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製品型番 主な仕様 特長

5A3.3S 入力電圧5V、　出力電圧3.3V、　出力電力1W 小型　
5A5S 入力電圧5V、　出力電圧5V、　出力電力1W 小型　

5A5.2S 入力電圧5V、　出力電圧5.2V、　出力電力1W 小型　
5A9S 入力電圧5V、　出力電圧9V、　出力電力1.25W 小型　
5A12S 入力電圧5V、　出力電圧12V、　出力電力1.25W 小型　
5A15S 入力電圧5V、　出力電圧15V、　出力電力1.25W 小型　
5A24S 入力電圧5V、　出力電圧24V、　出力電力1.25W 小型　
5A28S 入力電圧5V、　出力電圧28V、　出力電力1.25W 小型　
5A48S 入力電圧5V、　出力電圧48V、　出力電力1.25W 小型　

5A100S† 入力電圧5V、　出力電圧100V、　出力電力1.25W 小型　
5A150S† 入力電圧5V、　出力電圧150V、　出力電力1.25W 小型　
5A200S† 入力電圧5V、　出力電圧200V、　出力電力1.25W 小型　
5A250S† 入力電圧5V、　出力電圧250V、　出力電力1.25W 小型　
12A3.3S 入力電圧12V、　出力電圧3.3V、　出力電力1W 小型　
12A5S 入力電圧12V、　出力電圧5V、　出力電力1W 小型　

12A5.2S 入力電圧12V、　出力電圧5.2V、　出力電力1W 小型　
12A9S 入力電圧12V、　出力電圧9V、　出力電力1.25W 小型　
12A12S 入力電圧12V、　出力電圧12V、　出力電力1.25W 小型　
12A15S 入力電圧12V、　出力電圧15V、　出力電力1.25W 小型　
12A24S 入力電圧12V、　出力電圧24V、　出力電力1.25W 小型　
12A28S 入力電圧12V、　出力電圧28V、　出力電力1.25W 小型　
12A48S 入力電圧12V、　出力電圧48V、　出力電力1.25W 小型　

12A100S† 入力電圧12V、　出力電圧100V、　出力電力1.25W 小型　
12A150S† 入力電圧12V、　出力電圧150V、　出力電力1.25W 小型　
12A200S† 入力電圧12V、　出力電圧200V、　出力電力1.25W 小型　
12A250S† 入力電圧12V、　出力電圧250V、　出力電力1.25W 小型　
15A3.3S 入力電圧15V、　出力電圧3.3V、　出力電力1W 小型　
15A5S 入力電圧15V、　出力電圧5V、　出力電力1W 小型　

15A5.2S 入力電圧15V、　出力電圧5.2V、　出力電力1W 小型　
15A9S 入力電圧15V、　出力電圧9V、　出力電力1.25W 小型　
15A12S 入力電圧15V、　出力電圧12V、　出力電力1.25W 小型　
15A15S 入力電圧15V、　出力電圧15V、　出力電力1.25W 小型　
15A24S 入力電圧15V、　出力電圧24V、　出力電力1.25W 小型　
15A28S 入力電圧15V、　出力電圧28V、　出力電力1.25W 小型　
15A48S 入力電圧15V、　出力電圧48V、　出力電力1.25W 小型　

15A100S† 入力電圧15V、　出力電圧100V、　出力電力1.25W 小型　
15A150S† 入力電圧15V、　出力電圧150V、　出力電力1.25W 小型　
15A200S† 入力電圧15V、　出力電圧200V、　出力電力1.25W 小型　
15A250S† 入力電圧15V、　出力電圧250V、　出力電力1.25W 小型　
24A3.3S 入力電圧24V、　出力電圧3.3V、　出力電力1W 小型　
24A5S 入力電圧24V、　出力電圧5V、　出力電力1W 小型　

24A5.2S 入力電圧24V、　出力電圧5.2V、　出力電力1W 小型　
24A9S 入力電圧24V、　出力電圧9V、　出力電力1.25W 小型　
24A12S 入力電圧24V、　出力電圧12V、　出力電力1.25W 小型　
24A15S 入力電圧24V、　出力電圧15V、　出力電力1.25W 小型　
24A24S 入力電圧24V、　出力電圧24V、　出力電力1.25W 小型　
24A28S 入力電圧24V、　出力電圧28V、　出力電力1.25W 小型　
24A48S 入力電圧24V、　出力電圧48V、　出力電力1.25W 小型　

24A100S† 入力電圧24V、　出力電圧100V、　出力電力1.25W 小型　
24A150S† 入力電圧24V、　出力電圧150V、　出力電力1.25W 小型　
24A200S† 入力電圧24V、　出力電圧200V、　出力電力1.25W 小型　
24A250S† 入力電圧24V、　出力電圧250V、　出力電力1.25W 小型　
28A3.3S 入力電圧28V、　出力電圧3.3V、　出力電力1W 小型　
28A5S 入力電圧28V、　出力電圧5V、　出力電力1W 小型　

28A5.2S 入力電圧28V、　出力電圧5.2V、　出力電力1W 小型　
28A9S 入力電圧28V、　出力電圧9V、　出力電力1.25W 小型　
28A12S 入力電圧28V、　出力電圧12V、　出力電力1.25W 小型　
28A15S 入力電圧28V、　出力電圧15V、　出力電力1.25W 小型　
28A24S 入力電圧28V、　出力電圧24V、　出力電力1.25W 小型　
28A28S 入力電圧28V、　出力電圧28V、　出力電力1.25W 小型　
28A48S 入力電圧28V、　出力電圧48V、　出力電力1.25W 小型　

28A100S† 入力電圧28V、　出力電圧100V、　出力電力1.25W 小型　
28A150S† 入力電圧28V、　出力電圧150V、　出力電力1.25W 小型　
28A200S† 入力電圧28V、　出力電圧200V、　出力電力1.25W 小型　
28A250S† 入力電圧28V、　出力電圧250V、　出力電力1.25W 小型　
48A3.3S 入力電圧48V、　出力電圧3.3V、　出力電力1W 小型　
48A5S 入力電圧48V、　出力電圧5V、　出力電力1W 小型　

48A5.2S 入力電圧48V、　出力電圧5.2V、　出力電力1W 小型　
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48A9S 入力電圧48V、　出力電圧9V、　出力電力1.25W 小型　
48A12S 入力電圧48V、　出力電圧12V、　出力電力1.25W 小型　
48A15S 入力電圧48V、　出力電圧15V、　出力電力1.25W 小型　
48A24S 入力電圧48V、　出力電圧24V、　出力電力1.25W 小型　
48A28S 入力電圧48V、　出力電圧28V、　出力電力1.25W 小型　
5A5D 入力電圧5V、　出力電圧±5V、　出力電力0.5W 小型　
5A9D 入力電圧5V、　出力電圧±9V、　出力電力0.625W 小型　
5A12D 入力電圧5V、　出力電圧±12V、　出力電力0.625W 小型　
5A15D 入力電圧5V、　出力電圧±15V、　出力電力0.625W 小型　
5A24D 入力電圧5V、　出力電圧±24V、　出力電力0.625W 小型　
5A28D 入力電圧5V、　出力電圧±28V、　出力電力0.625W 小型　
5A48D 入力電圧5V、　出力電圧±48V、　出力電力0.625W 小型　
12A5D 入力電圧12V、　出力電圧±5V、　出力電力0.5W 小型　
12A9D 入力電圧12V、　出力電圧±9V、　出力電力0.625W 小型　
12A12D 入力電圧12V、　出力電圧±12V、　出力電力0.625W 小型　
12A15D 入力電圧12V、　出力電圧±15V、　出力電力0.625W 小型　
12A24D 入力電圧12V、　出力電圧±24V、　出力電力0.625W 小型　
12A28D 入力電圧12V、　出力電圧±28V、　出力電力0.625W 小型　
12A48D 入力電圧12V、　出力電圧±48V、　出力電力0.625W 小型　
15A5D 入力電圧15V、　出力電圧±5V、　出力電力0.5W 小型　
15A9D 入力電圧15V、　出力電圧±9V、　出力電力0.625W 小型　
15A12D 入力電圧15V、　出力電圧±12V、　出力電力0.625W 小型　
15A15D 入力電圧15V、　出力電圧±15V、　出力電力0.625W 小型　
15A24D 入力電圧15V、　出力電圧±24V、　出力電力0.625W 小型　
15A28D 入力電圧15V、　出力電圧±28V、　出力電力0.625W 小型　
15A48D 入力電圧15V、　出力電圧±48V、　出力電力0.625W 小型　
24A5D 入力電圧24V、　出力電圧±5V、　出力電力0.5W 小型　
24A9D 入力電圧24V、　出力電圧±9V、　出力電力0.625W 小型　
24A12D 入力電圧24V、　出力電圧±12V、　出力電力0.625W 小型　
24A15D 入力電圧24V、　出力電圧±15V、　出力電力0.625W 小型　
24A24D 入力電圧24V、　出力電圧±24V、　出力電力0.625W 小型　
24A28D 入力電圧24V、　出力電圧±28V、　出力電力0.625W 小型　
24A48D 入力電圧24V、　出力電圧±48V、　出力電力0.625W 小型　
28A5D 入力電圧28V、　出力電圧±5V、　出力電力0.5W 小型　
28A9D 入力電圧28V、　出力電圧±9V、　出力電力0.625W 小型　
28A12D 入力電圧28V、　出力電圧±12V、　出力電力0.625W 小型　
28A15D 入力電圧28V、　出力電圧±15V、　出力電力0.625W 小型　
28A24D 入力電圧28V、　出力電圧±24V、　出力電力0.625W 小型　
28A28D 入力電圧28V、　出力電圧±28V、　出力電力0.625W 小型　
28A48D 入力電圧28V、　出力電圧±48V、　出力電力0.625W 小型　
48A5D 入力電圧48V、　出力電圧±5V、　出力電力0.5W 小型　
48A9D 入力電圧48V、　出力電圧±9V、　出力電力0.625W 小型　
48A12D 入力電圧48V、　出力電圧±12V、　出力電力0.625W 小型　
48A15D 入力電圧48V、　出力電圧±15V、　出力電力0.625W 小型　
48A24D 入力電圧48V、　出力電圧±24V、　出力電力0.625W 小型　
48A28D 入力電圧48V、　出力電圧±28V、　出力電力0.625W 小型　
5SM3.3S 入力電圧5V、　出力電圧3.3V、　出力電力1W 小型　
5SM5S 入力電圧5V、　出力電圧5V、　出力電力1W 小型　

5SM5.2S 入力電圧5V、　出力電圧5.2V、　出力電力1W 小型　
5SM9S 入力電圧5V、　出力電圧9V、　出力電力1.25W 小型　
5SM12S 入力電圧5V、　出力電圧12V、　出力電力1.25W 小型　
5SM15S 入力電圧5V、　出力電圧15V、　出力電力1.25W 小型　
5SM24S 入力電圧5V、　出力電圧24V、　出力電力1.25W 小型　
5SM28S 入力電圧5V、　出力電圧28V、　出力電力1.25W 小型　
5SM48S 入力電圧5V、　出力電圧48V、　出力電力1.25W 小型　

5SM100S† 入力電圧5V、　出力電圧100V、　出力電力1.25W 小型　
5SM150S† 入力電圧5V、　出力電圧150V、　出力電力1.25W 小型　
5SM200S† 入力電圧5V、　出力電圧200V、　出力電力1.25W 小型　
5SM250S† 入力電圧5V、　出力電圧250V、　出力電力1.25W 小型　
12SM3.3S 入力電圧12V、　出力電圧3.3V、　出力電力1W 小型　
12SM5S 入力電圧12V、　出力電圧5V、　出力電力1W 小型　

12SM5.2S 入力電圧12V、　出力電圧5.2V、　出力電力1W 小型　
12SM9S 入力電圧12V、　出力電圧9V、　出力電力1.25W 小型　
12SM12S 入力電圧12V、　出力電圧12V、　出力電力1.25W 小型　
12SM15S 入力電圧12V、　出力電圧15V、　出力電力1.25W 小型　
12SM24S 入力電圧12V、　出力電圧24V、　出力電力1.25W 小型　
12SM28S 入力電圧12V、　出力電圧28V、　出力電力1.25W 小型　
12SM48S 入力電圧12V、　出力電圧48V、　出力電力1.25W 小型　
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12SM100S† 入力電圧12V、　出力電圧100V、　出力電力1.25W 小型　
12SM150S† 入力電圧12V、　出力電圧150V、　出力電力1.25W 小型　
12SM200S† 入力電圧12V、　出力電圧200V、　出力電力1.25W 小型　
12SM250S† 入力電圧12V、　出力電圧250V、　出力電力1.25W 小型　
15SM3.3S 入力電圧15V、　出力電圧3.3V、　出力電力1W 小型　
15SM5S 入力電圧15V、　出力電圧5V、　出力電力1W 小型　

15SM5.2S 入力電圧15V、　出力電圧5.2V、　出力電力1W 小型　
15SM9S 入力電圧15V、　出力電圧9V、　出力電力1.25W 小型　
15SM12S 入力電圧15V、　出力電圧12V、　出力電力1.25W 小型　
15SM15S 入力電圧15V、　出力電圧15V、　出力電力1.25W 小型　
15SM24S 入力電圧15V、　出力電圧24V、　出力電力1.25W 小型　
15SM28S 入力電圧15V、　出力電圧28V、　出力電力1.25W 小型　
15SM48S 入力電圧15V、　出力電圧48V、　出力電力1.25W 小型　

15SM100S† 入力電圧15V、　出力電圧100V、　出力電力1.25W 小型　
15SM150S† 入力電圧15V、　出力電圧150V、　出力電力1.25W 小型　
15SM200S† 入力電圧15V、　出力電圧200V、　出力電力1.25W 小型　
15SM250S† 入力電圧15V、　出力電圧250V、　出力電力1.25W 小型　
24SM3.3S 入力電圧24V、　出力電圧3.3V、　出力電力1W 小型　
24SM5S 入力電圧24V、　出力電圧5V、　出力電力1W 小型　

