング製品

Reference Design
主要半導体メーカーのリファレンスデザインに採用
通信（Telecom地上局）及び無線（RF module）分野

NVE CORPORATION

●設立：1989年　●本社：Minnesota, USA

●URL：https://www.nve.com

NVE社が特許を持つGMR技術（巨大磁気抵抗）IsoLoop®により伝送速度が100Mbps、パルス幅歪み3ns（Typ.）、お
よび伝達遅延時間8ns（Typ.）を実現しています。供給電圧は3.3Vと5Vの両方に対応しており、1チャンネルから5チャ
ンネル品までラインナップしています。フォトカプラに代わる新しいアイソレーションとして採用されております。

製品群

●IL400、IL3000シリーズ　絶縁型RS422/485、プロフィバス、CANトランシーバ

世界最小（3ｍｍ×3ｍｍ）パッケージの
デジタルアイソレータ
●IL700シリーズ　
　絶縁耐圧2.5ＫＶ　パルス幅歪み3ns

高絶縁耐圧（6ＫＶ）
デジタルアイソレ－タ
●IL700Ｖシリ－ズ　

■仕様 •転送レート 1Mbps～40Mbps　•5Vまたは3.3V電源電圧　•2500Vrms（1分間）の絶縁耐圧
•瞬時同相ノイズ除去電圧30kV/us min.　•UL1577、IEC61010認定品　•伝達遅延時間 20ns
•16ピン ワイド・ナローパッケージ　•RoHS対応品

IL3122

IL3185

IL3522

IL3585

IL3685

IL422

IL485

IL485W

IL41050

RS422

RS485

RS422

RS485

RS485

RS422

RS485

RS485

CAN

5

5

40

40

40

25

35

35

1

32

32

50

50

50

32

32

32

110

15

15

15

15

15

15

2

2

4

ローコスト

ローコスト

ハイスピード

ハイスピード

プロフィバス

産業規格

産業規格

RS485+ハンドシェイク

ISO11898準拠

品　名 バ　ス 転送レート（Mbps） ノード ESD kV 特　徴

16ピン ワイドSOIC

産業規格
転送レート25、35Mbps 

RS485-ハンドシェイク
転送レート 35Mbps 

IL422
IL485 IL485W

16ピン ワイドSOIC

16ピン ワイド・ナローSOIC

CAN
転送速度1Mbps

プロフィバス
転送速度40Mbps

IL41050 IL3685

16ピン ワイド・ナローSOIC

ローコスト
転送レート 5Mbps

16ピン ワイドSOIC

ハイスピード
転送レート 40Mbps

IL3522
IL3585

IL3122
IL3185

16ピン ワイド・ナローSOIC

●IL700/IL200シリーズ　超高性能アイソレータ　究極のスピードとパフォーマンス

8ピン MSOP/SOIC/PDIP

1チャンネル、
2チャンネル

IL710

■絶縁用途 •A/Dコンバータ ◦シリアルインターフェイス •電源インターフェイス
•CAN Bus（Control Area Network） •SPIインターフェイス

パラメータ MIN. Typ. Max.

IL711

IL712

IL721

16ピン ワイド・ナロー SOIC

4チャンネル

IL715

IL716

IL717

16ピン ワイド・ナロー SOIC

5チャンネル

IL260

IL261

IL262

転送レート (S-Series)

パルス幅歪み(S-Series)

伝達遅延時間

遅延スキュー

瞬時同相ノイズ除去電圧

動作温度範囲(T-Series)
IL260/IL261

100(130)

20

－40
－40

110(150)

3（0.3）

10

4

30

3

15

6

＋100（＋125）
＋85

2500Vrms（1分間）絶縁耐圧
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DC-DC電源、 AC-DC電源

BETA Dyne, Inc.

●創立：１９９９年　●本社：米国 マサチューセッツ
●URL：https://www.betadynepower.com

BETA Dyne社は、米国マサチューセッツに拠点をおくDC-DC電源メーカーです。 高効率、低ノイズを特長とした絶縁
型DC-DC電源を供給しています。 独自の低ノイズ回路設計（USパテント 5,777,519）技術により、５ｍＶの低リップ
ルを実現しています。 すべて米国にて生産されています。 高分解能なデルターシグマ型A/Dコンバーター、高精度オペ
アンプ、センサー等を使用したアナログ回路用電源に最適です。

製品群

サポート担当 ： 海外部 TEL.03-3343-9612

DC-DC電源

株式会社 シーユーアイ・ジャパン

●設立：2009年7月　●本社：東京都港区　

●URL：https://www.jp.cui.com

CUI社は1989年米国オレゴン州ポートランドで設立されたグローバルに事業展開している電機部品メーカーです。
最先端のフルデジタルDC-DC POLコンバータモジュールの開発をはじめ、各種スイッチング電源、DC-DCコンバータ
など多様な電機部品を製造し全世界に販売しています。

製品群

●1～3W耐熱・静電防止対応型DC-DCコンバータ
1W シングル出力、出力昇圧型
PDSシリーズ
•入力電圧：3.3、5、12、15、24VDC 　•出力電圧：3.3、5、9、12、15、24VDC
•昇圧出力：3.3→5VDC/5→9、12、15、24VDC/12→15VDC
•安全規格：EN55022 classB、EN61000-4-2 classB、RoHS認証適用
•絶縁耐圧：1,500VDC　•静電防止保護電圧：最大8,000V
•効率：82％　•保護機能：出力短絡　•動作温度：－40℃～+105℃
•パッケージ：SMT 8P、SIP 4P、DIP 8P　•MTBF：350万時間以上

安定型1,3W シングル/デュアル出力 出力昇圧型
PQM/PQMCシリーズ
•入力電圧：5、12、24、48VDC  •出力電圧：5、12、15、24、±5、±12、±15VDC
•昇圧出力：5→12、15VDC／12→15VDC5→±12、±15VDC／12→±15VDC
•安全規格：EN55022 classB、RoHS認証適用EN61000-4-2 classB、
 　EN61000-4-3,4,5,6,29
•絶縁耐圧：1,500VDC　•静電防止保護電圧　最大8,000V　•効率：82％
•保護機能：出力短絡／過電流　•動作温度：－40℃～+105℃
•パッケージ：SMT 16P、 SIP 8P　•MTBF：100万時間以上

●絶縁型リニアレギュレータ低ノイズ電源 
　LN15Sシリーズ

●低ノイズDC-DC電源ラインアップ

•出力レンジ５Ｗ~３０Ｗ
•５ｍVPPの低ノイズ
•変換効率８８％
•絶縁耐圧１５００ＶＤＣ
•シングル/デュアル出力
•５μSのトランジェントレスポンス　

安定型3W シングル/デュアル出力 出力昇圧型
PVBシリーズ
•入力電圧：5、12、24、48VDC　•出力電圧：5、12、15、24、±5、±12、±15VDC
•昇圧出力：5→12、15VDC/12→15、24VDC5→±12、±15VDC/12→±15VDC
•安全規格：EN55022 classB、 RoHS認証適用EN61000-4-2 classB、
 　EN61000-4-3,4,5,6,29　•絶縁耐圧：3,000VDC　•静電防止保護電圧：最大8,000V
•効率：86％　•保護機能：出力短絡/過電流　•動作温度：－40℃～+105℃
•パッケージ：DIP 24P　•MTBF：100万時間以上

●組み込み用電源
　AC-DC電源
•出力範囲：1～2400W　
•電圧：3.3、5、9、12、15、18、24、28、30、36、48、54、60VDC
　（デュアル及びトリプル出力電圧も利用可能）
•パッケージ：ボードマウント、シャーシマウント
•製品仕様：医療用、並列運転可、ベースプレート冷却、LED定電流駆動用

●ACアダプタ
　AC-DC電源
•出力範囲：2.5～250W　
•電圧：3、3.3、5、6、7.5、9、12、15、18、19、20、24、36、48VDC
•パッケージ：ウオールプラグ、デスクトップ、DINレール
•製品仕様：USA効率規格レベルV、PSE規格、医療用、交換可能マルチブレード

サポート担当 ： 海外部 TEL.03-3343-9612

5W

5W

10W

10W

15W

15W

15W

Q5S

Q5D

LN10S

LN10D

LNB15S

LNB15D

LN15S

24, 48

24, 48

5,12,24,48

5,12,24,48

12, 24, 48

12, 24, 48

5, 12, 24, 48

Single

Dual

Single

Dual

Single

Dual

Single

3.3, 5, 12, 15

+/－5, +/－12, +/－15

2.5, 3.3, 5, 6, 12, 15

1.8, 2.5, 3.3, 5, 12, 15

+/－5, +/－12, +/－15

3.3, 5, 6, 12, 15

1,500VDC

1,500VDC

1,500VDC

1,500VDC

1,500VDC

1,500VDC

1,500VDC

Model
Series

Output 
Power

Nom.
Input,
Volts

Input Range, 
Volts #Outputs Output 

Volts Isolation Features

2” × 2” × 0.4”
 Module

Package

DIP

DIP

1” × 2” × 0.4” 
Module

1” × 2” × 0.4” 
Module

1” × 2” × 0.45”
 Module

1” × 2” × 0.45”
 Module

Ultra Low Noise,
Wide 4:1 Inputs

Ultra Low Noise,
Wide 4:1 Inputs

Ultra Low Noise, 
Two pinout styles

Ultra Low Noise, 
Two pinout styles

Low Noise, 2:1 Input

Low Noise, 2:1 Input

Ultra Low Noise,
High Efficiency

11-36, 18-72

11-36, 18-72

4.75-9, 9.5-18,
18-36, 36-72

4.75-9, 9.5-18,
18-36, 36-72

9-18, 18-36,
36-72

9-18, 18-36,
36-72

5-9, 9-18, 18-36,
36-72

+/－5, +/－6, +/－12, 
+/－15
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DC-DC電源、 AC-DC電源

BETA Dyne, Inc.

●創立：１９９９年　●本社：米国 マサチューセッツ
●URL：https://www.betadynepower.com

BETA Dyne社は、米国マサチューセッツに拠点をおくDC-DC電源メーカーです。 高効率、低ノイズを特長とした絶縁
型DC-DC電源を供給しています。 独自の低ノイズ回路設計（USパテント 5,777,519）技術により、５ｍＶの低リップ
ルを実現しています。 すべて米国にて生産されています。 高分解能なデルターシグマ型A/Dコンバーター、高精度オペ
アンプ、センサー等を使用したアナログ回路用電源に最適です。

製品群

サポート担当 ： 海外部 TEL.03-3343-9612

DC-DC電源

株式会社 シーユーアイ・ジャパン

●設立：2009年7月　●本社：東京都港区　

●URL：https://www.jp.cui.com

CUI社は1989年米国オレゴン州ポートランドで設立されたグローバルに事業展開している電機部品メーカーです。
最先端のフルデジタルDC-DC POLコンバータモジュールの開発をはじめ、各種スイッチング電源、DC-DCコンバータ
など多様な電機部品を製造し全世界に販売しています。

製品群

●1～3W耐熱・静電防止対応型DC-DCコンバータ
1W シングル出力、出力昇圧型
PDSシリーズ
•入力電圧：3.3、5、12、15、24VDC 　•出力電圧：3.3、5、9、12、15、24VDC
•昇圧出力：3.3→5VDC/5→9、12、15、24VDC/12→15VDC
•安全規格：EN55022 classB、EN61000-4-2 classB、RoHS認証適用
•絶縁耐圧：1,500VDC　•静電防止保護電圧：最大8,000V
•効率：82％　•保護機能：出力短絡　•動作温度：－40℃～+105℃
•パッケージ：SMT 8P、SIP 4P、DIP 8P　•MTBF：350万時間以上

安定型1,3W シングル/デュアル出力 出力昇圧型
PQM/PQMCシリーズ
•入力電圧：5、12、24、48VDC  •出力電圧：5、12、15、24、±5、±12、±15VDC
•昇圧出力：5→12、15VDC／12→15VDC5→±12、±15VDC／12→±15VDC
•安全規格：EN55022 classB、RoHS認証適用EN61000-4-2 classB、
 　EN61000-4-3,4,5,6,29
•絶縁耐圧：1,500VDC　•静電防止保護電圧　最大8,000V　•効率：82％
•保護機能：出力短絡／過電流　•動作温度：－40℃～+105℃
•パッケージ：SMT 16P、 SIP 8P　•MTBF：100万時間以上

●絶縁型リニアレギュレータ低ノイズ電源 
　LN15Sシリーズ

●低ノイズDC-DC電源ラインアップ

•出力レンジ５Ｗ~３０Ｗ
•５ｍVPPの低ノイズ
•変換効率８８％
•絶縁耐圧１５００ＶＤＣ
•シングル/デュアル出力
•５μSのトランジェントレスポンス　

安定型3W シングル/デュアル出力 出力昇圧型
PVBシリーズ
•入力電圧：5、12、24、48VDC　•出力電圧：5、12、15、24、±5、±12、±15VDC
•昇圧出力：5→12、15VDC/12→15、24VDC5→±12、±15VDC/12→±15VDC
•安全規格：EN55022 classB、 RoHS認証適用EN61000-4-2 classB、
 　EN61000-4-3,4,5,6,29　•絶縁耐圧：3,000VDC　•静電防止保護電圧：最大8,000V
•効率：86％　•保護機能：出力短絡/過電流　•動作温度：－40℃～+105℃
•パッケージ：DIP 24P　•MTBF：100万時間以上

●組み込み用電源
　AC-DC電源
•出力範囲：1～2400W　
•電圧：3.3、5、9、12、15、18、24、28、30、36、48、54、60VDC
　（デュアル及びトリプル出力電圧も利用可能）
•パッケージ：ボードマウント、シャーシマウント
•製品仕様：医療用、並列運転可、ベースプレート冷却、LED定電流駆動用

●ACアダプタ
　AC-DC電源
•出力範囲：2.5～250W　
•電圧：3、3.3、5、6、7.5、9、12、15、18、19、20、24、36、48VDC
•パッケージ：ウオールプラグ、デスクトップ、DINレール
•製品仕様：USA効率規格レベルV、PSE規格、医療用、交換可能マルチブレード

サポート担当 ： 海外部 TEL.03-3343-9612

5W

5W

10W

10W

15W

15W

15W

Q5S

Q5D

LN10S

LN10D

LNB15S

LNB15D
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24, 48

24, 48

5,12,24,48

5,12,24,48

12, 24, 48

12, 24, 48

5, 12, 24, 48

Single
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Single

Dual

Single

Dual
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3.3, 5, 12, 15

+/－5, +/－12, +/－15

2.5, 3.3, 5, 6, 12, 15
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Model
Series

Output 
Power

Nom.
Input,
Volts

Input Range, 
Volts #Outputs Output 

Volts Isolation Features

2” × 2” × 0.4”
 Module

Package

DIP

DIP

1” × 2” × 0.4” 
Module

1” × 2” × 0.4” 
Module

1” × 2” × 0.45”
 Module

1” × 2” × 0.45”
 Module

Ultra Low Noise,
Wide 4:1 Inputs

Ultra Low Noise,
Wide 4:1 Inputs
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Two pinout styles

Ultra Low Noise, 
Two pinout styles

Low Noise, 2:1 Input
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4.75-9, 9.5-18,
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+/－5, +/－6, +/－12, 
+/－15
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LCDコントローラコイル

Coilcraft Inc.

●設立：1945年　●本社：Illinois, USA

●URL ：https://www.coilcraft.com

コイルクラフトは高性能RFチップインダクタを始めパワーインダクタ、フィルター、トランス製造に於いて世界を
リードするサプライヤーとし高品質、高性能はもちろんの事、納期やサポート面に於いても世界的な信頼を受けてい
るメーカーです。幅広い標準品に加え、お客様のニーズに合ったカスタム品の設計、製造も行っております。

製品群

●RFチップインダクタ
●空芯コイル
●パワーインダクタ
●パワーマグネティック
●EMI/RFフィルター
●ブロードバンドマグネティック
●トランスフォーマー
●RFIDトランスポンダー

サポート担当 ： 特販営業部 TEL.03-3343-9603

コイルクラフトは、XEL、XAL、XFLシリーズの３つのハイパフォーマンスなモールド型パワーインダクタ
を揃えています。これらは、高密度な回路に対応するため、磁気シールドされており、それぞれ独自なパフ
ォーマンスを発揮します。

●XEL/XALシリーズ（高周波、大電流型）
①広範囲なサイズとインダクタンス
　（サイズ：1580　33μHまで対応）
②高周波、低インダクタンス・アプリケーションにも対応
　（0.072μH以下）
③高周波、低AC消費型
　（2～10MHz）
④大電流型
⑤大電流スパイクに耐えるソフトな飽和特性
⑥低DCR導通損失
⑦熱老化に優れ、高温アプリケーションに最適

●XFLシリーズ（低損失型）
①低DCR導通損失
②低プロファイル
③IoT、ウェアラブル機器に最適
④高周波、低インダクタンスを実現
⑤熱老化に優れた製品

有限会社 ケニックシステム

●設立：2003年3月26日　●本社：岡山県岡山市

●URL：http://www.kenic.co.jp

ケニックシステムは、以下の2大特長をもつLCDコントローラICを開発し続けています。
1. 最も開発工数が掛からない理解しやすいLCDコントローラ　2. 生産中止の不安が無いLCDコントローラ
この特長は、小ロットで長期生産向けのお客様から非常に高いご評価を頂いております。

製品群

サポート担当 ： 品質管理部 TEL.03-3343-9603

・最大8000個のビットマップ画像を任意表示できる

■5インチWVGA  ■７インチWVGA用　■4.3インチWQVGA用
■3.5インチQVGA用 　■5.7インチQVGA用
※WVGA用Renesasのチップ製品のソースコードライセンスも販売できます。
　お客さまの希望する対象液晶についての特注も対応予定です。

この「Smart LCDC」は、液晶の生産中
止や仕様変更に柔軟に対応して、お客様
のソフトウェア等の資産を守る」というコ
ンセプトを引き継ぎつつ、コマンド（命
令）の解釈を出来るようにしました。ま
た、8pinマイコンでも、コントロールを行
えますから、非常に安価なシステムにも
液晶を使って頂けるようになりました。

RS-232Cのコマンド（命令）で表示内容を解釈できる液晶コントローラ
名付けて「Smart LCDC」の登場です！

ワンチップの中に入っている能力は、コマンド（命令）の解釈だけでは
なく、以下のようなものもあります。

USBUSB

QVGA
WQVGA
WVGA

システム LCDCチップ名 ボード完成品 おすすめ液晶例 ピクセル
サイズ バックライト 表示画像 タッチパネル

コントローラ 外部記憶

3.5"QVGA

4.3" WQVGA

5.7"QVGA

5"WVGA

7"WVGA

KS-350CT-I1

KS-430CT-I2

KS-570CT-I1

KS-WVCT-I1

KS-WVCT-I1

LCDC350C-01

LCDC430C-02

LCDC570C-01

LCDCWVC-01

LCDCWVC-01

LMTM035QVGNCB-4R

S043QWQ55NG-DR12

TCG057QVLCA-G00

RFF500B-AIW-DNS

AWY-800480T70P15

320×240

480×272

320×240

800×480

800×480

PWM出力

PWM出力

PWM出力

PWM出力
PWM出力

BMP

BMP

BMP
BMP（jpeg）

BMP（jpeg）

抵抗膜

抵抗膜

抵抗膜

抵抗膜

抵抗膜

Micro-SD

Micro-SD

Micro-SD

USB

USB

●Smart LCDC製品一覧

WVGA用 新発売
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LCDコントローラコイル

Coilcraft Inc.