24SM5.2S 入力電圧24V、　出力電圧5.2V、　出力電力1W 小型　
24SM9S 入力電圧24V、　出力電圧9V、　出力電力1.25W 小型　
24SM12S 入力電圧24V、　出力電圧12V、　出力電力1.25W 小型　
24SM15S 入力電圧24V、　出力電圧15V、　出力電力1.25W 小型　
24SM24S 入力電圧24V、　出力電圧24V、　出力電力1.25W 小型　
24SM28S 入力電圧24V、　出力電圧28V、　出力電力1.25W 小型　
24SM48S 入力電圧24V、　出力電圧48V、　出力電力1.25W 小型　

24SM100S† 入力電圧24V、　出力電圧100V、　出力電力1.25W 小型　
24SM150S† 入力電圧24V、　出力電圧150V、　出力電力1.25W 小型　
24SM200S† 入力電圧24V、　出力電圧200V、　出力電力1.25W 小型　
24SM250S† 入力電圧24V、　出力電圧250V、　出力電力1.25W 小型　
28SM3.3S 入力電圧28V、　出力電圧3.3V、　出力電力1W 小型　
28SM5S 入力電圧28V、　出力電圧5V、　出力電力1W 小型　

28SM5.2S 入力電圧28V、　出力電圧5.2V、　出力電力1W 小型　
28SM9S 入力電圧28V、　出力電圧9V、　出力電力1.25W 小型　
28SM12S 入力電圧28V、　出力電圧12V、　出力電力1.25W 小型　
28SM15S 入力電圧28V、　出力電圧15V、　出力電力1.25W 小型　
28SM24S 入力電圧28V、　出力電圧24V、　出力電力1.25W 小型　
28SM28S 入力電圧28V、　出力電圧28V、　出力電力1.25W 小型　
28SM48S 入力電圧28V、　出力電圧48V、　出力電力1.25W 小型　

28SM100S† 入力電圧28V、　出力電圧100V、　出力電力1.25W 小型　
28SM150S† 入力電圧28V、　出力電圧150V、　出力電力1.25W 小型　
28SM200S† 入力電圧28V、　出力電圧200V、　出力電力1.25W 小型　
28SM250S† 入力電圧28V、　出力電圧250V、　出力電力1.25W 小型　
48SM3.3S 入力電圧48V、　出力電圧3.3V、　出力電力1W 小型　
48SM5S 入力電圧48V、　出力電圧5V、　出力電力1W 小型　

48SM5.2S 入力電圧48V、　出力電圧5.2V、　出力電力1W 小型　
48SM9S 入力電圧48V、　出力電圧9V、　出力電力1.25W 小型　
48SM12S 入力電圧48V、　出力電圧12V、　出力電力1.25W 小型　
48SM15S 入力電圧48V、　出力電圧15V、　出力電力1.25W 小型　
48SM24S 入力電圧48V、　出力電圧24V、　出力電力1.25W 小型　
48SM28S 入力電圧48V、　出力電圧28V、　出力電力1.25W 小型　
5SM5D 入力電圧5V、　出力電圧±5V、　出力電力0.5W 小型　
5SM9D 入力電圧5V、　出力電圧±9V、　出力電力0.625W 小型　
5SM12D 入力電圧5V、　出力電圧±12V、　出力電力0.625W 小型　
5SM15D 入力電圧5V、　出力電圧±15V、　出力電力0.625W 小型　
5SM24D 入力電圧5V、　出力電圧±24V、　出力電力0.625W 小型　
5SM28D 入力電圧5V、　出力電圧±28V、　出力電力0.625W 小型　
5SM48D 入力電圧5V、　出力電圧±48V、　出力電力0.625W 小型　
12SM5D 入力電圧12V、　出力電圧±5V、　出力電力0.5W 小型　
12SM9D 入力電圧12V、　出力電圧±9V、　出力電力0.625W 小型　
12SM12D 入力電圧12V、　出力電圧±12V、　出力電力0.625W 小型　
12SM15D 入力電圧12V、　出力電圧±15V、　出力電力0.625W 小型　
12SM24D 入力電圧12V、　出力電圧±24V、　出力電力0.625W 小型　
12SM28D 入力電圧12V、　出力電圧±28V、　出力電力0.625W 小型　
12SM48D 入力電圧12V、　出力電圧±48V、　出力電力0.625W 小型　
15SM5D 入力電圧15V、　出力電圧±5V、　出力電力0.5W 小型　
15SM9D 入力電圧15V、　出力電圧±9V、　出力電力0.625W 小型　
15SM12D 入力電圧15V、　出力電圧±12V、　出力電力0.625W 小型　
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15SM15D 入力電圧15V、　出力電圧±15V、　出力電力0.625W 小型　
15SM24D 入力電圧15V、　出力電圧±24V、　出力電力0.625W 小型　
15SM28D 入力電圧15V、　出力電圧±28V、　出力電力0.625W 小型　
15SM48D 入力電圧15V、　出力電圧±48V、　出力電力0.625W 小型　
24SM5D 入力電圧24V、　出力電圧±5V、　出力電力0.5W 小型　
24SM9D 入力電圧24V、　出力電圧±9V、　出力電力0.625W 小型　
24SM12D 入力電圧24V、　出力電圧±12V、　出力電力0.625W 小型　
24SM15D 入力電圧24V、　出力電圧±15V、　出力電力0.625W 小型　
24SM24D 入力電圧24V、　出力電圧±24V、　出力電力0.625W 小型　
24SM28D 入力電圧24V、　出力電圧±28V、　出力電力0.625W 小型　
24SM48D 入力電圧24V、　出力電圧±48V、　出力電力0.625W 小型　
28SM5D 入力電圧28V、　出力電圧±5V、　出力電力0.5W 小型　
28SM9D 入力電圧28V、　出力電圧±9V、　出力電力0.625W 小型　
28SM12D 入力電圧28V、　出力電圧±12V、　出力電力0.625W 小型　
28SM15D 入力電圧28V、　出力電圧±15V、　出力電力0.625W 小型　
28SM24D 入力電圧28V、　出力電圧±24V、　出力電力0.625W 小型　
28SM28D 入力電圧28V、　出力電圧±28V、　出力電力0.625W 小型　
28SM48D 入力電圧28V、　出力電圧±48V、　出力電力0.625W 小型　
48SM5D 入力電圧48V、　出力電圧±5V、　出力電力0.5W 小型　
48SM9D 入力電圧48V、　出力電圧±9V、　出力電力0.625W 小型　
48SM12D 入力電圧48V、　出力電圧±12V、　出力電力0.625W 小型　
48SM15D 入力電圧48V、　出力電圧±15V、　出力電力0.625W 小型　
48SM24D 入力電圧48V、　出力電圧±24V、　出力電力0.625W 小型　
48SM28D 入力電圧48V、　出力電圧±28V、　出力電力0.625W 小型　
3AT3.3S 入力電圧3V、　出力電圧3.3V、　出力電力0.65W 小型　
3AT5S 入力電圧3V、　出力電圧5V、　出力電力0.65W 小型　

3AT5.2S 入力電圧3V、　出力電圧5.2V、　出力電力0.65W 小型　
3AT9S 入力電圧3V、　出力電圧9V、　出力電力0.75W 小型　
3AT12S 入力電圧3V、　出力電圧12V、　出力電力0.75W 小型　
3AT15S 入力電圧3V、　出力電圧15V、　出力電力0.75W 小型　
5AT3.3S 入力電圧5V、　出力電圧3.3V、　出力電力0.75W 小型　
5AT5S 入力電圧5V、　出力電圧5V、　出力電力0.75W 小型　

5AT5.2S 入力電圧5V、　出力電圧5.2V、　出力電力0.75W 小型　
5AT9S 入力電圧5V、　出力電圧9V、　出力電力0.75W 小型　
5AT12S 入力電圧5V、　出力電圧12V、　出力電力0.75W 小型　
5AT15S 入力電圧5V、　出力電圧15V、　出力電力0.75W 小型　
9AT3.3S 入力電圧9V、　出力電圧3.3V、　出力電力0.75W 小型　
9AT5S 入力電圧9V、　出力電圧5V、　出力電力0.75W 小型　

9AT5.2S 入力電圧9V、　出力電圧5.2V、　出力電力0.75W 小型　
9AT9S 入力電圧9V、　出力電圧9V、　出力電力0.75W 小型　
9AT12S 入力電圧9V、　出力電圧12V、　出力電力0.75W 小型　
9AT15S 入力電圧9V、　出力電圧15V、　出力電力0.75W 小型　

12AT3.3S 入力電圧12V、　出力電圧3.3V、　出力電力0.75W 小型　
12AT5S 入力電圧12V、　出力電圧5V、　出力電力0.75W 小型　

12AT5.2S 入力電圧12V、　出力電圧5.2V、　出力電力0.75W 小型　
12AT9S 入力電圧12V、　出力電圧9V、　出力電力0.75W 小型　
12AT12S 入力電圧12V、　出力電圧12V、　出力電力0.75W 小型　
12AT15S 入力電圧12V、　出力電圧15V、　出力電力0.75W 小型　
3DT3.3S 入力電圧3V、　出力電圧3.3V、　出力電力0.65W 小型　
3DT5S 入力電圧3V、　出力電圧5V、　出力電力0.65W 小型　

3DT5.2S 入力電圧3V、　出力電圧5.2V、　出力電力0.65W 小型　
3DT9S 入力電圧3V、　出力電圧9V、　出力電力0.75W 小型　
3DT12S 入力電圧3V、　出力電圧12V、　出力電力0.75W 小型　
3DT15S 入力電圧3V、　出力電圧15V、　出力電力0.75W 小型　
5DT3.3S 入力電圧5V、　出力電圧3.3V、　出力電力0.75W 小型　
5DT5S 入力電圧5V、　出力電圧5V、　出力電力0.75W 小型　

5DT5.2S 入力電圧5V、　出力電圧5.2V、　出力電力0.75W 小型　
5DT9S 入力電圧5V、　出力電圧9V、　出力電力0.75W 小型　
5DT12S 入力電圧5V、　出力電圧12V、　出力電力0.75W 小型　
5DT15S 入力電圧5V、　出力電圧15V、　出力電力0.75W 小型　
9DT3.3S 入力電圧9V、　出力電圧3.3V、　出力電力0.75W 小型　
9DT5S 入力電圧9V、　出力電圧5V、　出力電力0.75W 小型　

9DT5.2S 入力電圧9V、　出力電圧5.2V、　出力電力0.75W 小型　
9DT9S 入力電圧9V、　出力電圧9V、　出力電力0.75W 小型　
9DT12S 入力電圧9V、　出力電圧12V、　出力電力0.75W 小型　
9DT15S 入力電圧9V、　出力電圧15V、　出力電力0.75W 小型　

12DT3.3S 入力電圧12V、　出力電圧3.3V、　出力電力0.75W 小型　
12DT5S 入力電圧12V、　出力電圧5V、　出力電力0.75W 小型　
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12DT5.2S 入力電圧12V、　出力電圧5.2V、　出力電力0.75W 小型　
12DT9S 入力電圧12V、　出力電圧9V、　出力電力0.75W 小型　
12DT12S 入力電圧12V、　出力電圧12V、　出力電力0.75W 小型　
12DT15S 入力電圧12V、　出力電圧15V、　出力電力0.75W 小型　
3AT5D 入力電圧3V、　出力電圧±5V、　出力電力0.325W 小型　
3AT9D 入力電圧3V、　出力電圧±9V、　出力電力0.375W 小型　
3AT12D 入力電圧3V、　出力電圧±12V、　出力電力0.375W 小型　
3AT15D 入力電圧3V、　出力電圧±15V、　出力電力0.375W 小型　
5AT5D 入力電圧5V、　出力電圧±5V、　出力電力0.375W 小型　
5AT9D 入力電圧5V、　出力電圧±9V、　出力電力0.375W 小型　
5AT12D 入力電圧5V、　出力電圧±12V、　出力電力0.375W 小型　
5AT15D 入力電圧5V、　出力電圧±15V、　出力電力0.375W 小型　
9AT5D 入力電圧9V、　出力電圧±5V、　出力電力0.375W 小型　
9AT9D 入力電圧9V、　出力電圧±9V、　出力電力0.375W 小型　
9AT12D 入力電圧9V、　出力電圧±12V、　出力電力0.375W 小型　
9AT15D 入力電圧9V、　出力電圧±15V、　出力電力0.375W 小型　
12AT5D 入力電圧12V、　出力電圧±5V、　出力電力0.375W 小型　
12AT9D 入力電圧12V、　出力電圧±9V、　出力電力0.375W 小型　
12AT12D 入力電圧12V、　出力電圧±12V、　出力電力0.375W 小型　
12AT15D 入力電圧12V、　出力電圧±15V、　出力電力0.375W 小型　
3DT5D 入力電圧3V、　出力電圧±5V、　出力電力0.325W 小型　
3DT9D 入力電圧3V、　出力電圧±9V、　出力電力0.375W 小型　
3DT12D 入力電圧3V、　出力電圧±12V、　出力電力0.375W 小型　
3DT15D 入力電圧3V、　出力電圧±15V、　出力電力0.375W 小型　
5DT5D 入力電圧5V、　出力電圧±5V、　出力電力0.375W 小型　
5DT9D 入力電圧5V、　出力電圧±9V、　出力電力0.375W 小型　
5DT12D 入力電圧5V、　出力電圧±12V、　出力電力0.375W 小型　
5DT15D 入力電圧5V、　出力電圧±15V、　出力電力0.375W 小型　
9DT5D 入力電圧9V、　出力電圧±5V、　出力電力0.375W 小型　
9DT9D 入力電圧9V、　出力電圧±9V、　出力電力0.375W 小型　
9DT12D 入力電圧9V、　出力電圧±12V、　出力電力0.375W 小型　
9DT15D 入力電圧9V、　出力電圧±15V、　出力電力0.375W 小型　
12DT5D 入力電圧12V、　出力電圧±5V、　出力電力0.375W 小型　
12DT9D 入力電圧12V、　出力電圧±9V、　出力電力0.375W 小型　
12DT12D 入力電圧12V、　出力電圧±12V、　出力電力0.375W 小型　
12DT15D 入力電圧12V、　出力電圧±15V、　出力電力0.375W 小型　
3SAT3.3S 入力電圧3V、　出力電圧3.3V、　出力電力0.65W 小型　
3SAT5S 入力電圧3V、　出力電圧5V、　出力電力0.65W 小型　