●設立：1945年　●本社：Illinois, USA

●URL ：https://www.coilcraft.com

コイルクラフトは高性能RFチップインダクタを始めパワーインダクタ、フィルター、トランス製造に於いて世界を
リードするサプライヤーとし高品質、高性能はもちろんの事、納期やサポート面に於いても世界的な信頼を受けてい
るメーカーです。幅広い標準品に加え、お客様のニーズに合ったカスタム品の設計、製造も行っております。

製品群

●RFチップインダクタ
●空芯コイル
●パワーインダクタ
●パワーマグネティック
●EMI/RFフィルター
●ブロードバンドマグネティック
●トランスフォーマー
●RFIDトランスポンダー

サポート担当 ： 特販営業部 TEL.03-3343-9603

コイルクラフトは、XEL、XAL、XFLシリーズの３つのハイパフォーマンスなモールド型パワーインダクタ
を揃えています。これらは、高密度な回路に対応するため、磁気シールドされており、それぞれ独自なパフ
ォーマンスを発揮します。

●XEL/XALシリーズ（高周波、大電流型）
①広範囲なサイズとインダクタンス
　（サイズ：1580　33μHまで対応）
②高周波、低インダクタンス・アプリケーションにも対応
　（0.072μH以下）
③高周波、低AC消費型
　（2～10MHz）
④大電流型
⑤大電流スパイクに耐えるソフトな飽和特性
⑥低DCR導通損失
⑦熱老化に優れ、高温アプリケーションに最適

●XFLシリーズ（低損失型）
①低DCR導通損失
②低プロファイル
③IoT、ウェアラブル機器に最適
④高周波、低インダクタンスを実現
⑤熱老化に優れた製品

有限会社 ケニックシステム

●設立：2003年3月26日　●本社：岡山県岡山市

●URL：http://www.kenic.co.jp

ケニックシステムは、以下の2大特長をもつLCDコントローラICを開発し続けています。
1. 最も開発工数が掛からない理解しやすいLCDコントローラ　2. 生産中止の不安が無いLCDコントローラ
この特長は、小ロットで長期生産向けのお客様から非常に高いご評価を頂いております。

製品群

サポート担当 ： 品質管理部 TEL.03-3343-9603

・最大8000個のビットマップ画像を任意表示できる

■5インチWVGA  ■７インチWVGA用　■4.3インチWQVGA用
■3.5インチQVGA用 　■5.7インチQVGA用
※WVGA用Renesasのチップ製品のソースコードライセンスも販売できます。
　お客さまの希望する対象液晶についての特注も対応予定です。

この「Smart LCDC」は、液晶の生産中
止や仕様変更に柔軟に対応して、お客様
のソフトウェア等の資産を守る」というコ
ンセプトを引き継ぎつつ、コマンド（命
令）の解釈を出来るようにしました。ま
た、8pinマイコンでも、コントロールを行
えますから、非常に安価なシステムにも
液晶を使って頂けるようになりました。

RS-232Cのコマンド（命令）で表示内容を解釈できる液晶コントローラ
名付けて「Smart LCDC」の登場です！

ワンチップの中に入っている能力は、コマンド（命令）の解釈だけでは
なく、以下のようなものもあります。

USBUSB

QVGA
WQVGA
WVGA

システム LCDCチップ名 ボード完成品 おすすめ液晶例 ピクセル
サイズ バックライト 表示画像 タッチパネル

コントローラ 外部記憶

3.5"QVGA

4.3" WQVGA

5.7"QVGA

5"WVGA

7"WVGA

KS-350CT-I1

KS-430CT-I2

KS-570CT-I1

KS-WVCT-I1

KS-WVCT-I1

LCDC350C-01

LCDC430C-02

LCDC570C-01

LCDCWVC-01

LCDCWVC-01

LMTM035QVGNCB-4R

S043QWQ55NG-DR12

TCG057QVLCA-G00

RFF500B-AIW-DNS

AWY-800480T70P15

320×240

480×272

320×240

800×480

800×480

PWM出力

PWM出力

PWM出力

PWM出力
PWM出力

BMP

BMP

BMP
BMP（jpeg）

BMP（jpeg）

抵抗膜

抵抗膜

抵抗膜

抵抗膜

抵抗膜

Micro-SD

Micro-SD

Micro-SD

USB

USB

●Smart LCDC製品一覧

WVGA用 新発売
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低湿保管庫3Dプリンタ

エクアールシー株式会社

●創立：1989年3月17日　●本社：神奈川県相模原市
●URL：http://www.mcdry.co.jp

弊社は実装現場のICパッケージの防湿管理に、超低湿度DRYBOXが最適と考え、長年にわたって、超低湿度DRYBOX
と、その管理システムの研究開発を進めてまいりました。その結果、デジタル湿度計を装備した、DRYBOXを製品化し、
McDRYと言う商品名で販売を開始しました。国内実装現場においては、大半の大手電機メーカーにMcDRYを納入し、
現在も、このDRYBOX方式でICパッケージを管理して頂いています。

製品群

サポート担当 ： 品質管理部 TEL.03-3343-9603

DXU-1002A
 W1200×D700×H1850

1200ℓ

DXU-1001A
W1200×D700×H1850

1200ℓ

MCU-201
W500×D570×H630

135ℓ

MCU-301
W500×D630×H1200

300ℓ

MCU-401
W500×D630×H1530

420ℓ

チップLEDの吸湿・脱湿例
●試　料 ： LED 3025
　　　　　（3.0mm × 2.5mm × t1.3mm）
　　　　　フロワーライフ 168時間
●前処理 ： +60℃で48時間のベーキング処理

測定条件

0.20

0.15

0.10

0.05

0.00

吸
湿
率（
重
量 

％
）

月曜 朝8時 月曜 朝8時

11h 13h

24h 24h 24h 24h

168h

24h 24h 24h
放置 保管

①

②

③

温度30℃、湿度60％RHの環境下にチップLEDを連続
168時間放置した。 
温度30℃、湿度60％RHの環境下に１１時間放置後、湿
度３％RHのドライボックスに１３時間保管した。
この動作を、月曜日～金曜日まで５回繰り返し、その後、
湿度３％RHのドライボックスに６１時間保管した。
ベーキング処理後、湿度３％RHのドライボックスに保
管。（これは、防湿包装開封後のチップLEDをそのままド
ライボックスに保管した状態と同じです。）

●全自動式超低湿ドライボックス 超低湿（1～2％）RH
防湿包装から取り出したICパッケージやLEDのマイクロクラックを防ぐため、
超低湿度ドライボックスに収納しフロワーライフをストップさせて下さい。

実装残のチップLEDをマウンターに取付けたままにしておくと、チップLEDが大気中の水分を吸着し、リフロー時
の熱でパンク（断線）します。よって、実装残のチップLEDを湿度5％RH以下のドライボックスに収納し、吸着した
水分を脱湿させて、LEDのパンクを防止して下さい。

信頼される品質！  実装現場への納入実績10,000台！！
省エネで高性能！  省エネ達成率60～40％！！

BRULÉ, Inc.

●設立：2006年3月　●本社：東京都千代田区

●URL：https://www.brule.co.jp/

BRULÉでは、日本で入手し難い世界中の最新商品を、各海外メーカーとの直接取引により確保し、お客様にお届け
致します。 3Dプリンターに関しましては、他社に先駆けて販売を開始しており2012年から開始致しました。 その
後も、市場で評価の高い卓上型プリンタを選別して、販売し続けております。

製品群

サポート担当 ： 品質管理部 TEL.03-3343-9603

●Ultimaker S5 （写真中央）
人気シリーズよりついにUltimaker 3の後継機が誕生しました。 
最新型のS5は、これまでの機能に加え既存
のワークフローに適合するように最適化さ
れ、従来よりも信頼性の高い結果を提供しま
す。 新たにタッチスクリーン機能を備えただ
けではなく、サイズの大きい印刷を可能にす
る330×240×300mmの造形範囲、さらに
はフィラメントフローセンサーを備えたフィー
ダーシステムが改良されたことにより、材料が
なくなる際に自動的に一時停止をして再開す
る便利な機能が加わりました。 またS5にはフ
ロント密閉システムと、より良い接着の為に改
良された陽極酸化アルミニウムビルドプレー
トも付属しています。
●Ultimaker 3 （写真左）
Ultimaker 3は、大変信頼性の高いデュアルエクストルーダー式3Dプリンターです。 ユニークな自動ノ
ズルリフティングシステム、サポート専用材料との同時印刷、そして簡単に交換可能なプリントコア、これ
らの優れた機能により複雑なデザインの印刷が可能になり、印刷性能の向上を実現します。
●Ultimaker 2+ （写真右）
Ultimaker 2+は、交換可能なノズル（0.25mm,0.4mm,0.6mm,0.8mm対応)、より強力なギア
フィーダー、表面品質の向上とともに、正確性の高いシングルエクストルーダー印刷を提供し、幅広い用
途に対応可能な材料を手頃な価格で使用できます。

●Form 3
Form 3は、繊細さとスピードのバランスを兼ね備えた革新的な
新しいLFS（Low Force Stereolithography）3Dプリンター
です。 最新のオプティカルシステムは正確で高密度のレーザー
スポットを内蔵し、毎回高精度な再現性のある造形を実現しま
す。 また、簡単に剥がす事のできるライトタッチサポート構造を
備え、後処理が簡単で表面が滑らかな部品が得られます。
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低湿保管庫3Dプリンタ

エクアールシー株式会社

●創立：1989年3月17日　●本社：神奈川県相模原市
●URL：http://www.mcdry.co.jp

弊社は実装現場のICパッケージの防湿管理に、超低湿度DRYBOXが最適と考え、長年にわたって、超低湿度DRYBOX
と、その管理システムの研究開発を進めてまいりました。その結果、デジタル湿度計を装備した、DRYBOXを製品化し、
McDRYと言う商品名で販売を開始しました。国内実装現場においては、大半の大手電機メーカーにMcDRYを納入し、
現在も、このDRYBOX方式でICパッケージを管理して頂いています。

製品群

サポート担当 ： 品質管理部 TEL.03-3343-9603

DXU-1002A
 W1200×D700×H1850

1200ℓ

DXU-1001A
W1200×D700×H1850

1200ℓ

MCU-201
W500×D570×H630

135ℓ

MCU-301
W500×D630×H1200

300ℓ

MCU-401
W500×D630×H1530

420ℓ

チップLEDの吸湿・脱湿例
●試　料 ： LED 3025
　　　　　（3.0mm × 2.5mm × t1.3mm）
　　　　　フロワーライフ 168時間
●前処理 ： +60℃で48時間のベーキング処理

測定条件

0.20

0.15

0.10

0.05

0.00

吸
湿
率（
重
量 

％
）

月曜 朝8時 月曜 朝8時

11h 13h

24h 24h 24h 24h

168h

24h 24h 24h
放置 保管

①

②

③

温度30℃、湿度60％RHの環境下にチップLEDを連続
168時間放置した。 
温度30℃、湿度60％RHの環境下に１１時間放置後、湿
度３％RHのドライボックスに１３時間保管した。
この動作を、月曜日～金曜日まで５回繰り返し、その後、
湿度３％RHのドライボックスに６１時間保管した。
ベーキング処理後、湿度３％RHのドライボックスに保
管。（これは、防湿包装開封後のチップLEDをそのままド
ライボックスに保管した状態と同じです。）

●全自動式超低湿ドライボックス 超低湿（1～2％）RH
防湿包装から取り出したICパッケージやLEDのマイクロクラックを防ぐため、
超低湿度ドライボックスに収納しフロワーライフをストップさせて下さい。

実装残のチップLEDをマウンターに取付けたままにしておくと、チップLEDが大気中の水分を吸着し、リフロー時
の熱でパンク（断線）します。よって、実装残のチップLEDを湿度5％RH以下のドライボックスに収納し、吸着した
水分を脱湿させて、LEDのパンクを防止して下さい。

信頼される品質！  実装現場への納入実績10,000台！！
省エネで高性能！  省エネ達成率60～40％！！

BRULÉ, Inc.

●設立：2006年3月　●本社：東京都千代田区

●URL：https://www.brule.co.jp/

BRULÉでは、日本で入手し難い世界中の最新商品を、各海外メーカーとの直接取引により確保し、お客様にお届け
致します。 3Dプリンターに関しましては、他社に先駆けて販売を開始しており2012年から開始致しました。 その
後も、市場で評価の高い卓上型プリンタを選別して、販売し続けております。

製品群

サポート担当 ： 品質管理部 TEL.03-3343-9603

●Ultimaker S5 （写真中央）
人気シリーズよりついにUltimaker 3の後継機が誕生しました。 
最新型のS5は、これまでの機能に加え既存
のワークフローに適合するように最適化さ
れ、従来よりも信頼性の高い結果を提供しま
す。 新たにタッチスクリーン機能を備えただ
けではなく、サイズの大きい印刷を可能にす
る330×240×300mmの造形範囲、さらに
はフィラメントフローセンサーを備えたフィー
ダーシステムが改良されたことにより、材料が
なくなる際に自動的に一時停止をして再開す
る便利な機能が加わりました。 またS5にはフ
ロント密閉システムと、より良い接着の為に改
良された陽極酸化アルミニウムビルドプレー
トも付属しています。
●Ultimaker 3 （写真左）
Ultimaker 3は、大変信頼性の高いデュアルエクストルーダー式3Dプリンターです。 ユニークな自動ノ
ズルリフティングシステム、サポート専用材料との同時印刷、そして簡単に交換可能なプリントコア、これ
らの優れた機能により複雑なデザインの印刷が可能になり、印刷性能の向上を実現します。
●Ultimaker 2+ （写真右）
Ultimaker 2+は、交換可能なノズル（0.25mm,0.4mm,0.6mm,0.8mm対応)、より強力なギア
フィーダー、表面品質の向上とともに、正確性の高いシングルエクストルーダー印刷を提供し、幅広い用
途に対応可能な材料を手頃な価格で使用できます。

●Form 3
Form 3は、繊細さとスピードのバランスを兼ね備えた革新的な
新しいLFS（Low Force Stereolithography）3Dプリンター
です。 最新のオプティカルシステムは正確で高密度のレーザー
スポットを内蔵し、毎回高精度な再現性のある造形を実現しま
す。 また、簡単に剥がす事のできるライトタッチサポート構造を
備え、後処理が簡単で表面が滑らかな部品が得られます。
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モーションコントロールIC

日本パルスモーター株式会社

●設立：1952年5月　●本社：東京都文京区

●URL：http://www.pulsemotor.com/

NPMのLSI群は、モータコントローラ・シリアル省配線･カウンタなど各種取り揃えておりますのでトータル的なシ
ステム構築が可能です。    

製品群

●パルスコントロール
　LSIの構成例

●PCL6000シリーズ　●PCL6100シリーズ　●PCD2112　●PCD4600シリーズ
CPUから指令を受けてステッピングモータやサーボモータを制御することができます。
CPUからの動作条件に関するデータや、動作パターン用数値データを書き込みスタート指令を与えるだけで
モータの制御をLSIにお任せできますので、CPUの負担が飛躍的に軽減されます。  

株式会社 ノヴァエレクトロニクス
Motion Control Technology
●設立：1994年　●本社：東京都渋谷区

●URL：http://www.novaelec.co.jp

MCX500シリーズは速度倍率（レンジ）設定をなくし、ドライブ速度を最高速度の8Mppsまで1pps単位で、自由に
出力することできます。MCX514、MCX512は従来品よりも補間機能を充実させ、高速の連続補間ドライブに対応
するための８段プリバッファレジスタ、短軸パルス均一モード、高精度線速一定モードなどを備えています。

製品群

機 械

CPU 駆動パルスデータ

±EL、±SD、ORG

基準
クロック

ド
ラ
イ
バ

機械系信号

パルスコントロール LSI

モータ

エンコーダ

サポート担当 ： 品質管理部 TEL.03-3343-9603

速度は1pps単位で
設定可能

細かな
低速度設定

速度レンジなしに高速ドライブ

速度倍率がないので１pps単位で全ての速度に設定
が可能です

■連続補間用8段プリバッファ

高速の連続補間ドライブに対応するために、各セグメ
ントの終点データを蓄える、８段のプリバッファレジス
タを備えています。

■速度レンジフリー●高機能モーションコントロールＩＣ ＭＣＸ500シリーズ

型式
制御軸数
CPUパラレルバス
CPUシリアルバス
ドライブ最高速度
速度レンジフリー
円弧・直線補間
ヘリカル補間
マルチチップ補間
連続補間用8段プリバッファ
自動原点出し
同期動作
パッケージ寸法(mm)
端子数
電源電圧

MCX512
2

８ビット/１６ビット
I 2C
8Mpps
●
●

●
●
●

14×14
100
3.3V

MCX501
1

８ビット/１６ビット

8Mpps
●

●
●

10×10
64
3.3V

MCX514
４

８ビット/１６ビット
I 2C
8Mpps
●
●
●
●
●
●
●

2０×20
144
3.3V

MCX514 MCX512 MCX501

シシド静電気株式会社

●設立：1938年6月　●本社：東京都千代田区
●URL：http://www.shishido-esd.co.jp

シシド静電気は、昭和13年の設立より、静電気障害の克服を目的に、除電装置の開発に着手し、静電気測定器・除塵装
置・半減期測定器を製造する静電気の専門メーカーです。 現在の最先端電子部品製造プロセスに於ける静電気問題の
解決は、静電気現象の測定・除電装置・拡散性材料・異物対策等の幅広い知見の有るシシド静電気にお任せ下さい。

●薄型軽量ファンタイプ ウインスタット
　BF-XMB
ウインスタット BF-XMB型 は小型・軽量のHDC-AC搭載送風型イオナ
イザです。HDC-AC方式を採用することで、放電針が汚れに強く長期に
渡って安定した除電性能を発揮します。
●２種類のルーバにより、除電エリアの選択が可能になりました。
●樹脂成型品の筐体を採用し、当社比で30％以上軽量化しました。
●風量調整ボリュームにより無段階の風量調節が可能です。
●高電圧異常、ファン異常を監視し、異常出力で通知します。
●従来の高周波AC方式よりオゾン発生量を低減しています。
●放電針ユニットが交換可能です。

●送風型除去装置 ウインスタット
　BF-X4MB
ワイド・エアイオナイザBF-X4MB型は薄型・軽量で除電範囲400mm
と広範囲な除電と当社独自のHDC-AC型エアイオナイザで、経時変化が
少なく、保守期間が長くとれ、保守も容易です。
●400mmの幅広の横型タイプで広範囲の除電が可能です。 HDC-AC
　トランスの採用により、長期安定した除電性能を発揮します。
●筐体を樹脂化し、さらに軽量となりました。
●□120mmのファンモータ2個で風量（連続可変）が多く、高速除電が
　可能です。
●ルーバー、放電針ユニットは工具不要のワンタッチで脱着でき、メンテ
　ナンス性が向上しています。
●ルーバーは外したときに電源が停止する安全設計です。
●微放電検知、過電流検知で安全性を確保しています。
●本体の角度調整にロック機構を採用し、振動などにより本体の角度が
　変わることがありません。

●ハンディタイプＣＰＭ
　（チャージドプレートモニター） 
　スタチロン ＤＰ
現場でのイオナイザの点検・チェックに最適です。
●金属プレートに印可して減衰時間を計測、イオンバラ
　ンスも測定でき、CPMとしてイオナイザの除電性能
　チェックができる製品です。
　※減衰測定パターン（２種類）
　　±1000V→±100V、±1000V→±50V
　※計測値はIEC規格の数値と必ずしも一致しません
●小型・ハンディ型で現場でのイオナイザのチェックに
　便利です。 ロータリヘッドを搭載、独自の首振り機能
　によりプレート部の向きを変えながら測定できるの
　で、装置等に取り付けられたイオナイザのチェックの
　際に非常に便利です。
●簡単操作：シンプルな操作ボタンで、素早く的確に計
　測できます。
●明るく大きな液晶表示：大きな液晶表示で作業現場
　でも見やすくなっています。

サービス

サポート担当 ： 上尾営業所 TEL.048-776-5601

イオナイザー

装置の
性能を

十分に
活かす

為、

設置方
法等ご
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さい。
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モーションコントロールIC

日本パルスモーター株式会社

●設立：1952年5月　●本社：東京都文京区

●URL：http://www.pulsemotor.com/
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製品群
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株式会社 ノヴァエレクトロニクス
Motion Control Technology
●設立：1994年　●本社：東京都渋谷区

●URL：http://www.novaelec.co.jp
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機 械

CPU 駆動パルスデータ

±EL、±SD、ORG

基準
クロック

ド
ラ
イ
バ

機械系信号

パルスコントロール LSI

モータ

エンコーダ

サポート担当 ： 品質管理部 TEL.03-3343-9603
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●筐体を樹脂化し、さらに軽量となりました。
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●ルーバー、放電針ユニットは工具不要のワンタッチで脱着でき、メンテ
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●微放電検知、過電流検知で安全性を確保しています。
●本体の角度調整にロック機構を採用し、振動などにより本体の角度が
　変わることがありません。

●ハンディタイプＣＰＭ
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　スタチロン ＤＰ
現場でのイオナイザの点検・チェックに最適です。
●金属プレートに印可して減衰時間を計測、イオンバラ
　ンスも測定でき、CPMとしてイオナイザの除電性能
　チェックができる製品です。
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　によりプレート部の向きを変えながら測定できるの
　で、装置等に取り付けられたイオナイザのチェックの
　際に非常に便利です。
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　測できます。
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タクミ商事株式会社
（物流センター・書込みサービス）
●設立：1976年　●本社：東京都新宿区

●URL：http://www.takumic.co.jp/

国内外の半導体メーカとパートナーシップを構築し、マイコン、メモリデバイスへのプログラミングサービスをご提供しま
す。
•マイクロセミ社（Actel）…書込み認定工場
•セイコーエプソン社…プログラミング水晶（SG-8000/SG-9101シリーズ）量産認定工場

サービス

書込み主要メーカ
ルネサス、東芝、フリースケール、マイクロチップ、NXP、富士通、
サイプレス、スパンション、マクロニクス、サムソン、EON、
テキサスインスツルメンツ等