3SAT5.2S 入力電圧3V、　出力電圧5.2V、　出力電力0.65W 小型　
3SAT9S 入力電圧3V、　出力電圧9V、　出力電力0.75W 小型　
3SAT12S 入力電圧3V、　出力電圧12V、　出力電力0.75W 小型　
3SAT15S 入力電圧3V、　出力電圧15V、　出力電力0.75W 小型　
5SAT3.3S 入力電圧5V、　出力電圧3.3V、　出力電力0.75W 小型　
5SAT5S 入力電圧5V、　出力電圧5V、　出力電力0.75W 小型　

5SAT5.2S 入力電圧5V、　出力電圧5.2V、　出力電力0.75W 小型　
5SAT9S 入力電圧5V、　出力電圧9V、　出力電力0.75W 小型　
5SAT12S 入力電圧5V、　出力電圧12V、　出力電力0.75W 小型　
5SAT15S 入力電圧5V、　出力電圧15V、　出力電力0.75W 小型　
9SAT3.3S 入力電圧9V、　出力電圧3.3V、　出力電力0.75W 小型　
9SAT5S 入力電圧9V、　出力電圧5V、　出力電力0.75W 小型　

9SAT5.2S 入力電圧9V、　出力電圧5.2V、　出力電力0.75W 小型　
9SAT9S 入力電圧9V、　出力電圧9V、　出力電力0.75W 小型　
9SAT12S 入力電圧9V、　出力電圧12V、　出力電力0.75W 小型　
9SAT15S 入力電圧9V、　出力電圧15V、　出力電力0.75W 小型　

12SAT3.3S 入力電圧12V、　出力電圧3.3V、　出力電力0.75W 小型　
12SAT5S 入力電圧12V、　出力電圧5V、　出力電力0.75W 小型　

12SAT5.2S 入力電圧12V、　出力電圧5.2V、　出力電力0.75W 小型　
12SAT9S 入力電圧12V、　出力電圧9V、　出力電力0.75W 小型　
12SAT12S 入力電圧12V、　出力電圧12V、　出力電力0.75W 小型　
12SAT15S 入力電圧12V、　出力電圧15V、　出力電力0.75W 小型　
3SDT3.3S 入力電圧3V、　出力電圧3.3V、　出力電力0.65W 小型　
3SDT5S 入力電圧3V、　出力電圧5V、　出力電力0.65W 小型　

3SDT5.2S 入力電圧3V、　出力電圧5.2V、　出力電力0.65W 小型　
3SDT9S 入力電圧3V、　出力電圧9V、　出力電力0.75W 小型　
3SDT12S 入力電圧3V、　出力電圧12V、　出力電力0.75W 小型　
3SDT15S 入力電圧3V、　出力電圧15V、　出力電力0.75W 小型　
5SDT3.3S 入力電圧5V、　出力電圧3.3V、　出力電力0.75W 小型　
5SDT5S 入力電圧5V、　出力電圧5V、　出力電力0.75W 小型　
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5SDT5.2S 入力電圧5V、　出力電圧5.2V、　出力電力0.75W 小型　
5SDT9S 入力電圧5V、　出力電圧9V、　出力電力0.75W 小型　
5SDT12S 入力電圧5V、　出力電圧12V、　出力電力0.75W 小型　
5SDT15S 入力電圧5V、　出力電圧15V、　出力電力0.75W 小型　
9SDT3.3S 入力電圧9V、　出力電圧3.3V、　出力電力0.75W 小型　
9SDT5S 入力電圧9V、　出力電圧5V、　出力電力0.75W 小型　
9SDT5.2 入力電圧9V、　出力電圧5.2V、　出力電力0.75W 小型　
9SDT9S 入力電圧9V、　出力電圧9V、　出力電力0.75W 小型　
9SDT12S 入力電圧9V、　出力電圧12V、　出力電力0.75W 小型　
9SDT15S 入力電圧9V、　出力電圧15V、　出力電力0.75W 小型　

12SDT3.3S 入力電圧12V、　出力電圧3.3V、　出力電力0.75W 小型　
12SDT5S 入力電圧12V、　出力電圧5V、　出力電力0.75W 小型　
12SDT5.2 入力電圧12V、　出力電圧5.2V、　出力電力0.75W 小型　
12SDT9S 入力電圧12V、　出力電圧9V、　出力電力0.75W 小型　
12SDT12S 入力電圧12V、　出力電圧12V、　出力電力0.75W 小型　
12SDT15S 入力電圧12V、　出力電圧15V、　出力電力0.75W 小型　
3SAT5D 入力電圧3V、　出力電圧±5V、　出力電力0.325W 小型　
3SAT9D 入力電圧3V、　出力電圧±9V、　出力電力0.375W 小型　
3SAT12D 入力電圧3V、　出力電圧±12V、　出力電力0.375W 小型　
3SAT15D 入力電圧3V、　出力電圧±15V、　出力電力0.375W 小型　
5SAT5D 入力電圧5V、　出力電圧±5V、　出力電力0.375W 小型　
5SAT9D 入力電圧5V、　出力電圧±9V、　出力電力0.375W 小型　
5SAT12D 入力電圧5V、　出力電圧±12V、　出力電力0.375W 小型　
5SAT15D 入力電圧5V、　出力電圧±15V、　出力電力0.375W 小型　
9SAT5D 入力電圧9V、　出力電圧±5V、　出力電力0.375W 小型　
9SAT9D 入力電圧9V、　出力電圧±9V、　出力電力0.375W 小型　
9SAT12D 入力電圧9V、　出力電圧±12V、　出力電力0.375W 小型　
9SAT15D 入力電圧9V、　出力電圧±15V、　出力電力0.375W 小型　
12SAT5D 入力電圧12V、　出力電圧±5V、　出力電力0.375W 小型　
12SAT9D 入力電圧12V、　出力電圧±9V、　出力電力0.375W 小型　
12SAT12D 入力電圧12V、　出力電圧±12V、　出力電力0.375W 小型　
12SAT15D 入力電圧12V、　出力電圧±15V、　出力電力0.375W 小型　
3SDT5D 入力電圧3V、　出力電圧±5V、　出力電力0.325W 小型　
3SDT9D 入力電圧3V、　出力電圧±9V、　出力電力0.375W 小型　
3SDT12D 入力電圧3V、　出力電圧±12V、　出力電力0.375W 小型　
3SDT15D 入力電圧3V、　出力電圧±15V、　出力電力0.375W 小型　
5SDT5D 入力電圧5V、　出力電圧±5V、　出力電力0.375W 小型　
5SDT9D 入力電圧5V、　出力電圧±9V、　出力電力0.375W 小型　
5SDT12D 入力電圧5V、　出力電圧±12V、　出力電力0.375W 小型　
5SDT15D 入力電圧5V、　出力電圧±15V、　出力電力0.375W 小型　
9SDT5D 入力電圧9V、　出力電圧±5V、　出力電力0.375W 小型　
9SDT9D 入力電圧9V、　出力電圧±9V、　出力電力0.375W 小型　
9SDT12D 入力電圧9V、　出力電圧±12V、　出力電力0.375W 小型　
9SDT15D 入力電圧9V、　出力電圧±15V、　出力電力0.375W 小型　
12SDT5D 入力電圧12V、　出力電圧±5V、　出力電力0.375W 小型　
12SDT9D 入力電圧12V、　出力電圧±9V、　出力電力0.375W 小型　
12SDT12D 入力電圧12V、　出力電圧±12V、　出力電力0.375W 小型　
12SDT15D 入力電圧12V、　出力電圧±15V、　出力電力0.375W 小型　

5AV100 入力電圧5V、　出力電圧100V、　出力電力1.25W 小型　
5AV150 入力電圧5V、　出力電圧150V、　出力電力1.25W 小型　
5AV200 入力電圧5V、　出力電圧200V、　出力電力1.25W 小型　
5AV250 入力電圧5V、　出力電圧250V、　出力電力1.25W 小型　
5AV300 入力電圧5V、　出力電圧300V、　出力電力1.25W 小型　
5AV350 入力電圧5V、　出力電圧350V、　出力電力1.25W 小型　
5AV400 入力電圧5V、　出力電圧400V、　出力電力1.25W 小型　
5AV450 入力電圧5V、　出力電圧450V、　出力電力1.25W 小型　
5AV500 入力電圧5V、　出力電圧500V、　出力電力1.25W 小型　
12AV100 入力電圧12V、　出力電圧100V、　出力電力1.25W 小型　
12AV150 入力電圧12V、　出力電圧150V、　出力電力1.25W 小型　
12AV200 入力電圧12V、　出力電圧200V、　出力電力1.25W 小型　
12AV250 入力電圧12V、　出力電圧250V、　出力電力1.25W 小型　
12AV300 入力電圧12V、　出力電圧300V、　出力電力1.25W 小型　
12AV350 入力電圧12V、　出力電圧350V、　出力電力1.25W 小型　
12AV400 入力電圧12V、　出力電圧400V、　出力電力1.25W 小型　
12AV450 入力電圧12V、　出力電圧450V、　出力電力1.25W 小型　
12AV500 入力電圧12V、　出力電圧500V、　出力電力1.25W 小型　
15AV100 入力電圧15V、　出力電圧100V、　出力電力1.25W 小型　
15AV150 入力電圧15V、　出力電圧150V、　出力電力1.25W 小型　
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15AV200 入力電圧15V、　出力電圧200V、　出力電力1.25W 小型　
15AV250 入力電圧15V、　出力電圧250V、　出力電力1.25W 小型　
15AV300 入力電圧15V、　出力電圧300V、　出力電力1.25W 小型　
15AV350 入力電圧15V、　出力電圧350V、　出力電力1.25W 小型　
15AV400 入力電圧15V、　出力電圧400V、　出力電力1.25W 小型　
15AV450 入力電圧15V、　出力電圧450V、　出力電力1.25W 小型　
15AV500 入力電圧15V、　出力電圧500V、　出力電力1.25W 小型　
24AV100 入力電圧24V、　出力電圧100V、　出力電力1.25W 小型　
24AV150 入力電圧24V、　出力電圧150V、　出力電力1.25W 小型　
24AV200 入力電圧24V、　出力電圧200V、　出力電力1.25W 小型　
24AV250 入力電圧24V、　出力電圧250V、　出力電力1.25W 小型　
24AV300 入力電圧24V、　出力電圧300V、　出力電力1.25W 小型　
24AV350 入力電圧24V、　出力電圧350V、　出力電力1.25W 小型　
24AV400 入力電圧24V、　出力電圧400V、　出力電力1.25W 小型　
24AV450 入力電圧24V、　出力電圧450V、　出力電力1.25W 小型　
24AV500 入力電圧24V、　出力電圧500V、　出力電力1.25W 小型　
28AV100 入力電圧28V、　出力電圧100V、　出力電力1.25W 小型　
28AV150 入力電圧28V、　出力電圧150V、　出力電力1.25W 小型　
28AV200 入力電圧28V、　出力電圧200V、　出力電力1.25W 小型　
28AV250 入力電圧28V、　出力電圧250V、　出力電力1.25W 小型　
28AV300 入力電圧28V、　出力電圧300V、　出力電力1.25W 小型　
28AV350 入力電圧28V、　出力電圧350V、　出力電力1.25W 小型　
28AV400 入力電圧28V、　出力電圧400V、　出力電力1.25W 小型　
28AV450 入力電圧28V、　出力電圧450V、　出力電力1.25W 小型　
28AV500 入力電圧28V、　出力電圧500V、　出力電力1.25W 小型　
5AV100D 入力電圧5V、　出力電圧±100V、　出力電力0.625W 小型　
5AV150D 入力電圧5V、　出力電圧±150V、　出力電力0.625W 小型　
5AV200D 入力電圧5V、　出力電圧±200V、　出力電力0.625W 小型　
5AV250D 入力電圧5V、　出力電圧±250V、　出力電力0.625W 小型　
12AV100D 入力電圧12V、　出力電圧±100V、　出力電力0.625W 小型　
12AV150D 入力電圧12V、　出力電圧±150V、　出力電力0.625W 小型　
12AV200D 入力電圧12V、　出力電圧±200V、　出力電力0.625W 小型　
12AV250D 入力電圧12V、　出力電圧±250V、　出力電力0.625W 小型　
15AV100D 入力電圧15V、　出力電圧±100V、　出力電力0.625W 小型　
15AV150D 入力電圧15V、　出力電圧±150V、　出力電力0.625W 小型　
15AV200D 入力電圧15V、　出力電圧±200V、　出力電力0.625W 小型　
15AV250D 入力電圧15V、　出力電圧±250V、　出力電力0.625W 小型　
24AV100D 入力電圧24V、　出力電圧±100V、　出力電力0.625W 小型　
24AV150D 入力電圧24V、　出力電圧±150V、　出力電力0.625W 小型　
24AV200D 入力電圧24V、　出力電圧±200V、　出力電力0.625W 小型　
24AV250D 入力電圧24V、　出力電圧±250V、　出力電力0.625W 小型　
28AV100D 入力電圧28V、　出力電圧±100V、　出力電力0.625W 小型　
28AV150D 入力電圧28V、　出力電圧±150V、　出力電力0.625W 小型　
28AV200D 入力電圧28V、　出力電圧±200V、　出力電力0.625W 小型　
28AV250D 入力電圧28V、　出力電圧±250V、　出力電力0.625W 小型　
5SMV100 入力電圧5V、　出力電圧100V、　出力電力1.25W 小型　
5SMV150 入力電圧5V、　出力電圧150V、　出力電力1.25W 小型　
5SMV200 入力電圧5V、　出力電圧200V、　出力電力1.25W 小型　
5SMV250 入力電圧5V、　出力電圧250V、　出力電力1.25W 小型　
5SMV300 入力電圧5V、　出力電圧300V、　出力電力1.25W 小型　
5SMV350 入力電圧5V、　出力電圧350V、　出力電力1.25W 小型　
5SMV400 入力電圧5V、　出力電圧400V、　出力電力1.25W 小型　
5SMV450 入力電圧5V、　出力電圧450V、　出力電力1.25W 小型　
5SMV500 入力電圧5V、　出力電圧500V、　出力電力1.25W 小型　
12SMV100 入力電圧12V、　出力電圧100V、　出力電力1.25W 小型　
12SMV150 入力電圧12V、　出力電圧150V、　出力電力1.25W 小型　
12SMV200 入力電圧12V、　出力電圧200V、　出力電力1.25W 小型　
12SMV250 入力電圧12V、　出力電圧250V、　出力電力1.25W 小型　
12SMV300 入力電圧12V、　出力電圧300V、　出力電力1.25W 小型　
12SMV350 入力電圧12V、　出力電圧350V、　出力電力1.25W 小型　
12SMV400 入力電圧12V、　出力電圧400V、　出力電力1.25W 小型　
12SMV450 入力電圧12V、　出力電圧450V、　出力電力1.25W 小型　
12SMV500 入力電圧12V、　出力電圧500V、　出力電力1.25W 小型　
15SMV100 入力電圧15V、　出力電圧100V、　出力電力1.25W 小型　
15SMV150 入力電圧15V、　出力電圧150V、　出力電力1.25W 小型　
15SMV200 入力電圧15V、　出力電圧200V、　出力電力1.25W 小型　
15SMV250 入力電圧15V、　出力電圧250V、　出力電力1.25W 小型　
15SMV300 入力電圧15V、　出力電圧300V、　出力電力1.25W 小型　
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15SMV350 入力電圧15V、　出力電圧350V、　出力電力1.25W 小型　
15SMV400 入力電圧15V、　出力電圧400V、　出力電力1.25W 小型　
15SMV450 入力電圧15V、　出力電圧450V、　出力電力1.25W 小型　
15SMV500 入力電圧15V、　出力電圧500V、　出力電力1.25W 小型　
24SMV100 入力電圧24V、　出力電圧100V、　出力電力1.25W 小型　
24SMV150 入力電圧24V、　出力電圧150V、　出力電力1.25W 小型　
24SMV200 入力電圧24V、　出力電圧200V、　出力電力1.25W 小型　
24SMV250 入力電圧24V、　出力電圧250V、　出力電力1.25W 小型　
24SMV300 入力電圧24V、　出力電圧300V、　出力電力1.25W 小型　
24SMV350 入力電圧24V、　出力電圧350V、　出力電力1.25W 小型　
24SMV400 入力電圧24V、　出力電圧400V、　出力電力1.25W 小型　
24SMV450 入力電圧24V、　出力電圧450V、　出力電力1.25W 小型　
24SMV500 入力電圧24V、　出力電圧500V、　出力電力1.25W 小型　
28SMV100 入力電圧28V、　出力電圧100V、　出力電力1.25W 小型　
28SMV150 入力電圧28V、　出力電圧150V、　出力電力1.25W 小型　
28SMV200 入力電圧28V、　出力電圧200V、　出力電力1.25W 小型　
28SMV250 入力電圧28V、　出力電圧250V、　出力電力1.25W 小型　
28SMV300 入力電圧28V、　出力電圧300V、　出力電力1.25W 小型　
28SMV350 入力電圧28V、　出力電圧350V、　出力電力1.25W 小型　
28SMV400 入力電圧28V、　出力電圧400V、　出力電力1.25W 小型　
28SMV450 入力電圧28V、　出力電圧450V、　出力電力1.25W 小型　
28SMV500 入力電圧28V、　出力電圧500V、　出力電力1.25W 小型　
5SMV100D 入力電圧5V、　出力電圧±100V、　出力電力0.625W 小型　
5SMV150D 入力電圧5V、　出力電圧±150V、　出力電力0.625W 小型　
5SMV200D 入力電圧5V、　出力電圧±200V、　出力電力0.625W 小型　
5SMV250D 入力電圧5V、　出力電圧±250V、　出力電力0.625W 小型　
12SMV100D 入力電圧12V、　出力電圧±100V、　出力電力0.625W 小型　
12SMV150D 入力電圧12V、　出力電圧±150V、　出力電力0.625W 小型　
12SMV200D 入力電圧12V、　出力電圧±200V、　出力電力0.625W 小型　
12SMV250D 入力電圧12V、　出力電圧±250V、　出力電力0.625W 小型　
15SMV100D 入力電圧15V、　出力電圧±100V、　出力電力0.625W 小型　
15SMV150D 入力電圧15V、　出力電圧±150V、　出力電力0.625W 小型　
15SMV200D 入力電圧15V、　出力電圧±200V、　出力電力0.625W 小型　
15SMV250D 入力電圧15V、　出力電圧±250V、　出力電力0.625W 小型　
24SMV100D 入力電圧24V、　出力電圧±100V、　出力電力0.625W 小型　
24SMV150D 入力電圧24V、　出力電圧±150V、　出力電力0.625W 小型　
24SMV200D 入力電圧24V、　出力電圧±200V、　出力電力0.625W 小型　
24SMV250D 入力電圧24V、　出力電圧±250V、　出力電力0.625W 小型　
28SMV100D 入力電圧28V、　出力電圧±100V、　出力電力0.625W 小型　
28SMV150D 入力電圧28V、　出力電圧±150V、　出力電力0.625W 小型　
28SMV200D 入力電圧28V、　出力電圧±200V、　出力電力0.625W 小型　
28SMV250D 入力電圧28V、　出力電圧±250V、　出力電力0.625W 小型　