●半導体メーカ社製 プログラムライター各種
ＳＧライター（セイコーエプソン社製）
PRO ＭＡＴＥ Ⅲ（マイクロチップ社製）
FL-PR5（ルネサス社製）
Suculptor Ⅲ（マイクロセミ社製）等
●サードベンダー社製 プログラライター各種
BP2600、BP1600（BPマイクロシステムス社製）
Y3000（ウエ－ブテクノロジ－社製）
AF9723（フラッシュサポートグループ社製）
MODEL1896（ミナトエレクトロニクス社製）
MODEL1895-2（ミナトエレクトロニクス社製）
T9800（システムジェネラル社製）
BeeHive204（ELENEC社製）
BeeProg2（ELENEC社製）

設備

サポート担当 ： 品質管理部 TEL.03-3343-9603

書込みサービス テーピングサービス

タクミ商事株式会社
（物流センター・テーピングサービス）
●設立：1976年　●本社：東京都新宿区

●URL：http://www.takumic.co.jp/

BGA、QFNパッケージ～44pinPLCCパッケージまで幅広くテーピングをサポートします。
少量多品種テーピング（数量は問いません）に対応し、全て自社設備で行います。

●ジョイントテーピングサービス（テーピングのエクステ）
テーピングカット品に、リーダ部際とテーラー部を付けたジョイントテーピングサービスを行っております。

●メーカーテーピングの小分け処理
２ｋ，２．５ｋ，３ｋなど、メーカ様より入荷される
テーピング製品を、５００個や４００個などに小
分けし、ユーザ様の在庫負担を軽減致します。

●テープ幅
•８ｍｍ  ：SOT-23，SOT-25など　 •１２ｍｍ：SOP8，MSOP８など
•１６ｍｍ：SOP14，SSOP20など　•２４ｍｍ：SOP20，SOP28など

サービス

サポート担当 ： 品質管理部 TEL.03-3343-9603
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タクミ商事株式会社
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国内外の半導体メーカとパートナーシップを構築し、マイコン、メモリデバイスへのプログラミングサービスをご提供しま
す。
•マイクロセミ社（Actel）…書込み認定工場
•セイコーエプソン社…プログラミング水晶（SG-8000/SG-9101シリーズ）量産認定工場

サービス

書込み主要メーカ
ルネサス、東芝、フリースケール、マイクロチップ、NXP、富士通、
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FL-PR5（ルネサス社製）
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BP2600、BP1600（BPマイクロシステムス社製）
Y3000（ウエ－ブテクノロジ－社製）
AF9723（フラッシュサポートグループ社製）
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書込みサービス テーピングサービス

タクミ商事株式会社
（物流センター・テーピングサービス）
●設立：1976年　●本社：東京都新宿区

●URL：http://www.takumic.co.jp/

BGA、QFNパッケージ～44pinPLCCパッケージまで幅広くテーピングをサポートします。
少量多品種テーピング（数量は問いません）に対応し、全て自社設備で行います。

●ジョイントテーピングサービス（テーピングのエクステ）
テーピングカット品に、リーダ部際とテーラー部を付けたジョイントテーピングサービスを行っております。

●メーカーテーピングの小分け処理
２ｋ，２．５ｋ，３ｋなど、メーカ様より入荷される
テーピング製品を、５００個や４００個などに小
分けし、ユーザ様の在庫負担を軽減致します。

●テープ幅
•８ｍｍ  ：SOT-23，SOT-25など　 •１２ｍｍ：SOP8，MSOP８など
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サービス

サポート担当 ： 品質管理部 TEL.03-3343-9603
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プリント基板設計・製造

タクミ商事株式会社
（プリント基板設計・製造）
●設立：1976年　●本社：東京都新宿区

●URL：http://www.takumic.co.jp/

PCBの設計から製造まで承ります。
微弱なアナログ回路からGbpsクラスの超高速デジタル回路まで、太く・短く・コンパクトなデザインから等長配線、等遅
延配線、シールド配線、差動配線を含めた特性インピーダンスをコントロールした配線など、蓄え続けたノウハウと経験
から最適なボードデザインを提供させていただきます。

サービス

サポート担当 ： 宇都宮営業所                   TEL.028-651-1571
                    首都圏営業部 電子営業2課 TEL.03-3343-9718
                    大阪支店 電子営業3課       TEL.06-4394-8007

●弊社委託先ＣＡＤシステム
•CR-8000 Design Force（図研） 3ライセンス
•CR-5000 Board Designer（図研） 3ライセンス
•CR-5000 PWS（図研） 5台
•DK-Magic（ユニテク） 3ライセンス

•伝送線路解析ソフトウェア（SI）
　HyperLynx SI GHｚ（メンター・グラフィックス）
•電源品質解析ソフトウェア（PI）
　HyperLynx PI（メンター・グラフィックス）
•EMI抑制設計支援ツール
　DEMITAS NX（NEC）
•回路入力用
　OrCAD（cadence）

同一CADによる二人以上での同時並行設
計が可能で設計時間の短縮が可能！
これらのCADシステムは全てビュアーによ
る検図・各種データ出力が可能となります。

基板製造については、高多層基板、IVH、
PIV、ビルドアップ、フレキ基板や、レジスト
も各色をご用意、あらゆる仕様にお応えい
たしますので、先ずはお問い合わせくださ
い！

《開発実績》
各種無線通信機器、高速画像信号処理、自動運転用高速画像処理、微小信号を取り扱うセンサー機器、レーザー
機器、GPS機器、高級オーディオ等、多電源基板、アナログ機器から、最先端のデジタル機器まであらゆる分野の
製品開発に携わってきております。
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電子機器受託製造

●在庫の流れ

タクミ商事株式会社
（EMS（電子機器受託製造）のご案内）
●設立：1976年　●本社：東京都新宿区

●URL：http://www.takumic.co.jp/

タクミ商事は完成品まで承ります。
電子部品商社として長年培ったノウハウを活かし、部品の調達から基板実装、組み立てまで対応可能です。

サービス

サポート担当 ： 宇都宮営業所                   TEL.028-651-1571
                    首都圏営業部 電子営業2課 TEL.03-3343-9718
                    大阪支店 電子営業3課       TEL.06-4394-8007

●電子部品の総合商社として、長年培った情報ネットワークを活かした適切な部品を提案！
　国内・海外メーカー1400社以上を取扱い、自社在庫は常時22,000点以上を保有。
●調達・納期・品質・実装・組立・検査等の管理を含めた間接業務を一括サポート！
　間接業務（人件費/輸送費/在庫管理費等）費を無くす事によるTOTALコストの低減。
●小量・多品種・短納期といった産業機器のお客様をこれまでの商社部門同様にサポート！
　生産台数は、試作を含め1台からでもOK。
●弊社在庫が活用出来るように代替品を提案、案件終了時の引取り在庫軽減をサポート！
　余剰在庫はWeb公開、他社で販売量が増加すれば、弊社の通常在庫に切替。
●実装工場は、関東近郊から中国地方にあり大手メーカーの実績もある協力工場！
　グループ会社の北陽電子（株）では、少LOT・多品種・短納期をサポート。
●北陽電子（株）、サンケン（株）がグループに加わり、これまで以上のサポートを実現！
　実装を始め、各種ハーネス加工・板金筐体・組立・検査等の完成品まで弊社一括サポート。

《弊社生産実績例》
データロガ、 LED指示器、 流量計、 計測機、 モータードライバー、 カーナビキット、  オゾナイザー、
噴射器・GPSモジュール、 液体急速冷凍機、 その他

調達 販売管理
基板実装

ケーブル加工

機器組み立て

商社/加工

書込み テーピング

EMS

御見積 部品選定
（最適化）

PB基板
設計・製作

部品調達
在庫保管
（加工）

在庫保管 余剰在庫
の販売

余剰在庫
販売数量
増加

余剰在庫
Web公開

当社
通常在庫に
切替

出荷/納品 組立/検査 実装/検査 実装工場
部材配送

●製造業務の流れ
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プリント基板設計・製造

タクミ商事株式会社
（プリント基板設計・製造）
●設立：1976年　●本社：東京都新宿区

●URL：http://www.takumic.co.jp/

PCBの設計から製造まで承ります。
微弱なアナログ回路からGbpsクラスの超高速デジタル回路まで、太く・短く・コンパクトなデザインから等長配線、等遅
延配線、シールド配線、差動配線を含めた特性インピーダンスをコントロールした配線など、蓄え続けたノウハウと経験
から最適なボードデザインを提供させていただきます。

サービス

サポート担当 ： 宇都宮営業所                   TEL.028-651-1571
                    首都圏営業部 電子営業2課 TEL.03-3343-9718
                    大阪支店 電子営業3課       TEL.06-4394-8007

●弊社委託先ＣＡＤシステム
•CR-8000 Design Force（図研） 3ライセンス
•CR-5000 Board Designer（図研） 3ライセンス
•CR-5000 PWS（図研） 5台
•DK-Magic（ユニテク） 3ライセンス

•伝送線路解析ソフトウェア（SI）
　HyperLynx SI GHｚ（メンター・グラフィックス）
•電源品質解析ソフトウェア（PI）
　HyperLynx PI（メンター・グラフィックス）
•EMI抑制設計支援ツール
　DEMITAS NX（NEC）
•回路入力用
　OrCAD（cadence）

同一CADによる二人以上での同時並行設
計が可能で設計時間の短縮が可能！
これらのCADシステムは全てビュアーによ
る検図・各種データ出力が可能となります。

基板製造については、高多層基板、IVH、
PIV、ビルドアップ、フレキ基板や、レジスト
も各色をご用意、あらゆる仕様にお応えい
たしますので、先ずはお問い合わせくださ
い！

《開発実績》
各種無線通信機器、高速画像信号処理、自動運転用高速画像処理、微小信号を取り扱うセンサー機器、レーザー
機器、GPS機器、高級オーディオ等、多電源基板、アナログ機器から、最先端のデジタル機器まであらゆる分野の
製品開発に携わってきております。
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電子機器受託製造

●在庫の流れ

タクミ商事株式会社
（EMS（電子機器受託製造）のご案内）
●設立：1976年　●本社：東京都新宿区

●URL：http://www.takumic.co.jp/

タクミ商事は完成品まで承ります。
電子部品商社として長年培ったノウハウを活かし、部品の調達から基板実装、組み立てまで対応可能です。

サービス

サポート担当 ： 宇都宮営業所                   TEL.028-651-1571
                    首都圏営業部 電子営業2課 TEL.03-3343-9718
                    大阪支店 電子営業3課       TEL.06-4394-8007