5AV600 入力電圧5V、　出力電圧600V、　出力電力1.25W 小型　高電圧出力　
5AV700 入力電圧5V、　出力電圧700V、　出力電力1.25W 小型　高電圧出力　
5AV800 入力電圧5V、　出力電圧800V、　出力電力1.25W 小型　高電圧出力　
5AV900 入力電圧5V、　出力電圧900V、　出力電力1.25W 小型　高電圧出力　
5AV1000 入力電圧5V、　出力電圧1000V、　出力電力1.25W 小型　高電圧出力　
12AV600 入力電圧12V、　出力電圧600V、　出力電力1.25W 小型　高電圧出力　
12AV700 入力電圧12V、　出力電圧700V、　出力電力1.25W 小型　高電圧出力　
12AV800 入力電圧12V、　出力電圧800V、　出力電力1.25W 小型　高電圧出力　
12AV900 入力電圧12V、　出力電圧900V、　出力電力1.25W 小型　高電圧出力　
12AV1000 入力電圧12V、　出力電圧1000V、　出力電力1.25W 小型　高電圧出力　
15AV600 入力電圧15V、　出力電圧600V、　出力電力1.25W 小型　高電圧出力　
15AV700 入力電圧15V、　出力電圧700V、　出力電力1.25W 小型　高電圧出力　
15AV800 入力電圧15V、　出力電圧800V、　出力電力1.25W 小型　高電圧出力　
15AV900 入力電圧15V、　出力電圧900V、　出力電力1.25W 小型　高電圧出力　
15AV1000 入力電圧15V、　出力電圧1000V、　出力電力1.25W 小型　高電圧出力　
24AV600 入力電圧24V、　出力電圧600V、　出力電力1.25W 小型　高電圧出力　
24AV700 入力電圧24V、　出力電圧700V、　出力電力1.25W 小型　高電圧出力　
24AV800 入力電圧24V、　出力電圧800V、　出力電力1.25W 小型　高電圧出力　
24AV900 入力電圧24V、　出力電圧900V、　出力電力1.25W 小型　高電圧出力　
24AV1000 入力電圧24V、　出力電圧1000V、　出力電力1.25W 小型　高電圧出力　
28AV600 入力電圧28V、　出力電圧600V、　出力電力1.25W 小型　高電圧出力　
28AV700 入力電圧28V、　出力電圧700V、　出力電力1.25W 小型　高電圧出力　
28AV800 入力電圧28V、　出力電圧800V、　出力電力1.25W 小型　高電圧出力　
28AV900 入力電圧28V、　出力電圧900V、　出力電力1.25W 小型　高電圧出力　
28AV1000 入力電圧28V、　出力電圧1000V、　出力電力1.25W 小型　高電圧出力　
5SMV600 入力電圧5V、　出力電圧600V、　出力電力1.25W 小型　高電圧出力　

この製品のお問合せは　㈱ナセル システム営業部　03-5921-5099 www.nacelle.co.jp



PICO　Electronics DC-DCコンバータ製品一覧 2014/12

製品型番 主な仕様 特長

5SMV700 入力電圧5V、　出力電圧700V、　出力電力1.25W 小型　高電圧出力　
5SMV800 入力電圧5V、　出力電圧800V、　出力電力1.25W 小型　高電圧出力　
5SMV900 入力電圧5V、　出力電圧900V、　出力電力1.25W 小型　高電圧出力　
5SMV1000 入力電圧5V、　出力電圧1000V、　出力電力1.25W 小型　高電圧出力　
12SMV600 入力電圧12V、　出力電圧600V、　出力電力1.25W 小型　高電圧出力　
12SMV700 入力電圧12V、　出力電圧700V、　出力電力1.25W 小型　高電圧出力　
12SMV800 入力電圧12V、　出力電圧800V、　出力電力1.25W 小型　高電圧出力　
12SMV900 入力電圧12V、　出力電圧900V、　出力電力1.25W 小型　高電圧出力　
12SMV1000 入力電圧12V、　出力電圧1000V、　出力電力1.25W 小型　高電圧出力　
15SMV600 入力電圧15V、　出力電圧600V、　出力電力1.25W 小型　高電圧出力　
15SMV700 入力電圧15V、　出力電圧700V、　出力電力1.25W 小型　高電圧出力　
15SMV800 入力電圧15V、　出力電圧800V、　出力電力1.25W 小型　高電圧出力　
15SMV900 入力電圧15V、　出力電圧900V、　出力電力1.25W 小型　高電圧出力　
15SMV1000 入力電圧15V、　出力電圧1000V、　出力電力1.25W 小型　高電圧出力　
5SMV600 入力電圧24V、　出力電圧600V、　出力電力1.25W 小型　高電圧出力　
24SMV700 入力電圧24V、　出力電圧700V、　出力電力1.25W 小型　高電圧出力　
24SMV800 入力電圧24V、　出力電圧800V、　出力電力1.25W 小型　高電圧出力　
24SMV900 入力電圧24V、　出力電圧900V、　出力電力1.25W 小型　高電圧出力　
24SMV1000 入力電圧24V、　出力電圧1000V、　出力電力1.25W 小型　高電圧出力　
28SMV600 入力電圧28V、　出力電圧600V、　出力電力1.25W 小型　高電圧出力　
28SMV700 入力電圧28V、　出力電圧700V、　出力電力1.25W 小型　高電圧出力　
28SMV800 入力電圧28V、　出力電圧800V、　出力電力1.25W 小型　高電圧出力　
28SMV900 入力電圧28V、　出力電圧900V、　出力電力1.25W 小型　高電圧出力　
28SMV1000 入力電圧28V、　出力電圧1000V、　出力電力1.25W 小型　高電圧出力　