●電子部品の総合商社として、長年培った情報ネットワークを活かした適切な部品を提案！
　国内・海外メーカー1400社以上を取扱い、自社在庫は常時22,000点以上を保有。
●調達・納期・品質・実装・組立・検査等の管理を含めた間接業務を一括サポート！
　間接業務（人件費/輸送費/在庫管理費等）費を無くす事によるTOTALコストの低減。
●小量・多品種・短納期といった産業機器のお客様をこれまでの商社部門同様にサポート！
　生産台数は、試作を含め1台からでもOK。
●弊社在庫が活用出来るように代替品を提案、案件終了時の引取り在庫軽減をサポート！
　余剰在庫はWeb公開、他社で販売量が増加すれば、弊社の通常在庫に切替。
●実装工場は、関東近郊から中国地方にあり大手メーカーの実績もある協力工場！
　グループ会社の北陽電子（株）では、少LOT・多品種・短納期をサポート。
●北陽電子（株）、サンケン（株）がグループに加わり、これまで以上のサポートを実現！
　実装を始め、各種ハーネス加工・板金筐体・組立・検査等の完成品まで弊社一括サポート。

《弊社生産実績例》
データロガ、 LED指示器、 流量計、 計測機、 モータードライバー、 カーナビキット、  オゾナイザー、
噴射器・GPSモジュール、 液体急速冷凍機、 その他

調達 販売管理
基板実装

ケーブル加工

機器組み立て

商社/加工

書込み テーピング

EMS

御見積 部品選定
（最適化）

PB基板
設計・製作

部品調達
在庫保管
（加工）

在庫保管 余剰在庫
の販売

余剰在庫
販売数量
増加

余剰在庫
Web公開

当社
通常在庫に
切替

出荷/納品 組立/検査 実装/検査 実装工場
部材配送

●製造業務の流れ
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プリント基板実装、組立配線

サポート担当 ： 宇都宮営業所                   TEL.028-651-1571
                    首都圏営業部 電子営業2課 TEL.03-3343-9718
                    大阪支店 電子営業3課       TEL.06-4394-8007

北陽電子株式会社

●設立：1996年4月11日　●瑞穂工場：東京都西多摩郡瑞穂町

●URL：http://www.hokuyou-dk.co.jp

北陽電子は、多層プリント基板からフレキシブル基板の試作実装、量産実装、改修、改造、総合組立、リワーク作業まで、幅
広く対応いたします。

サービス

●プリント基板部品実装
効率的かつ安心な高精度実装を実現します。マウンター実装では、高精度な
マウンター、N2リフロー、画像検査装置により少量多品種及びリピート品に
至るまでの実装を行っております。また、ピンポイントでフラックス塗布する
フラクサーを内蔵したポイントハンダ付け装置により、基板下面に自動で必
要箇所のみにフラックス塗布し、噴流ノズルにて正確かつ安定的なハンダ付
け作業を行うことが可能です。

●基板1枚の実装から量産品まで対応　
●大型基板対応 400mm×500mm
●0402サイズから、BGA、CSP、QFP、他、高さ最大20mmまで対応
●1005チップサイズまでのC・R部品の定数電気検証機能搭載マウンター
　（リールカット品対応も可能）

●改修、リワーク作業
改修、リワーク作業は、お客様の大切な製品をお預かりしての作業となりま
す。弊社は、数々の経験から成功率の高い作業の実績がございます。高度な
リワーク技術を必要とするBGAリワーク。リボール、BGAからのジャンパー
接続並びに、サーマルパット付IC交換等、お困りになっている作業がございま
したら、1度ご相談下さい。

●BGAリワーク　●リボール　●BGAジャンパー接続　●部品交換　
●ジャンパー配線

●試作基板実装　※短納期に可能な限り対応致します。
試作実装におきましてもリピート時と同様な取組みで品質を確保しておりま
す。弊社では、必ずお客様専用の実装作業手順書を作成し実装の詳細が把
握出来る図面にて、実装作業及び品質管理を行っております。同時に、作業
記録票にて、工程の進捗管理及び作業者の明確化で、トレーサビリティ並び
に問題のフィードバックに役立てております。

●総合組立
総合組立では、実装基板の筐体組込み、配線作業、調整検査による製品化が
一貫して対応可能です。

●ハーネス　●ケーブル加工　●筐体　●配線　●調整　●検査

●マウンター実装

●挿入部品ハンダ付け

所有設備

●リワークステーション RD-500Ⅱ
●BGAリワーク実装機
●洗浄装置 YC-081120
●高速自動外観検査機 BF-10BT
●PSA式 窒素ガス発生装置
●自然対流式定温恒温器 EPN-115

●チップマウンター MY-15E
●チップマウンター MY-100SXE
●N2リフロー（鉛フリー）TNP40-577PM
●鉛フリー対応 自動ハンダ付け装置 SPF2-400
●有鉛自動ハンダ付け装置　●ハンダ付けロボット
●ポイント噴流ハンダ付け装置（タクロボ）ULTIMA-NEO-L

サポート担当 ： 宇都宮営業所                   TEL.028-651-1571
                    首都圏営業部 電子営業2課 TEL.03-3343-9718
                    大阪支店 電子営業3課       TEL.06-4394-8007

サンケン株式会社

●設立：1959年 　●瑞穂工場：新潟県魚沼市

●URL：https://www.sanken-kabu.jp

サンケン株式会社は、電子機器製品のサプライヤーとして、およそ60年の歴史をもつ企業です。 国内初のポケットベル
開発メーカーの協力工場として、開発支援から国内外向け製品の量産を行い、大手メーカーとの生産競争の中で培った
製造技術で幅広い製品に対応いたします。

サービス

●業務内容（電子機器製造）
①各種プリント基板の実装
車載用試作基板を中心に、投光器の電源基板、医療機器用基板など様々な

基板を１枚から量産ロットの実装を行っております。

②電源ユニット製造
投光機用安定化電源ユニットを、基板実装から配線、   組立、検査全般、防水

(コーティング)加工 、完成までの全工程を行っています。　　

③その他
お客様のニーズにより、基板作製、板金加工等、各種電子機器の製造を行っ

ております。

●所有設備
①実装ライン（0603～対応） 2ライン
チップマウンター（3連結）で、半田印刷及び接着材塗布からリフローまでの

実装を２ラインで行っており、ロット数の多い量産対応も得意としておりま

す。

②画像検査機
●部品実装状態検査（欠品，誤実装，位置ズレ，極性）

●半田付け状態検査（未半田，ブリッジ，フィレット）

③マイクロスコープ
高倍率で極小チップ、ファインピッチQFP端子等の実装状態を360度斜め

方向から確認できます。

④送風定温恒温器（４台）
電子部品ベーキング及びコーティング材固着作業

⑤窒素ガス発生機
⑥デシケーター

●協力工場（2社）
ＤＩＰ作業、総合組立て等を得意とした専属協力工場が近所に在り、幅広いニ

ーズに低コストで対応しております。

●工場外観 

●実装ライン

●画像検査器

●マイクロスコープ

写真：1005チップを倍率140倍で撮影
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サポート担当 ： 宇都宮営業所                   TEL.028-651-1571
                    首都圏営業部 電子営業2課 TEL.03-3343-9718
                    大阪支店 電子営業3課       TEL.06-4394-8007

北陽電子株式会社

●設立：1996年4月11日　●瑞穂工場：東京都西多摩郡瑞穂町

●URL：http://www.hokuyou-dk.co.jp

北陽電子は、多層プリント基板からフレキシブル基板の試作実装、量産実装、改修、改造、総合組立、リワーク作業まで、幅
広く対応いたします。

サービス

●プリント基板部品実装
効率的かつ安心な高精度実装を実現します。マウンター実装では、高精度な
マウンター、N2リフロー、画像検査装置により少量多品種及びリピート品に
至るまでの実装を行っております。また、ピンポイントでフラックス塗布する
フラクサーを内蔵したポイントハンダ付け装置により、基板下面に自動で必
要箇所のみにフラックス塗布し、噴流ノズルにて正確かつ安定的なハンダ付
け作業を行うことが可能です。

●基板1枚の実装から量産品まで対応　
●大型基板対応 400mm×500mm
●0402サイズから、BGA、CSP、QFP、他、高さ最大20mmまで対応
●1005チップサイズまでのC・R部品の定数電気検証機能搭載マウンター
　（リールカット品対応も可能）

●改修、リワーク作業
改修、リワーク作業は、お客様の大切な製品をお預かりしての作業となりま
す。弊社は、数々の経験から成功率の高い作業の実績がございます。高度な
リワーク技術を必要とするBGAリワーク。リボール、BGAからのジャンパー
接続並びに、サーマルパット付IC交換等、お困りになっている作業がございま
したら、1度ご相談下さい。

●BGAリワーク　●リボール　●BGAジャンパー接続　●部品交換　
●ジャンパー配線

●試作基板実装　※短納期に可能な限り対応致します。
試作実装におきましてもリピート時と同様な取組みで品質を確保しておりま
す。弊社では、必ずお客様専用の実装作業手順書を作成し実装の詳細が把
握出来る図面にて、実装作業及び品質管理を行っております。同時に、作業
記録票にて、工程の進捗管理及び作業者の明確化で、トレーサビリティ並び
に問題のフィードバックに役立てております。

●総合組立
総合組立では、実装基板の筐体組込み、配線作業、調整検査による製品化が
一貫して対応可能です。

●ハーネス　●ケーブル加工　●筐体　●配線　●調整　●検査

●マウンター実装

●挿入部品ハンダ付け

所有設備

●リワークステーション RD-500Ⅱ
●BGAリワーク実装機
●洗浄装置 YC-081120
●高速自動外観検査機 BF-10BT
●PSA式 窒素ガス発生装置
●自然対流式定温恒温器 EPN-115

●チップマウンター MY-15E
●チップマウンター MY-100SXE
●N2リフロー（鉛フリー）TNP40-577PM
●鉛フリー対応 自動ハンダ付け装置 SPF2-400
●有鉛自動ハンダ付け装置　●ハンダ付けロボット
●ポイント噴流ハンダ付け装置（タクロボ）ULTIMA-NEO-L

サポート担当 ： 宇都宮営業所                   TEL.028-651-1571
                    首都圏営業部 電子営業2課 TEL.03-3343-9718
                    大阪支店 電子営業3課       TEL.06-4394-8007

サンケン株式会社

●設立：1959年 　●瑞穂工場：新潟県魚沼市

●URL：https://www.sanken-kabu.jp

サンケン株式会社は、電子機器製品のサプライヤーとして、およそ60年の歴史をもつ企業です。 国内初のポケットベル
開発メーカーの協力工場として、開発支援から国内外向け製品の量産を行い、大手メーカーとの生産競争の中で培った
製造技術で幅広い製品に対応いたします。

サービス

●業務内容（電子機器製造）
①各種プリント基板の実装
車載用試作基板を中心に、投光器の電源基板、医療機器用基板など様々な

基板を１枚から量産ロットの実装を行っております。

②電源ユニット製造
投光機用安定化電源ユニットを、基板実装から配線、   組立、検査全般、防水

(コーティング)加工 、完成までの全工程を行っています。　　

③その他
お客様のニーズにより、基板作製、板金加工等、各種電子機器の製造を行っ

ております。

●所有設備
①実装ライン（0603～対応） 2ライン
チップマウンター（3連結）で、半田印刷及び接着材塗布からリフローまでの

実装を２ラインで行っており、ロット数の多い量産対応も得意としておりま

す。

②画像検査機
●部品実装状態検査（欠品，誤実装，位置ズレ，極性）

●半田付け状態検査（未半田，ブリッジ，フィレット）

③マイクロスコープ
高倍率で極小チップ、ファインピッチQFP端子等の実装状態を360度斜め

方向から確認できます。

④送風定温恒温器（４台）
電子部品ベーキング及びコーティング材固着作業

⑤窒素ガス発生機
⑥デシケーター

●協力工場（2社）
ＤＩＰ作業、総合組立て等を得意とした専属協力工場が近所に在り、幅広いニ

ーズに低コストで対応しております。

●工場外観 

●実装ライン

●画像検査器

●マイクロスコープ

写真：1005チップを倍率140倍で撮影
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タクミ商事株式会社
（制御盤設計（ソフト、盤製作・施工を含む））
●設立：2007年　●埼玉工場：タクミ商事物流センター敷地内

●連絡先：タクミ商事(株)上尾営業所

タクミ商事は制御盤の仕様打ち合わせから、ソフト設計、ハード設計、製作まで社内で一環しています。

●主要取引メーカ
三菱電機、オムロン、IDEC、富士電機、吉田電気、春日電機 等

●受注から製作までの流れ

設備

AｕｔｏCAD Eｌｅｃｔｒｉｃａｌ 2式 自動ケーブル切断機/ストリッパー彫刻機（銘板作成等）

制御盤内部自立電気炉制御盤

お
客
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と
の
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せ
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客
様
と
の
最
終
仕
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認
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サービス

サポート担当 ： 上尾営業所 TEL.048-776-5601

制御盤設計（ソフト・盤製作・施工） クラウドバックアップサービス

サポート担当 ： 情報システム部 TEL.03-3343-9722

AOSデータ株式会社

●設立：2015年4月　●本社：東京都港区

●URL：https://aosdata.co.jp

AOSデータは、データを安全に保管し、デジタル資産の活用と管理をお手伝いする「データアセット マネジメント」の
No.1企業を目指します。 データトラブル予防対策の「クラウドバックアップ」、データメンテナンスの「データ復元」「デー
タ抹消」「データ移行」、データトラブル事後対策の「データ復旧サービス」、データをトラブルから守る「データセキュリテ
ィ」などのデータ管理製品とサービスをご提供いたします。

サービス

AOSBOXは、個人・法人向けの自動クラウドバックアップサービスです。 短期的なデータバックアップから、長期的な
保管・再利用するデータアーカイブまで、お客様のニーズに応じて幅広いプランをご用意しております。

自然災害リスク
自然災害（地震・水没）、 揺れの影
響による ハードディスク障害。（ス
クラッチ現象）

ウイルスソフト
マルウエアやランサムウェア等の
新たなウイルス感染によるデータ
消失。

ハードウエア故障
外付けHDD（RAID）における物理
障害や論理障害によるデータ消
失。

紛失・盗難
エンドポイントがノートPC、スマホ
へ。 環境の変化にv伴い発生する
ハードの紛失、盗難。

バックアップ漏れ
バックアップを忘れていた等の判
断・対応を個人に委ねるデータ管
理環境。

データ入替
Windows7から10への移行等、
OSのサポート終了に伴うデータの
入替作業。

全自動クラウドバックアップ
バックアップしたいデータを選択
し、スジュ ール設定を行えば自動
でバックアップします。

選べるバックアップ方法
データ復元速度が速い「通常ストレ
ージ」と復元時間は要しますが安価
な「コールドストレージ」を選ぶこと
ができます。

通常ストレージ
●データ復元速度が速い
●普段の業務データに最適
●複数のユーザ間でデータ共有

コールドストレージ
●データ復元に時間がかかる
●大量データの長期保存に最適
●価格が安い

コールドストレージの
お客様にオススメ！

デュアルバックアップ
クラウドバックアップを行うタイミ
ングで、外付けHDDにも自動でコ
ピーができます。

シンプルな世代管理と復元
バックアップの世代数を任意に設
定、また、 3ステップで復元、ダウン
ロードができます。

明瞭な定額料金
データの出し入れに伴う課金はな
く、契約容量の範囲内であれば、毎
月の利用料は一定です。

安心の保守サポート
基本料金に保守サポートが含まれ
ており、困ったときも安心の利用環
境です。
※保守サポート紹介ページをご参照願います。

AOSBOX Businessは、事業内容、事業規模に関わらず、
より簡単に、よりコストパフォーマンス良く、データを自動バックアップいたします。

AOSBOXなら、データセキュリティに関する様々な課題を解決します。
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AOSBOXは、個人・法人向けの自動クラウドバックアップサービスです。 短期的なデータバックアップから、長期的な
保管・再利用するデータアーカイブまで、お客様のニーズに応じて幅広いプランをご用意しております。

自然災害リスク
自然災害（地震・水没）、 揺れの影
響による ハードディスク障害。（ス
クラッチ現象）

ウイルスソフト
マルウエアやランサムウェア等の
新たなウイルス感染によるデータ
消失。
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バックアップ漏れ
バックアップを忘れていた等の判
断・対応を個人に委ねるデータ管
理環境。

データ入替
Windows7から10への移行等、
OSのサポート終了に伴うデータの
入替作業。

全自動クラウドバックアップ
バックアップしたいデータを選択
し、スジュ ール設定を行えば自動
でバックアップします。

選べるバックアップ方法
データ復元速度が速い「通常ストレ
ージ」と復元時間は要しますが安価
な「コールドストレージ」を選ぶこと
ができます。

通常ストレージ
●データ復元速度が速い
●普段の業務データに最適
●複数のユーザ間でデータ共有

コールドストレージ
●データ復元に時間がかかる
●大量データの長期保存に最適
●価格が安い

コールドストレージの
お客様にオススメ！

デュアルバックアップ
クラウドバックアップを行うタイミ
ングで、外付けHDDにも自動でコ
ピーができます。

シンプルな世代管理と復元
バックアップの世代数を任意に設
定、また、 3ステップで復元、ダウン
ロードができます。

明瞭な定額料金
データの出し入れに伴う課金はな
く、契約容量の範囲内であれば、毎
月の利用料は一定です。

安心の保守サポート
基本料金に保守サポートが含まれ
ており、困ったときも安心の利用環
境です。
※保守サポート紹介ページをご参照願います。

AOSBOX Businessは、事業内容、事業規模に関わらず、
より簡単に、よりコストパフォーマンス良く、データを自動バックアップいたします。

AOSBOXなら、データセキュリティに関する様々な課題を解決します。
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タクミ商事株式会社
（システム構築）
●設立：1976年　●本社：東京都新宿区

●URL：http://www.takumic.co.jp/

貴社の改善点を把握し、適切なシステム基盤をご提供します。
問題点の顕在化、改善計画の検討、段階的システム導入など、ニーズにお応えします。

サポート担当 ： 情報システム部 TEL.03-3343-9722

●システム構築・物流ソリューション

◎在庫の集中管理により全社での効率的な在庫コントロールが可能です。
◎機会損失を未然に防ぎスムーズな運用を実現します。
◎ロケーション在庫管理の徹底のため、庫内業務の標準化を実現します。
◎iPadやHHT画面の指示に従った作業となるため、専任者の経験や勘に頼らず誰でも作業が可能です。

仕
入
先

入
荷
登
録

入
荷
予
定 入

荷
検
品

ピ
ッ
キ
ン
グ

出
荷
検
品

棚移動

ロケーション管理

在庫把握・照会

進捗管理

出荷レサビリティ入
荷
実
績

在
庫
登
録

入
荷
検
品

棚
入

ロ
ケ
ー
シ
ョ
ン
移
動

棚
卸（一斉
・循
環
）

欠
品
調
査

出
荷
指
示

ピ
ッ
キ
ン
グ

仕
訳

出
荷
検
品

納
品
書
発
行

出
荷
登
録

納
品
先

サービス

棚入荷検品 在庫管理 出荷管理

上位システム連携

仕入先

出荷先

情報システム 情報システム

タクミ商事株式会社
（システム構築）
●設立：1976年　●本社：東京都新宿区

●URL：http://www.takumic.co.jp/

様々なサービスをご提供します。

●IT資産のリスクマネジメントが必須な時代です！
企業内のＩＴ資産をさまざまなリスクから守るため、クラウド・RDXなどへのバックアップの自動運用を
ご提供します。 これまで培ってきたノウハウでお客様のリスクマネジメントをトータルにサポートします。

●トナーカートリッジリサイクルサービス
リサイクルトナーカートリッジ「エクシア」は、品質面と経済面において抜群のパフォーマンスをご提供いた
します。信頼のブランド「エクシア」を是非ともお試し下さい。

サービス

サポート担当 ： 情報システム部 TEL.03-3343-9722

リスク対策手法

Cloudバックアップ

ランサムウェア対策

RDXバックアップ

トータルサポート

受注 発注
管理 人事

経理
入荷

仕入

出荷

売上

世界標準の品質規格
STMC認証取得
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情報システム

タクミ商事株式会社
（システム構築）
●設立：1976年　●本社：東京都新宿区

●URL：http://www.takumic.co.jp/

貴社のオンプレミス環境を把握し、適切なクラウド環境をご提供します。
ＡＷＳクラウドの設計から運用管理まで一貫してお任せください。

サービス

●クラウド構築サービス
•オンプレミスのサーバー等をクラウドで構築します。
•クラウドへの接続は企業内端末に限定し構築可能です。
•クラウド運用の代行サービスを行います。

•サーバー環境（業務サーバー・勘定系サーバー）の構築
•データベースサーバー環境の構築
•ファイルサーバー・バックアップ環境の構築
•社内・クラウド間のＶＰＮ環境の構築