5SA100 入力電圧5V、　出力電圧100V、　出力電力3W 小型　高電圧出力　
5SA150 入力電圧5V、　出力電圧150V、　出力電力3W 小型　高電圧出力　
5SA200 入力電圧5V、　出力電圧200V、　出力電力3W 小型　高電圧出力　
5SA250 入力電圧5V、　出力電圧250V、　出力電力3W 小型　高電圧出力　
5SA300 入力電圧5V、　出力電圧300V、　出力電力3W 小型　高電圧出力　
5SA350 入力電圧5V、　出力電圧350V、　出力電力3W 小型　高電圧出力　
5SA400 入力電圧5V、　出力電圧400V、　出力電力3W 小型　高電圧出力　
5SA450 入力電圧5V、　出力電圧450V、　出力電力3W 小型　高電圧出力　
5SA500 入力電圧5V、　出力電圧500V、　出力電力3W 小型　高電圧出力　
5SA600 入力電圧5V、　出力電圧600V、　出力電力3W 小型　高電圧出力　
5SA700 入力電圧5V、　出力電圧700V、　出力電力3W 小型　高電圧出力　
5SA800 入力電圧5V、　出力電圧800V、　出力電力3W 小型　高電圧出力　
5SA900 入力電圧5V、　出力電圧900V、　出力電力3W 小型　高電圧出力　
5SA1000 入力電圧5V、　出力電圧1000V、　出力電力3W 小型　高電圧出力　
12SA100 入力電圧12V、　出力電圧100V、　出力電力3W 小型　高電圧出力　
12SA150 入力電圧12V、　出力電圧150V、　出力電力3W 小型　高電圧出力　
12SA200 入力電圧12V、　出力電圧200V、　出力電力3W 小型　高電圧出力　
12SA250 入力電圧12V、　出力電圧250V、　出力電力3W 小型　高電圧出力　
12SA300 入力電圧12V、　出力電圧300V、　出力電力3W 小型　高電圧出力　
12SA350 入力電圧12V、　出力電圧350V、　出力電力3W 小型　高電圧出力　
12SA400 入力電圧12V、　出力電圧400V、　出力電力3W 小型　高電圧出力　
12SA450 入力電圧12V、　出力電圧450V、　出力電力3W 小型　高電圧出力　
12SA500 入力電圧12V、　出力電圧500V、　出力電力3W 小型　高電圧出力　
12SA600 入力電圧12V、　出力電圧600V、　出力電力3W 小型　高電圧出力　
12SA700 入力電圧12V、　出力電圧700V、　出力電力3W 小型　高電圧出力　
12SA800 入力電圧12V、　出力電圧800V、　出力電力3W 小型　高電圧出力　
12SA900 入力電圧12V、　出力電圧900V、　出力電力3W 小型　高電圧出力　
12SA1000 入力電圧12V、　出力電圧1000V、　出力電力3W 小型　高電圧出力　
24SA100 入力電圧24V、　出力電圧100V、　出力電力3W 小型　高電圧出力　
24SA150 入力電圧24V、　出力電圧150V、　出力電力3W 小型　高電圧出力　
24SA200 入力電圧24V、　出力電圧200V、　出力電力3W 小型　高電圧出力　
24SA250 入力電圧24V、　出力電圧250V、　出力電力3W 小型　高電圧出力　
24SA300 入力電圧24V、　出力電圧300V、　出力電力3W 小型　高電圧出力　
24SA350 入力電圧24V、　出力電圧350V、　出力電力3W 小型　高電圧出力　
24SA400 入力電圧24V、　出力電圧400V、　出力電力3W 小型　高電圧出力　
24SA450 入力電圧24V、　出力電圧450V、　出力電力3W 小型　高電圧出力　
24SA500 入力電圧24V、　出力電圧500V、　出力電力3W 小型　高電圧出力　
24SA600 入力電圧24V、　出力電圧600V、　出力電力3W 小型　高電圧出力　
24SA700 入力電圧24V、　出力電圧700V、　出力電力3W 小型　高電圧出力　
24SA800 入力電圧24V、　出力電圧800V、　出力電力3W 小型　高電圧出力　
24SA900 入力電圧24V、　出力電圧900V、　出力電力3W 小型　高電圧出力　
24SA1000 入力電圧24V、　出力電圧1000V、　出力電力3W 小型　高電圧出力　
28SA100 入力電圧28V、　出力電圧100V、　出力電力3W 小型　高電圧出力　
28SA150 入力電圧28V、　出力電圧150V、　出力電力3W 小型　高電圧出力　
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28SA200 入力電圧28V、　出力電圧200V、　出力電力3W 小型　高電圧出力　
28SA250 入力電圧28V、　出力電圧250V、　出力電力3W 小型　高電圧出力　
28SA300 入力電圧28V、　出力電圧300V、　出力電力3W 小型　高電圧出力　
28SA350 入力電圧28V、　出力電圧350V、　出力電力3W 小型　高電圧出力　
28SA400 入力電圧28V、　出力電圧400V、　出力電力3W 小型　高電圧出力　
28SA450 入力電圧28V、　出力電圧450V、　出力電力3W 小型　高電圧出力　
28SA500 入力電圧28V、　出力電圧500V、　出力電力3W 小型　高電圧出力　
28SA600 入力電圧28V、　出力電圧600V、　出力電力3W 小型　高電圧出力　
28SA700 入力電圧28V、　出力電圧700V、　出力電力3W 小型　高電圧出力　
28SA800 入力電圧28V、　出力電圧800V、　出力電力3W 小型　高電圧出力　
28SA900 入力電圧28V、　出力電圧900V、　出力電力3W 小型　高電圧出力　
28SA1000 入力電圧28V、　出力電圧1000V、　出力電力3W 小型　高電圧出力　
5SA100SM 入力電圧5V、　出力電圧100V、　出力電力3W 小型　高電圧出力　
5SA150SM 入力電圧5V、　出力電圧150V、　出力電力3W 小型　高電圧出力　
5SA200SM 入力電圧5V、　出力電圧200V、　出力電力3W 小型　高電圧出力　
5SA250SM 入力電圧5V、　出力電圧250V、　出力電力3W 小型　高電圧出力　
5SA300SM 入力電圧5V、　出力電圧300V、　出力電力3W 小型　高電圧出力　
5SA350SM 入力電圧5V、　出力電圧350V、　出力電力3W 小型　高電圧出力　
5SA400SM 入力電圧5V、　出力電圧400V、　出力電力3W 小型　高電圧出力　
5SA450SM 入力電圧5V、　出力電圧450V、　出力電力3W 小型　高電圧出力　
5SA500SM 入力電圧5V、　出力電圧500V、　出力電力3W 小型　高電圧出力　
5SA600SM 入力電圧5V、　出力電圧600V、　出力電力3W 小型　高電圧出力　
5SA700SM 入力電圧5V、　出力電圧700V、　出力電力3W 小型　高電圧出力　
5SA800SM 入力電圧5V、　出力電圧800V、　出力電力3W 小型　高電圧出力　
5SA900SM 入力電圧5V、　出力電圧900V、　出力電力3W 小型　高電圧出力　
5SA1000SM 入力電圧5V、　出力電圧1000V、　出力電力3W 小型　高電圧出力　
12SA100SM 入力電圧12V、　出力電圧100V、　出力電力3W 小型　高電圧出力　
12SA150SM 入力電圧12V、　出力電圧150V、　出力電力3W 小型　高電圧出力　
12SA200SM 入力電圧12V、　出力電圧200V、　出力電力3W 小型　高電圧出力　
12SA250SM 入力電圧12V、　出力電圧250V、　出力電力3W 小型　高電圧出力　
12SA300SM 入力電圧12V、　出力電圧300V、　出力電力3W 小型　高電圧出力　
12SA350SM 入力電圧12V、　出力電圧350V、　出力電力3W 小型　高電圧出力　
12SA400SM 入力電圧12V、　出力電圧400V、　出力電力3W 小型　高電圧出力　
12SA450SM 入力電圧12V、　出力電圧450V、　出力電力3W 小型　高電圧出力　
12SA500SM 入力電圧12V、　出力電圧500V、　出力電力3W 小型　高電圧出力　
12SA600SM 入力電圧12V、　出力電圧600V、　出力電力3W 小型　高電圧出力　
12SA700SM 入力電圧12V、　出力電圧700V、　出力電力3W 小型　高電圧出力　
12SA800SM 入力電圧12V、　出力電圧800V、　出力電力3W 小型　高電圧出力　
12SA900SM 入力電圧12V、　出力電圧900V、　出力電力3W 小型　高電圧出力　
12SA1000SM 入力電圧12V、　出力電圧1000V、　出力電力3W 小型　高電圧出力　
24SA100SM 入力電圧24V、　出力電圧100V、　出力電力3W 小型　高電圧出力　
24SA150SM 入力電圧24V、　出力電圧150V、　出力電力3W 小型　高電圧出力　
24SA200SM 入力電圧24V、　出力電圧200V、　出力電力3W 小型　高電圧出力　
24SA250SM 入力電圧24V、　出力電圧250V、　出力電力3W 小型　高電圧出力　
24SA300SM 入力電圧24V、　出力電圧300V、　出力電力3W 小型　高電圧出力　
24SA350SM 入力電圧24V、　出力電圧350V、　出力電力3W 小型　高電圧出力　
24SA400SM 入力電圧24V、　出力電圧400V、　出力電力3W 小型　高電圧出力　
24SA450SM 入力電圧24V、　出力電圧450V、　出力電力3W 小型　高電圧出力　
24SA500SM 入力電圧24V、　出力電圧500V、　出力電力3W 小型　高電圧出力　
24SA600SM 入力電圧24V、　出力電圧600V、　出力電力3W 小型　高電圧出力　
24SA700SM 入力電圧24V、　出力電圧700V、　出力電力3W 小型　高電圧出力　
24SA800SM 入力電圧24V、　出力電圧800V、　出力電力3W 小型　高電圧出力　
24SA900SM 入力電圧24V、　出力電圧900V、　出力電力3W 小型　高電圧出力　
24SA1000SM 入力電圧24V、　出力電圧1000V、　出力電力3W 小型　高電圧出力　
28SA100SM 入力電圧28V、　出力電圧100V、　出力電力3W 小型　高電圧出力　
28SA150SM 入力電圧28V、　出力電圧150V、　出力電力3W 小型　高電圧出力　
28SA200SM 入力電圧28V、　出力電圧200V、　出力電力3W 小型　高電圧出力　
28SA250SM 入力電圧28V、　出力電圧250V、　出力電力3W 小型　高電圧出力　
28SA300SM 入力電圧28V、　出力電圧300V、　出力電力3W 小型　高電圧出力　
28SA350SM 入力電圧28V、　出力電圧350V、　出力電力3W 小型　高電圧出力　
28SA400SM 入力電圧28V、　出力電圧400V、　出力電力3W 小型　高電圧出力　
28SA450SM 入力電圧28V、　出力電圧450V、　出力電力3W 小型　高電圧出力　
28SA500SM 入力電圧28V、　出力電圧500V、　出力電力3W 小型　高電圧出力　
28SA600SM 入力電圧28V、　出力電圧600V、　出力電力3W 小型　高電圧出力　
28SA700SM 入力電圧28V、　出力電圧700V、　出力電力3W 小型　高電圧出力　
28SA800SM 入力電圧28V、　出力電圧800V、　出力電力3W 小型　高電圧出力　
28SA900SM 入力電圧28V、　出力電圧900V、　出力電力3W 小型　高電圧出力　
28SA1000SM 入力電圧28V、　出力電圧1000V、　出力電力3W 小型　高電圧出力　
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5VV100S 入力電圧2.5～5V、　出力電圧47～100V、　出力電力4W 小型　アイソレーション　
5VV200S 入力電圧2.5～5V、　出力電圧90～200V、　出力電力4W 小型　アイソレーション　
5VV300S 入力電圧2.5～5V、　出力電圧130～300V、　出力電力4W 小型　アイソレーション　
5VV400S 入力電圧2.5～5V、　出力電圧175～400V、　出力電力4W 小型　アイソレーション　
5VV500S 入力電圧2.5～5V、　出力電圧220～500V、　出力電力4W 小型　アイソレーション　
12VV100S 入力電圧4～12V、　出力電圧30～100V、　出力電力4W 小型　アイソレーション　
12VV200S 入力電圧4～12V、　出力電圧60～200V、　出力電力4W 小型　アイソレーション　
12VV300S 入力電圧4～12V、　出力電圧90～300V、　出力電力4W 小型　アイソレーション　
12VV400S 入力電圧4～12V、　出力電圧120～400V、　出力電力4W 小型　アイソレーション　
12VV500S 入力電圧4～12V、　出力電圧150～500V、　出力電力4W 小型　アイソレーション　
24VV100S 入力電圧6～24V、　出力電圧23～100V、　出力電力4W 小型　アイソレーション　
24VV200S 入力電圧6～24V、　出力電圧48～200V、　出力電力4W 小型　アイソレーション　
24VV300S 入力電圧6～24V、　出力電圧70～300V、　出力電力4W 小型　アイソレーション　
24VV400S 入力電圧6～24V、　出力電圧95～400V、　出力電力4W 小型　アイソレーション　
24VV500S 入力電圧6～24V、　出力電圧120～500V、　出力電力4W 小型　アイソレーション　
28VV100S 入力電圧7～28V、　出力電圧23～100V、　出力電力4W 小型　アイソレーション　
28VV200S 入力電圧7～28V、　出力電圧48～200V、　出力電力4W 小型　アイソレーション　
28VV300S 入力電圧7～28V、　出力電圧70～300V、　出力電力4W 小型　アイソレーション　
28VV400S 入力電圧7～28V、　出力電圧95～400V、　出力電力4W 小型　アイソレーション　
28VV500S 入力電圧7～28V、　出力電圧120～500V、　出力電力4W 小型　アイソレーション　
48VV100S 入力電圧14～48V、　出力電圧27～100V、　出力電力4W 小型　アイソレーション　
48VV200S 入力電圧14～48V、　出力電圧50～200V、　出力電力4W 小型　アイソレーション　
48VV300S 入力電圧14～48V、　出力電圧73～300V、　出力電力4W 小型　アイソレーション　
48VV400S 入力電圧14～48V、　出力電圧98～400V、　出力電力4W 小型　アイソレーション　
48VV500S 入力電圧14～48V、　出力電圧130～500V、　出力電力4W 小型　アイソレーション　
5SVV100S 入力電圧2.5～5V、　出力電圧47～100V、　出力電力4W 小型　アイソレーション　
5SVV200S 入力電圧2.5～5V、　出力電圧90～200V、　出力電力4W 小型　アイソレーション　
5SVV300S 入力電圧2.5～5V、　出力電圧130～300V、　出力電力4W 小型　アイソレーション　
5SVV400S 入力電圧2.5～5V、　出力電圧175～400V、　出力電力4W 小型　アイソレーション　
5SVV500S 入力電圧2.5～5V、　出力電圧220～500V、　出力電力4W 小型　アイソレーション　
12SVV100S 入力電圧4～12V、　出力電圧30～100V、　出力電力4W 小型　アイソレーション　
12SVV200S 入力電圧4～12V、　出力電圧60～200V、　出力電力4W 小型　アイソレーション　
12SVV300S 入力電圧4～12V、　出力電圧90～300V、　出力電力4W 小型　アイソレーション　
12SVV400S 入力電圧4～12V、　出力電圧120～400V、　出力電力4W 小型　アイソレーション　
12SVV500S 入力電圧4～12V、　出力電圧150～500V、　出力電力4W 小型　アイソレーション　
24SVV100S 入力電圧6～24V、　出力電圧23～100V、　出力電力4W 小型　アイソレーション　
24SVV200S 入力電圧6～24V、　出力電圧48～200V、　出力電力4W 小型　アイソレーション　
24SVV300S 入力電圧6～24V、　出力電圧70～300V、　出力電力4W 小型　アイソレーション　
24SVV400S 入力電圧6～24V、　出力電圧95～400V、　出力電力4W 小型　アイソレーション　
24SVV500S 入力電圧6～24V、　出力電圧120～500V、　出力電力4W 小型　アイソレーション　
28SVV100S 入力電圧7～28V、　出力電圧23～100V、　出力電力4W 小型　アイソレーション　
28SVV200S 入力電圧7～28V、　出力電圧48～200V、　出力電力4W 小型　アイソレーション　
28SVV300S 入力電圧7～28V、　出力電圧70～300V、　出力電力4W 小型　アイソレーション　
28SVV400S 入力電圧7～28V、　出力電圧95～400V、　出力電力4W 小型　アイソレーション　
28SVV500S 入力電圧7～28V、　出力電圧120～500V、　出力電力4W 小型　アイソレーション　
48SVV100S 入力電圧14～48V、　出力電圧27～100V、　出力電力4W 小型　アイソレーション　
48SVV200S 入力電圧14～48V、　出力電圧50～200V、　出力電力4W 小型　アイソレーション　
48SVV300S 入力電圧14～48V、　出力電圧73～300V、　出力電力4W 小型　アイソレーション　
48SVV400S 入力電圧14～48V、　出力電圧98～400V、　出力電力4W 小型　アイソレーション　
48SVV500S 入力電圧14～48V、　出力電圧130～500V、　出力電力4W 小型　アイソレーション　