サポート担当 ： 情報システム部 TEL.03-3343-9722

オンプレミス

ＡＷＳクラウド構築イメージ

ＡＷＳ Cloud

本社 支店 物流

Internet

EC2 RDS Lambda S3 VPN

AWSクラウドイメージ

タクミ商事株式会社
（セミコンボックス）
●設立：1999年4月　●本社：東京都新宿区

●URL：https://www.semiconbox.com/

半導体製品、電子部品、スイッチング電源などを扱うエレクトロニクスの専門商社、タクミ商事株式会社が運営する、半導
体製品、電子部品の通販サイトです。

サービス

サポート担当 ： 海外営業部 TEL.03-3343-9612

●自社物流センターより高品質な製品を短納期でお届けします。
数十万点におよぶ、国内外を含めたメーカーの半導体製品、電子部品を簡単に在庫検索、見積、購入が可
能です。また、EPSON SG8000シリーズ（高性能水晶デバイス）書込みサービスもセミコンボックスか
ら可能です。ご希望の周波数・パッケージを専用のオンラインフォームに入力していただくだけで、サンプ
ル品、量産品問わず短納期対応します。
•オーダーは24時間可能。　•各種クレジットカード、代引き、銀行振込に対応。
•4,000円（税抜）以上のご注文で送料無料。
•月～金曜日・午前中までの注文 ⇒ 当日出荷　•金曜日・締切り後～土･日 ⇒ 月曜日出荷

半導体電子部品通販サイト セミコンボックス
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情報システム

タクミ商事株式会社
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（セミコンボックス）
●設立：1999年4月　●本社：東京都新宿区

●URL：https://www.semiconbox.com/

半導体製品、電子部品、スイッチング電源などを扱うエレクトロニクスの専門商社、タクミ商事株式会社が運営する、半導
体製品、電子部品の通販サイトです。

サービス

サポート担当 ： 海外営業部 TEL.03-3343-9612

●自社物流センターより高品質な製品を短納期でお届けします。
数十万点におよぶ、国内外を含めたメーカーの半導体製品、電子部品を簡単に在庫検索、見積、購入が可
能です。また、EPSON SG8000シリーズ（高性能水晶デバイス）書込みサービスもセミコンボックスか
ら可能です。ご希望の周波数・パッケージを専用のオンラインフォームに入力していただくだけで、サンプ
ル品、量産品問わず短納期対応します。
•オーダーは24時間可能。　•各種クレジットカード、代引き、銀行振込に対応。
•4,000円（税抜）以上のご注文で送料無料。
•月～金曜日・午前中までの注文 ⇒ 当日出荷　•金曜日・締切り後～土･日 ⇒ 月曜日出荷

半導体電子部品通販サイト セミコンボックス
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社　　名　タクミ商事株式会社
英 訳 名　TAKUMI SHOJI CO., LTD.
設　　立　昭和51年(1976年) 4月2日
資 本 金　1億円
事業内容　• 半導体・電子部品、音響機器及び測定装置の販売
　　　　　• インターネット等のネットワークを利用した通信販売
　　　　　• 録音スタジオの経営、映像・音楽（Video、DVD等）
　　　　　• 企画製作・販売
　　　　　• 録音スタジオの設計、施工
取引銀行　• 三菱UFJ銀行　新宿通支店
　　　　　• 三井住友銀行　新宿通支店
　　　　　• みずほ銀行　新宿中央支店

■会社概要

物流センター

新宿スクエアタワー（タクミ商事本社 29F）
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取り扱いメーカー及びアイテム

P5

P16

P17

P18

P19
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P21
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P23

P24

P6

P7

P8

P25

P26

P7

P12

P15

アイテムメーカー

P9

セイコーエプソン株式会社

セイコーエプソン株式会社

センチュリー・システムズ株式会社

株式会社 キョーパル

Etron Technology, Inc.

Lyontek Inc.

ノリタケ伊勢電子株式会社

株式会社 三共社

株式会社 磁気研究所

株式会社 磁気研究所

SILICON POWER Computer & Communications Inc.

ソリッドギア株式会社

サン電子工業株式会社

オータックス株式会社

株式会社 ザクティエンジニアリングサービス

Shenzhen Feasycom Technology Co., Ltd.

GigaDevice Semiconductor（Beijing）Inc.

Intelligo Technology Inc.

ITON Technology Corp.

Resurgent Semiconductor

信華

VITZRO CELL, Co., Ltd.

株式会社 モステクノ

ALLIANCE MEMORY, Inc

ERNI Electronics

水晶デバイス

IMU（慣性計測ユニット）/3軸デジタル加速度計

通信機器

モーションコントロールIC

DRAM

SRAM

VFD

液晶ディスプレイ

ストレージ製品

データ復旧、変換、消去サービス

ストレージ製品

ストレージ製品

コンデンサ

スイッチ

カメラ

Bluetoothモジュール

Flashメモリー、マイコン 他

ノイズキャンセラー

Bluetoothモジュール 他

AFEセンサー、アンプ 

高周波トランス、EMIチョークコイル 他

リチウム電池

小型カメラ

SRAM、SDRAM

コネクター

P10

P11

P14

P3

P4

P13

MEMO
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■海外ネットワーク所在地

TAKUMI ELECTRONICS （H.K.） CO., LTD.

　　　　　　 Units 713-713A, 7/F., Trade Square, No.681 Cheung Sha Wan Road. Kowloon, Hong Kong

                    TEL.852-2620-6262　FAX.852-2620-6222

SFO TAKUMI INC.

                    970 Rincon Circle, San Jose, CA 95131

                    TEL.408-435-7500　FAX.408-435-7505

TAKUMI SINGAPORE PTE. LTD.

                   1 Rochor Canal Road #02-11 Sim Lim Square Singapore 188504

                    TEL.65-6336-9105　FAX.65-6337-9170 

TAKUMI SHANGHAI INTEGRATED CIRCUIT CO., LTD.

                    Room805, Tomson Centre, Building No. B, No.188, Zhang yang Road, Pu dong District, Shanghai, 

                   Postal Code : 200122 China

                    TEL.86-21-5840-8299　FAX.86-21-5840-1590

TAKUMI SHANGHAI INTEGRATED CIRCUIT CO., LTD. SHENZHEN OFFICE

                   Room 621, Block B, World Financial Center, 118, Shennan

                   East Road, Luohu District, Shenzhen,China

                   TEL.0755-8234-3080

本　　　　社　〒163-1129  東京都新宿区西新宿6-22-1 新宿スクエアタワー29F　 TEL.03-3343-9630（代）　FAX.03-3343-9621

新  宿  支  店　〒160-0023  東京都新宿区西新宿6-14-1 新宿グリーンタワービル16階　TEL.03-3343-9724（代）　FAX.03-3343-9725

大  阪  支  店　〒550-0005  大阪府大阪市西区西本町1-3-10 信濃橋富士ビル6F　  TEL.06-4394-8000（代）　FAX.06-4394-8210

上  尾  支  店　〒362-0036  埼玉県上尾市宮本町5-18 三協堂ビル2F,3F　             TEL.048-776-5601（代）　FAX.048-776-5621

仙 台 営 業 所　〒980-0021  宮城県仙台市青葉区中央2-10-12 仙台マルセンビル7F　TEL.022-796-2201（代）　FAX.022-224-3688

長 岡 営 業 所　〒946-0057  新潟県魚沼市中島316-1 サンケン（株）内　　　　　　  TEL.050-3698-4507（代） FAX.025-792-7391 

宇都宮営業所　〒320-0811  栃木県宇都宮市大通り2-3-1 井門宇都宮ビル7F　        TEL.028-651-1571（代）　FAX.028-651-1572

高 崎 営 業 所　〒370-0828  群馬県高崎市宮元町227 高崎ステージビル8F　　       TEL.027-384-2511（代）　FAX.027-326-5281

厚 木 営 業 所　〒243-0018  神奈川県厚木市中町3-15-4 厚木ＮＩビル3F　               TEL.046-223-7011（代）　FAX.046-223-7012

松 本 営 業 所　〒390-0811  長野県松本市中央2-1-27 松本本町第一生命ビルディング2F　TEL.0263-39-6071（代）　FAX.0263-33-6009

北 陸 営 業 所　〒920-0025  石川県金沢市駅西本町1-14-29 サン金沢ビル9F　　　  TEL.076-223-3051（代）　FAX.076-223-3053

名古屋営業所　〒460-0003  愛知県名古屋市中区錦2-14-21 円山ニッセイビル14F　TEL.052-212-7830（代）　FAX.052-218-3930

京 都 営 業 所　〒604-8223  京都府京都市中京区新町通四条上ル小結棚町428 新町アイエスビル6F　TEL.075-251-8650（代）　FAX.075-251-8653

岡 山 営 業 所　〒700-0904  岡山県岡山市北区柳町2-6-25 朝日生命岡山柳町ビル11F　TEL.086-201-1178（代）　FAX.086-227-9309

福 山 営 業 所　〒720-0801  広島県福山市入船町1-5-22 朝日生命福山ビル3F　     TEL.084-932-7955（代）　FAX.084-921-4714

松 江 営 業 所　〒690-0816  島根県松江市北陵町52-2 ゆめっくす北陵 2F23号室　TEL.0852-60-2295（代）　FAX.0852-60-2296

福 岡 営 業 所　〒812-0013  福岡県福岡市博多区博多駅東1-9-11 大成博多駅東ビル2F　TEL.092-433-5311（代）　FAX.092-414-1370

伊勢原センター　〒259-1121  神奈川県伊勢原市下落合626-16　　　　　　　　　　 TEL.0463-96-5964（代）　FAX.0463-96-2309

所沢物流センター　〒359-1164  埼玉県所沢市三ヶ島3-1156-1　            　　　　　    TEL.04-2948-2801（代）　FAX.04-2948-4583

タクミ商事は、顧客密着型・地域密着型を基本としており、お客様の求めている部材調達を目指しております。お客様の製品開発動向や生産計画を基

に、設計/開発段階から製品化へと、先を見据えた最適な製品・技術情報やサポートを迅速に提供し、物流センターと自社独自の最新情報システムに

よる管理体制で商品の安定供給を実現いたします。

事業内容　●半導体・電子部品、音響機器及び測定装置の販売　●インターネット等のネットワークを利用した通信販売　●企画製作・販売
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〒214-0014  神奈川県川崎市多摩区登戸3508 コアクレスト登戸1F　

TEL.044-934-0034（代）　FAX.044-934-0017・0788

 

〒183-0013  東京都府中市小柳町2-32-3

TEL.042-336-6281（代）　FAX.042-336-6285

エレクトロニクス総合商社

株式会社
■国内関連会社所在地