5B3.3S 入力電圧5V、　出力電圧3.3V、　出力電力1.5W 小型　アイソレーション　
5B5S 入力電圧5V、　出力電圧5V、　出力電力1.5W 小型　アイソレーション　

5B5.2S 入力電圧5V、　出力電圧5.2V、　出力電力1.5W 小型　アイソレーション　
5B9S 入力電圧5V、　出力電圧9V、　出力電力1.5W 小型　アイソレーション　
5B12S 入力電圧5V、　出力電圧12V、　出力電力1.5W 小型　アイソレーション　
5B15S 入力電圧5V、　出力電圧15V、　出力電力1.5W 小型　アイソレーション　
5B24S 入力電圧5V、　出力電圧24V、　出力電力1.5W 小型　アイソレーション　
5B28S 入力電圧5V、　出力電圧28V、　出力電力1.5W 小型　アイソレーション　
5B48S 入力電圧5V、　出力電圧48V、　出力電力1.5W 小型　アイソレーション　

12B3.3S 入力電圧12V、　出力電圧3.3V、　出力電力1.5W 小型　アイソレーション　
12B5S 入力電圧12V、　出力電圧5V、　出力電力1.5W 小型　アイソレーション　

12B5.2S 入力電圧12V、　出力電圧5.2V、　出力電力1.5W 小型　アイソレーション　
12B9S 入力電圧12V、　出力電圧9V、　出力電力2W 小型　アイソレーション　
12B12S 入力電圧12V、　出力電圧12V、　出力電力2W 小型　アイソレーション　
12B15S 入力電圧12V、　出力電圧15V、　出力電力2W 小型　アイソレーション　
12B24S 入力電圧12V、　出力電圧24V、　出力電力2W 小型　アイソレーション　
12B28S 入力電圧12V、　出力電圧28V、　出力電力2W 小型　アイソレーション　
12B48S 入力電圧12V、　出力電圧48V、　出力電力2W 小型　アイソレーション　
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15B3.3S 入力電圧15V、　出力電圧3.3V、　出力電力1.5W 小型　アイソレーション　
15B5S 入力電圧15V、　出力電圧5V、　出力電力1.5W 小型　アイソレーション　

15B5.2S 入力電圧15V、　出力電圧5.2V、　出力電力1.5W 小型　アイソレーション　
15B9S 入力電圧15V、　出力電圧9V、　出力電力2W 小型　アイソレーション　
15B12S 入力電圧15V、　出力電圧12V、　出力電力2W 小型　アイソレーション　
15B15S 入力電圧15V、　出力電圧15V、　出力電力2W 小型　アイソレーション　
15B24S 入力電圧15V、　出力電圧24V、　出力電力2W 小型　アイソレーション　
15B28S 入力電圧15V、　出力電圧28V、　出力電力2W 小型　アイソレーション　
15B48S 入力電圧15V、　出力電圧48V、　出力電力2W 小型　アイソレーション　
24B3.3S 入力電圧24V、　出力電圧3.3V、　出力電力1.5W 小型　アイソレーション　
24B5S 入力電圧24V、　出力電圧5V、　出力電力1.5W 小型　アイソレーション　

24B5.2S 入力電圧24V、　出力電圧5.2V、　出力電力1.5W 小型　アイソレーション　
24B9S 入力電圧24V、　出力電圧9V、　出力電力2W 小型　アイソレーション　
24B12S 入力電圧24V、　出力電圧12V、　出力電力2W 小型　アイソレーション　
24B15S 入力電圧24V、　出力電圧15V、　出力電力2W 小型　アイソレーション　
24B24S 入力電圧24V、　出力電圧24V、　出力電力2.5W 小型　アイソレーション　
24B28S 入力電圧24V、　出力電圧28V、　出力電力2.5W 小型　アイソレーション　
24B48S 入力電圧24V、　出力電圧48V、　出力電力2.5W 小型　アイソレーション　
28B3.3S 入力電圧28V、　出力電圧3.3V、　出力電力1.5W 小型　アイソレーション　
28B5S 入力電圧28V、　出力電圧5V、　出力電力1.5W 小型　アイソレーション　

28B5.2S 入力電圧28V、　出力電圧5.2V、　出力電力1.5W 小型　アイソレーション　
28B9S 入力電圧28V、　出力電圧9V、　出力電力2W 小型　アイソレーション　
28B12S 入力電圧28V、　出力電圧12V、　出力電力2W 小型　アイソレーション　
28B15S 入力電圧28V、　出力電圧15V、　出力電力2W 小型　アイソレーション　
28B24S 入力電圧28V、　出力電圧24V、　出力電力2.5W 小型　アイソレーション　
28B28S 入力電圧28V、　出力電圧28V、　出力電力2.5W 小型　アイソレーション　
28B48S 入力電圧28V、　出力電圧48V、　出力電力2.5W 小型　アイソレーション　
48B3.3S 入力電圧48V、　出力電圧3.3V、　出力電力1.5W 小型　アイソレーション　
48B5S 入力電圧48V、　出力電圧5V、　出力電力1.5W 小型　アイソレーション　
485.2S 入力電圧48V、　出力電圧5.2V、　出力電力1.5W 小型　アイソレーション　
48B9S 入力電圧48V、　出力電圧9V、　出力電力2W 小型　アイソレーション　
48B12S 入力電圧48V、　出力電圧12V、　出力電力2W 小型　アイソレーション　
48B15S 入力電圧48V、　出力電圧15V、　出力電力2W 小型　アイソレーション　
48B24S 入力電圧48V、　出力電圧24V、　出力電力2.5W 小型　アイソレーション　
48B28S 入力電圧48V、　出力電圧28V、　出力電力2.5W 小型　アイソレーション　
5B5D 入力電圧5V、　出力電圧±5V、　出力電力0.75W 小型　アイソレーション　
5B9D 入力電圧5V、　出力電圧±9V、　出力電力0.75W 小型　アイソレーション　
5B12D 入力電圧5V、　出力電圧±12V、　出力電力0.75W 小型　アイソレーション　
5B15D 入力電圧5V、　出力電圧±15V、　出力電力0.75W 小型　アイソレーション　
5B24D 入力電圧5V、　出力電圧±24V、　出力電力0.75W 小型　アイソレーション　
5B28D 入力電圧5V、　出力電圧±28V、　出力電力0.75W 小型　アイソレーション　
5B48D 入力電圧5V、　出力電圧±48V、　出力電力0.75W 小型　アイソレーション　
12B5D 入力電圧12V、　出力電圧±5V、　出力電力0.75W 小型　アイソレーション　
12B9D 入力電圧12V、　出力電圧±9V、　出力電力1W 小型　アイソレーション　
12B12D 入力電圧12V、　出力電圧±12V、　出力電力1W 小型　アイソレーション　
12B15D 入力電圧12V、　出力電圧±15V、　出力電力1W 小型　アイソレーション　
12B24D 入力電圧12V、　出力電圧±24V、　出力電力1W 小型　アイソレーション　
12B28D 入力電圧12V、　出力電圧±28V、　出力電力1W 小型　アイソレーション　
12B48D 入力電圧12V、　出力電圧±48V、　出力電力1W 小型　アイソレーション　
15B5D 入力電圧15V、　出力電圧±5V、　出力電力0.75W 小型　アイソレーション　
15B9D 入力電圧15V、　出力電圧±9V、　出力電力1W 小型　アイソレーション　
15B12D 入力電圧15V、　出力電圧±12V、　出力電力1W 小型　アイソレーション　
15B15D 入力電圧15V、　出力電圧±15V、　出力電力1W 小型　アイソレーション　
15B24D 入力電圧15V、　出力電圧±24V、　出力電力1W 小型　アイソレーション　
15B28D 入力電圧15V、　出力電圧±28V、　出力電力1W 小型　アイソレーション　
15B48D 入力電圧15V、　出力電圧±48V、　出力電力1W 小型　アイソレーション　
24B5D 入力電圧24V、　出力電圧±5V、　出力電力0.75W 小型　アイソレーション　
24B9D 入力電圧24V、　出力電圧±9V、　出力電力1W 小型　アイソレーション　
24B12D 入力電圧24V、　出力電圧±12V、　出力電力1W 小型　アイソレーション　
24B15D 入力電圧24V、　出力電圧±15V、　出力電力1W 小型　アイソレーション　
24B24D 入力電圧24V、　出力電圧±24V、　出力電力1.25W 小型　アイソレーション　
24B28D 入力電圧24V、　出力電圧±28V、　出力電力1.25W 小型　アイソレーション　
24B48D 入力電圧24V、　出力電圧±48V、　出力電力1.25W 小型　アイソレーション　
28B5D 入力電圧28V、　出力電圧±5V、　出力電力0.75W 小型　アイソレーション　
28B9D 入力電圧28V、　出力電圧±9V、　出力電力1W 小型　アイソレーション　
28B12D 入力電圧28V、　出力電圧±12V、　出力電力1W 小型　アイソレーション　
28B15D 入力電圧28V、　出力電圧±15V、　出力電力1W 小型　アイソレーション　
28B24D 入力電圧28V、　出力電圧±24V、　出力電力1.25W 小型　アイソレーション　
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28B28D 入力電圧28V、　出力電圧±28V、　出力電力1.25W 小型　アイソレーション　
28B48D 入力電圧28V、　出力電圧±48V、　出力電力1.25W 小型　アイソレーション　
48B5D 入力電圧48V、　出力電圧±5V、　出力電力0.75W 小型　アイソレーション　
48B9D 入力電圧48V、　出力電圧±9V、　出力電力1W 小型　アイソレーション　
48B12D 入力電圧48V、　出力電圧±12V、　出力電力1W 小型　アイソレーション　
48B15D 入力電圧48V、　出力電圧±15V、　出力電力1W 小型　アイソレーション　
48B24D 入力電圧48V、　出力電圧±24V、　出力電力1.25W 小型　アイソレーション　
48B28D 入力電圧48V、　出力電圧±28V、　出力電力1.25W 小型　アイソレーション　
5SB3.3S 入力電圧5V、　出力電圧3.3V、　出力電力1.5W 小型　アイソレーション　
5SB5S 入力電圧5V、　出力電圧5V、　出力電力1.5W 小型　アイソレーション　

5SB5.2S 入力電圧5V、　出力電圧5.2V、　出力電力1.5W 小型　アイソレーション　
5SB9S 入力電圧5V、　出力電圧9V、　出力電力1.5W 小型　アイソレーション　
5SB12S 入力電圧5V、　出力電圧12V、　出力電力1.5W 小型　アイソレーション　
5SB15S 入力電圧5V、　出力電圧15V、　出力電力1.5W 小型　アイソレーション　
5SB24S 入力電圧5V、　出力電圧24V、　出力電力1.5W 小型　アイソレーション　
5SB28S 入力電圧5V、　出力電圧28V、　出力電力1.5W 小型　アイソレーション　
5SB48S 入力電圧5V、　出力電圧48V、　出力電力1.5W 小型　アイソレーション　

12SB3.3S 入力電圧12V、　出力電圧3.3V、　出力電力1.5W 小型　アイソレーション　
12SB5S 入力電圧12V、　出力電圧5V、　出力電力1.5W 小型　アイソレーション　

12SB5.2S 入力電圧12V、　出力電圧5.2V、　出力電力1.5W 小型　アイソレーション　
12SB9S 入力電圧12V、　出力電圧9V、　出力電力2W 小型　アイソレーション　
12SB12S 入力電圧12V、　出力電圧12V、　出力電力2W 小型　アイソレーション　
12SB15S 入力電圧12V、　出力電圧15V、　出力電力2W 小型　アイソレーション　
12SB24S 入力電圧12V、　出力電圧24V、　出力電力2W 小型　アイソレーション　
12SB28S 入力電圧12V、　出力電圧28V、　出力電力2W 小型　アイソレーション　
12SB48S 入力電圧12V、　出力電圧48V、　出力電力2W 小型　アイソレーション　
15SB3.3S 入力電圧15V、　出力電圧3.3V、　出力電力1.5W 小型　アイソレーション　
15SB5S 入力電圧15V、　出力電圧5V、　出力電力1.5W 小型　アイソレーション　

15SB5.2S 入力電圧15V、　出力電圧5.2V、　出力電力1.5W 小型　アイソレーション　
15SB9S 入力電圧15V、　出力電圧9V、　出力電力2W 小型　アイソレーション　
15SB12S 入力電圧15V、　出力電圧12V、　出力電力2W 小型　アイソレーション　
15SB15S 入力電圧15V、　出力電圧15V、　出力電力2W 小型　アイソレーション　
15SB24S 入力電圧15V、　出力電圧24V、　出力電力2W 小型　アイソレーション　
15SB28S 入力電圧15V、　出力電圧28V、　出力電力2W 小型　アイソレーション　
15SB48S 入力電圧15V、　出力電圧48V、　出力電力2W 小型　アイソレーション　
24SB3.3S 入力電圧24V、　出力電圧3.3V、　出力電力1.5W 小型　アイソレーション　
24SB5S 入力電圧24V、　出力電圧5V、　出力電力1.5W 小型　アイソレーション　

24SB5.2S 入力電圧24V、　出力電圧5.2V、　出力電力1.5W 小型　アイソレーション　
24SB9S 入力電圧24V、　出力電圧9V、　出力電力2W 小型　アイソレーション　
24SB12S 入力電圧24V、　出力電圧12V、　出力電力2W 小型　アイソレーション　
24SB15S 入力電圧24V、　出力電圧15V、　出力電力2W 小型　アイソレーション　
24SB24S 入力電圧24V、　出力電圧24V、　出力電力2.5W 小型　アイソレーション　
24SB28S 入力電圧24V、　出力電圧28V、　出力電力2.5W 小型　アイソレーション　
24SB48S 入力電圧24V、　出力電圧48V、　出力電力2.5W 小型　アイソレーション　
28SB3.3S 入力電圧28V、　出力電圧3.3V、　出力電力1.5W 小型　アイソレーション　
28SB5S 入力電圧28V、　出力電圧5V、　出力電力1.5W 小型　アイソレーション　

28SB5.2S 入力電圧28V、　出力電圧5.2V、　出力電力1.5W 小型　アイソレーション　
28SB9S 入力電圧28V、　出力電圧9V、　出力電力2W 小型　アイソレーション　
28SB12S 入力電圧28V、　出力電圧12V、　出力電力2W 小型　アイソレーション　
28SB15S 入力電圧28V、　出力電圧15V、　出力電力2W 小型　アイソレーション　
28SB24S 入力電圧28V、　出力電圧24V、　出力電力2.5W 小型　アイソレーション　
28SB28S 入力電圧28V、　出力電圧28V、　出力電力2.5W 小型　アイソレーション　
28SB48S 入力電圧28V、　出力電圧48V、　出力電力2.5W 小型　アイソレーション　
48SB3.3S 入力電圧48V、　出力電圧3.3V、　出力電力1.5W 小型　アイソレーション　
48SB5S 入力電圧48V、　出力電圧5V、　出力電力1.5W 小型　アイソレーション　

48SB5.2S 入力電圧48V、　出力電圧5.2V、　出力電力1.5W 小型　アイソレーション　
48SB9S 入力電圧48V、　出力電圧9V、　出力電力2W 小型　アイソレーション　
48SB12S 入力電圧48V、　出力電圧12V、　出力電力2W 小型　アイソレーション　
48SB15S 入力電圧48V、　出力電圧15V、　出力電力2W 小型　アイソレーション　
48SB24S 入力電圧48V、　出力電圧24V、　出力電力2.5W 小型　アイソレーション　
48SB28S 入力電圧48V、　出力電圧28V、　出力電力2.5W 小型　アイソレーション　
5SB5D 入力電圧5V、　出力電圧±5V、　出力電力0.75W 小型　アイソレーション　
5SB9D 入力電圧5V、　出力電圧±9V、　出力電力0.75W 小型　アイソレーション　
5SB12D 入力電圧5V、　出力電圧±12V、　出力電力0.75W 小型　アイソレーション　
5SB15D 入力電圧5V、　出力電圧±15V、　出力電力0.75W 小型　アイソレーション　
5SB24D 入力電圧5V、　出力電圧±24V、　出力電力0.75W 小型　アイソレーション　
5SB28D 入力電圧5V、　出力電圧±28V、　出力電力0.75W 小型　アイソレーション　
5SB48D 入力電圧5V、　出力電圧±48V、　出力電力0.75W 小型　アイソレーション　

この製品のお問合せは　㈱ナセル システム営業部　03-5921-5099 www.nacelle.co.jp
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12SB5D 入力電圧12V、　出力電圧±5V、　出力電力0.75W 小型　アイソレーション　
12SB9D 入力電圧12V、　出力電圧±9V、　出力電力1W 小型　アイソレーション　
12SB12D 入力電圧12V、　出力電圧±12V、　出力電力1W 小型　アイソレーション　
12SB15D 入力電圧12V、　出力電圧±15V、　出力電力1W 小型　アイソレーション　
12SB24D 入力電圧12V、　出力電圧±24V、　出力電力1W 小型　アイソレーション　
12SB28D 入力電圧12V、　出力電圧±28V、　出力電力1W 小型　アイソレーション　
12SB48D 入力電圧12V、　出力電圧±48V、　出力電力1W 小型　アイソレーション　
15SB5D 入力電圧15V、　出力電圧±5V、　出力電力0.75W 小型　アイソレーション　
15SB9D 入力電圧15V、　出力電圧±9V、　出力電力1W 小型　アイソレーション　
15SB12D 入力電圧15V、　出力電圧±12V、　出力電力1W 小型　アイソレーション　
15SB15D 入力電圧15V、　出力電圧±15V、　出力電力1W 小型　アイソレーション　
15SB24D 入力電圧15V、　出力電圧±24V、　出力電力1W 小型　アイソレーション　
15SB28D 入力電圧15V、　出力電圧±28V、　出力電力1W 小型　アイソレーション　
15SB48D 入力電圧15V、　出力電圧±48V、　出力電力1W 小型　アイソレーション　
24SB5D 入力電圧24V、　出力電圧±5V、　出力電力0.75W 小型　アイソレーション　
24SB9D 入力電圧24V、　出力電圧±9V、　出力電力1W 小型　アイソレーション　
24SB12D 入力電圧24V、　出力電圧±12V、　出力電力1W 小型　アイソレーション　
24SB15D 入力電圧24V、　出力電圧±15V、　出力電力1W 小型　アイソレーション　
24SB24D 入力電圧24V、　出力電圧±24V、　出力電力1.25W 小型　アイソレーション　
24SB28D 入力電圧24V、　出力電圧±28V、　出力電力1.25W 小型　アイソレーション　
24SB48D 入力電圧24V、　出力電圧±48V、　出力電力1.25W 小型　アイソレーション　
28SB5D 入力電圧28V、　出力電圧±5V、　出力電力0.75W 小型　アイソレーション　
28SB9D 入力電圧28V、　出力電圧±9V、　出力電力1W 小型　アイソレーション　
28SB12D 入力電圧28V、　出力電圧±12V、　出力電力1W 小型　アイソレーション　
28SB15D 入力電圧28V、　出力電圧±15V、　出力電力1W 小型　アイソレーション　
28SB24D 入力電圧28V、　出力電圧±24V、　出力電力1.25W 小型　アイソレーション　
28SB28D 入力電圧28V、　出力電圧±28V、　出力電力1.25W 小型　アイソレーション　
28SB48D 入力電圧28V、　出力電圧±48V、　出力電力1.25W 小型　アイソレーション　
48SB5D 入力電圧48V、　出力電圧±5V、　出力電力0.75W 小型　アイソレーション　
48SB9D 入力電圧48V、　出力電圧±9V、　出力電力1W 小型　アイソレーション　
48SB12D 入力電圧48V、　出力電圧±12V、　出力電力1W 小型　アイソレーション　
48SB15D 入力電圧48V、　出力電圧±15V、　出力電力1W 小型　アイソレーション　
48SB24D 入力電圧48V、　出力電圧±24V、　出力電力1.25W 小型　アイソレーション　
48SB28D 入力電圧48V、　出力電圧±28V、　出力電力1.25W 小型　アイソレーション　
5C3.3S 入力電圧5V、　出力電圧3.3V、　出力電力2.5W 小型　アイソレーション　
5C5S 入力電圧5V、　出力電圧5V、　出力電力2.5W 小型　アイソレーション　

5C5.2S 入力電圧5V、　出力電圧5.2V、　出力電力2.5W 小型　アイソレーション　
5C9S 入力電圧5V、　出力電圧9V、　出力電力3W 小型　アイソレーション　
5C12S 入力電圧5V、　出力電圧12V、　出力電力3W 小型　アイソレーション　
5C15S 入力電圧5V、　出力電圧15V、　出力電力3W 小型　アイソレーション　
5C24S 入力電圧5V、　出力電圧24V、　出力電力3W 小型　アイソレーション　
5C28S 入力電圧5V、　出力電圧28V、　出力電力3W 小型　アイソレーション　
5C48S 入力電圧5V、　出力電圧48V、　出力電力3W 小型　アイソレーション　

12C3.3S 入力電圧12V、　出力電圧3.3V、　出力電力2.5W 小型　アイソレーション　
12C5S 入力電圧12V、　出力電圧5V、　出力電力2.5W 小型　アイソレーション　

12C5.2S 入力電圧12V、　出力電圧5.2V、　出力電力2.5W 小型　アイソレーション　
12C9S 入力電圧12V、　出力電圧9V、　出力電力3W 小型　アイソレーション　
12C12S 入力電圧12V、　出力電圧12V、　出力電力3.5W 小型　アイソレーション　
12C15S 入力電圧12V、　出力電圧15V、　出力電力4W 小型　アイソレーション　
12C24S 入力電圧12V、　出力電圧24V、　出力電力4W 小型　アイソレーション　
12C28S 入力電圧12V、　出力電圧28V、　出力電力4W 小型　アイソレーション　
12C48S 入力電圧12V、　出力電圧48V、　出力電力4W 小型　アイソレーション　
15C3.3S 入力電圧15V、　出力電圧3.3V、　出力電力2.5W 小型　アイソレーション　
15C5S 入力電圧15V、　出力電圧5V、　出力電力2.5W 小型　アイソレーション　

15C5.2S 入力電圧15V、　出力電圧5.2V、　出力電力2.5W 小型　アイソレーション　
15C9S 入力電圧15V、　出力電圧9V、　出力電力3W 小型　アイソレーション　
15C12S 入力電圧15V、　出力電圧12V、　出力電力3.5W 小型　アイソレーション　
15C15S 入力電圧15V、　出力電圧15V、　出力電力4W 小型　アイソレーション　
15C24S 入力電圧15V、　出力電圧24V、　出力電力4W 小型　アイソレーション　
15C28S 入力電圧15V、　出力電圧28V、　出力電力4W 小型　アイソレーション　
15C48S 入力電圧15V、　出力電圧48V、　出力電力4W 小型　アイソレーション　
24C3.3S 入力電圧24V、　出力電圧3.3V、　出力電力2.5W 小型　アイソレーション　
24C5S 入力電圧24V、　出力電圧5V、　出力電力2.5W 小型　アイソレーション　

24C5.2S 入力電圧24V、　出力電圧5.2V、　出力電力2.5W 小型　アイソレーション　
24C9S 入力電圧24V、　出力電圧9V、　出力電力3W 小型　アイソレーション　
24C12S 入力電圧24V、　出力電圧12V、　出力電力3.5W 小型　アイソレーション　
24C15S 入力電圧24V、　出力電圧15V、　出力電力3.5W 小型　アイソレーション　
24C24S 入力電圧24V、　出力電圧24V、　出力電力4W 小型　アイソレーション　
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24C28S 入力電圧24V、　出力電圧28V、　出力電力4W 小型　アイソレーション　
24C48S 入力電圧24V、　出力電圧48V、　出力電力4W 小型　アイソレーション　
28C3.3S 入力電圧28V、　出力電圧3.3V、　出力電力2.5W 小型　アイソレーション　
28C5S 入力電圧28V、　出力電圧5V、　出力電力2.5W 小型　アイソレーション　

28C5.2S 入力電圧28V、　出力電圧5.2V、　出力電力2.5W 小型　アイソレーション　
28C9S 入力電圧28V、　出力電圧9V、　出力電力3W 小型　アイソレーション　
28C12S 入力電圧28V、　出力電圧12V、　出力電力3.5W 小型　アイソレーション　
28C15S 入力電圧28V、　出力電圧15V、　出力電力3.5W 小型　アイソレーション　
28C24S 入力電圧28V、　出力電圧24V、　出力電力4W 小型　アイソレーション　
28C28S 入力電圧28V、　出力電圧28V、　出力電力4W 小型　アイソレーション　
28C48S 入力電圧28V、　出力電圧48V、　出力電力4W 小型　アイソレーション　
48C3.3S 入力電圧48V、　出力電圧3.3V、　出力電力2.5W 小型　アイソレーション　
48C5S 入力電圧48V、　出力電圧5V、　出力電力2.5W 小型　アイソレーション　

48C5.2S 入力電圧48V、　出力電圧5.2V、　出力電力2.5W 小型　アイソレーション　
48C9S 入力電圧48V、　出力電圧9V、　出力電力3W 小型　アイソレーション　
48C12S 入力電圧48V、　出力電圧12V、　出力電力3.5W 小型　アイソレーション　
48C15S 入力電圧48V、　出力電圧15V、　出力電力3.5W 小型　アイソレーション　
48C24S 入力電圧48V、　出力電圧24V、　出力電力4W 小型　アイソレーション　
48C28S 入力電圧48V、　出力電圧28V、　出力電力4W 小型　アイソレーション　
5C5D 入力電圧5V、　出力電圧±5V、　出力電力1.25W 小型　アイソレーション　
5C9D 入力電圧5V、　出力電圧±9V、　出力電力1.5W 小型　アイソレーション　
5C12D 入力電圧5V、　出力電圧±12V、　出力電力1.5W 小型　アイソレーション　
5C15D 入力電圧5V、　出力電圧±15V、　出力電力1.5W 小型　アイソレーション　
5C24D 入力電圧5V、　出力電圧±24V、　出力電力1.5W 小型　アイソレーション　
5C28D 入力電圧5V、　出力電圧±28V、　出力電力1.5W 小型　アイソレーション　
5C48D 入力電圧5V、　出力電圧±48V、　出力電力1.5W 小型　アイソレーション　
12C5D 入力電圧12V、　出力電圧±5V、　出力電力1.25W 小型　アイソレーション　
12C9D 入力電圧12V、　出力電圧±9V、　出力電力1.5W 小型　アイソレーション　
12C12D 入力電圧12V、　出力電圧±12V、　出力電力1.75W 小型　アイソレーション　
12C15D 入力電圧12V、　出力電圧±15V、　出力電力2W 小型　アイソレーション　
12C24D 入力電圧12V、　出力電圧±24V、　出力電力2W 小型　アイソレーション　
12C28D 入力電圧12V、　出力電圧±28V、　出力電力2W 小型　アイソレーション　
12C48D 入力電圧12V、　出力電圧±48V、　出力電力2W 小型　アイソレーション　
15C5D 入力電圧15V、　出力電圧±5V、　出力電力1.25W 小型　アイソレーション　
15C9D 入力電圧15V、　出力電圧±9V、　出力電力1.5W 小型　アイソレーション　
15C12D 入力電圧15V、　出力電圧±12V、　出力電力1.75W 小型　アイソレーション　
15C15D 入力電圧15V、　出力電圧±15V、　出力電力2W 小型　アイソレーション　
15C24D 入力電圧15V、　出力電圧±24V、　出力電力2W 小型　アイソレーション　
15C28D 入力電圧15V、　出力電圧±28V、　出力電力2W 小型　アイソレーション　
15C48D 入力電圧15V、　出力電圧±48V、　出力電力2W 小型　アイソレーション　
24C5D 入力電圧24V、　出力電圧±5V、　出力電力1.25W 小型　アイソレーション　
24C9D 入力電圧24V、　出力電圧±9V、　出力電力1.5W 小型　アイソレーション　
24C12D 入力電圧24V、　出力電圧±12V、　出力電力1.75W 小型　アイソレーション　
24C15D 入力電圧24V、　出力電圧±15V、　出力電力1.75W 小型　アイソレーション　
24C24D 入力電圧24V、　出力電圧±24V、　出力電力2W 小型　アイソレーション　
24C28D 入力電圧24V、　出力電圧±28V、　出力電力2W 小型　アイソレーション　
24C48D 入力電圧24V、　出力電圧±48V、　出力電力2W 小型　アイソレーション　
28C5D 入力電圧28V、　出力電圧±5V、　出力電力1.25W 小型　アイソレーション　
28C9D 入力電圧28V、　出力電圧±9V、　出力電力1.5W 小型　アイソレーション　
28C12D 入力電圧28V、　出力電圧±12V、　出力電力1.75W 小型　アイソレーション　
28C15D 入力電圧28V、　出力電圧±15V、　出力電力1.75W 小型　アイソレーション　
28C24D 入力電圧28V、　出力電圧±24V、　出力電力2W 小型　アイソレーション　
28C28D 入力電圧28V、　出力電圧±28V、　出力電力2W 小型　アイソレーション　
28C48D 入力電圧28V、　出力電圧±48V、　出力電力2W 小型　アイソレーション　
48C5D 入力電圧48V、　出力電圧±5V、　出力電力1.25W 小型　アイソレーション　
48C9D 入力電圧48V、　出力電圧±9V、　出力電力1.5W 小型　アイソレーション　
48C12D 入力電圧48V、　出力電圧±12V、　出力電力1.75W 小型　アイソレーション　
48C15D 入力電圧48V、　出力電圧±15V、　出力電力1.75W 小型　アイソレーション　
48C24D 入力電圧48V、　出力電圧±24V、　出力電力2W 小型　アイソレーション　
48C28D 入力電圧48V、　出力電圧±28V、　出力電力2W 小型　アイソレーション　
5SC3.3S 入力電圧5V、　出力電圧3.3V、　出力電力2.5W 小型　アイソレーション　
5SC5S 入力電圧5V、　出力電圧5V、　出力電力2.5W 小型　アイソレーション　

5SC5.2S 入力電圧5V、　出力電圧5.2V、　出力電力2.5W 小型　アイソレーション　
5SC9S 入力電圧5V、　出力電圧9V、　出力電力3W 小型　アイソレーション　
5SC12S 入力電圧5V、　出力電圧12V、　出力電力3W 小型　アイソレーション　
5SC15S 入力電圧5V、　出力電圧15V、　出力電力3W 小型　アイソレーション　
5SC24S 入力電圧5V、　出力電圧24V、　出力電力3W 小型　アイソレーション　
5SC28S 入力電圧5V、　出力電圧28V、　出力電力3W 小型　アイソレーション　
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5SC48S 入力電圧5V、　出力電圧48V、　出力電力3W 小型　アイソレーション　
12SC3.3S 入力電圧12V、　出力電圧3.3V、　出力電力2.5W 小型　アイソレーション　
12SC5S 入力電圧12V、　出力電圧5V、　出力電力2.5W 小型　アイソレーション　

12SC5.2S 入力電圧12V、　出力電圧5.2V、　出力電力2.5W 小型　アイソレーション　
12SC9S 入力電圧12V、　出力電圧9V、　出力電力3W 小型　アイソレーション　
12SC12S 入力電圧12V、　出力電圧12V、　出力電力3.5W 小型　アイソレーション　
12SC15S 入力電圧12V、　出力電圧15V、　出力電力4W 小型　アイソレーション　
12SC24S 入力電圧12V、　出力電圧24V、　出力電力4W 小型　アイソレーション　
12SC28S 入力電圧12V、　出力電圧28V、　出力電力4W 小型　アイソレーション　
12SC48S 入力電圧12V、　出力電圧48V、　出力電力4W 小型　アイソレーション　
15SC3.3S 入力電圧15V、　出力電圧3.3V、　出力電力2.5W 小型　アイソレーション　
15SC5S 入力電圧15V、　出力電圧5V、　出力電力2.5W 小型　アイソレーション　

15SC5.2S 入力電圧15V、　出力電圧5.2V、　出力電力2.5W 小型　アイソレーション　
15SC9S 入力電圧15V、　出力電圧9V、　出力電力3W 小型　アイソレーション　
15SC12S 入力電圧15V、　出力電圧12V、　出力電力3.5W 小型　アイソレーション　
15SC15S 入力電圧15V、　出力電圧15V、　出力電力4W 小型　アイソレーション　
15SC24S 入力電圧15V、　出力電圧24V、　出力電力4W 小型　アイソレーション　
15SC28S 入力電圧15V、　出力電圧28V、　出力電力4W 小型　アイソレーション　
15SC48S 入力電圧15V、　出力電圧48V、　出力電力4W 小型　アイソレーション　
24SC3.3S 入力電圧24V、　出力電圧3.3V、　出力電力2.5W 小型　アイソレーション　
24SC5S 入力電圧24V、　出力電圧5V、　出力電力2.5W 小型　アイソレーション　

24SC5.2S 入力電圧24V、　出力電圧5.2V、　出力電力2.5W 小型　アイソレーション　
24SC9S 入力電圧24V、　出力電圧9V、　出力電力3W 小型　アイソレーション　
24SC12S 入力電圧24V、　出力電圧12V、　出力電力3.5W 小型　アイソレーション　
24SC15S 入力電圧24V、　出力電圧15V、　出力電力3.5W 小型　アイソレーション　
24SC24S 入力電圧24V、　出力電圧24V、　出力電力4W 小型　アイソレーション　
24SC28S 入力電圧24V、　出力電圧28V、　出力電力4W 小型　アイソレーション　
24SC48S 入力電圧24V、　出力電圧48V、　出力電力4W 小型　アイソレーション　
28SC3.3S 入力電圧28V、　出力電圧3.3V、　出力電力2.5W 小型　アイソレーション　
28SC5S 入力電圧28V、　出力電圧5V、　出力電力2.5W 小型　アイソレーション　

28SC5.2S 入力電圧28V、　出力電圧5.2V、　出力電力2.5W 小型　アイソレーション　
28SC9S 入力電圧28V、　出力電圧9V、　出力電力3W 小型　アイソレーション　
28SC12S 入力電圧28V、　出力電圧12V、　出力電力3.5W 小型　アイソレーション　
28SC15S 入力電圧28V、　出力電圧15V、　出力電力3.5W 小型　アイソレーション　
28SC24S 入力電圧28V、　出力電圧24V、　出力電力4W 小型　アイソレーション　
28SC28S 入力電圧28V、　出力電圧28V、　出力電力4W 小型　アイソレーション　
28SC48S 入力電圧28V、　出力電圧48V、　出力電力4W 小型　アイソレーション　
48SC3.3S 入力電圧48V、　出力電圧3.3V、　出力電力2.5W 小型　アイソレーション　
48SC5S 入力電圧48V、　出力電圧5V、　出力電力2.5W 小型　アイソレーション　

48SC5.2S 入力電圧48V、　出力電圧5.2V、　出力電力2.5W 小型　アイソレーション　
48SC9S 入力電圧48V、　出力電圧9V、　出力電力3W 小型　アイソレーション　
48SC12S 入力電圧48V、　出力電圧12V、　出力電力3.5W 小型　アイソレーション　
48SC15S 入力電圧48V、　出力電圧15V、　出力電力3.5W 小型　アイソレーション　
48SC24S 入力電圧48V、　出力電圧24V、　出力電力4W 小型　アイソレーション　
48SC28S 入力電圧48V、　出力電圧28V、　出力電力4W 小型　アイソレーション　
5SC5D 入力電圧5V、　出力電圧±5V、　出力電力1.25W 小型　アイソレーション　
5SC9D 入力電圧5V、　出力電圧±9V、　出力電力1.5W 小型　アイソレーション　
5SC12D 入力電圧5V、　出力電圧±12V、　出力電力1.5W 小型　アイソレーション　
5SC15D 入力電圧5V、　出力電圧±15V、　出力電力1.5W 小型　アイソレーション　
5SC24D 入力電圧5V、　出力電圧±24V、　出力電力1.5W 小型　アイソレーション　
5SC28D 入力電圧5V、　出力電圧±28V、　出力電力1.5W 小型　アイソレーション　
5SC48D 入力電圧5V、　出力電圧±48V、　出力電力1.5W 小型　アイソレーション　
12SC5D 入力電圧12V、　出力電圧±5V、　出力電力1.25W 小型　アイソレーション　
12SC9D 入力電圧12V、　出力電圧±9V、　出力電力1.5W 小型　アイソレーション　
12SC12D 入力電圧12V、　出力電圧±12V、　出力電力1.75W 小型　アイソレーション　
12SC15D 入力電圧12V、　出力電圧±15V、　出力電力2W 小型　アイソレーション　
12SC24D 入力電圧12V、　出力電圧±24V、　出力電力2W 小型　アイソレーション　
12SC28D 入力電圧12V、　出力電圧±28V、　出力電力2W 小型　アイソレーション　
12SC48D 入力電圧12V、　出力電圧±48V、　出力電力2W 小型　アイソレーション　
15SC5D 入力電圧15V、　出力電圧±5V、　出力電力1.25W 小型　アイソレーション　
15SC9D 入力電圧15V、　出力電圧±9V、　出力電力1.5W 小型　アイソレーション　
15SC12D 入力電圧15V、　出力電圧±12V、　出力電力1.75W 小型　アイソレーション　
15SC15D 入力電圧15V、　出力電圧±15V、　出力電力2W 小型　アイソレーション　
15SC24D 入力電圧15V、　出力電圧±24V、　出力電力2W 小型　アイソレーション　
15SC28D 入力電圧15V、　出力電圧±28V、　出力電力2W 小型　アイソレーション　
15SC48D 入力電圧15V、　出力電圧±48V、　出力電力2W 小型　アイソレーション　
24SC5D 入力電圧24V、　出力電圧±5V、　出力電力1.25W 小型　アイソレーション　
24SC9D 入力電圧24V、　出力電圧±9V、　出力電力1.5W 小型　アイソレーション　
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24SC12D 入力電圧24V、　出力電圧±12V、　出力電力1.75W 小型　アイソレーション　
24SC15D 入力電圧24V、　出力電圧±15V、　出力電力1.75W 小型　アイソレーション　
24SC24D 入力電圧24V、　出力電圧±24V、　出力電力2W 小型　アイソレーション　
24SC28D 入力電圧24V、　出力電圧±28V、　出力電力2W 小型　アイソレーション　
24SC48D 入力電圧24V、　出力電圧±48V、　出力電力2W 小型　アイソレーション　
28SC5D 入力電圧28V、　出力電圧±5V、　出力電力1.25W 小型　アイソレーション　
28SC9D 入力電圧28V、　出力電圧±9V、　出力電力1.5W 小型　アイソレーション　
28SC12D 入力電圧28V、　出力電圧±12V、　出力電力1.75W 小型　アイソレーション　
28SC15D 入力電圧28V、　出力電圧±15V、　出力電力1.75W 小型　アイソレーション　
28SC24D 入力電圧28V、　出力電圧±24V、　出力電力2W 小型　アイソレーション　
28SC28D 入力電圧28V、　出力電圧±28V、　出力電力2W 小型　アイソレーション　
28SC48D 入力電圧28V、　出力電圧±48V、　出力電力2W 小型　アイソレーション　
48SC5D 入力電圧48V、　出力電圧±5V、　出力電力1.25W 小型　アイソレーション　
48SC9D 入力電圧48V、　出力電圧±9V、　出力電力1.5W 小型　アイソレーション　
48SC12D 入力電圧48V、　出力電圧±12V、　出力電力1.75W 小型　アイソレーション　
48SC15D 入力電圧48V、　出力電圧±15V、　出力電力1.75W 小型　アイソレーション　
48SC24D 入力電圧48V、　出力電圧±24V、　出力電力2W 小型　アイソレーション　
48SC28D 入力電圧48V、　出力電圧±28V、　出力電力2W 小型　アイソレーション　
5E3.3S 入力電圧5V、　出力電圧3.3V、　出力電力3.5W 小型　アイソレーション　
5E5S 入力電圧5V、　出力電圧5V、　出力電力4W 小型　アイソレーション　

5E5.2S 入力電圧5V、　出力電圧5.2V、　出力電力4W 小型　アイソレーション　
5E9S 入力電圧5V、　出力電圧9V、　出力電力4.5W 小型　アイソレーション　
5E12S 入力電圧5V、　出力電圧12V、　出力電力4.5W 小型　アイソレーション　
5E15S 入力電圧5V、　出力電圧15V、　出力電力4.5W 小型　アイソレーション　
5E24S 入力電圧5V、　出力電圧24V、　出力電力4.5W 小型　アイソレーション　
5E28S 入力電圧5V、　出力電圧28V、　出力電力4.5W 小型　アイソレーション　
5E48S 入力電圧5V、　出力電圧48V、　出力電力4.5W 小型　アイソレーション　

12E3.3S 入力電圧12V、　出力電圧3.3V、　出力電力3.5W 小型　アイソレーション　
12E5S 入力電圧12V、　出力電圧5V、　出力電力4W 小型　アイソレーション　

12E5.2S 入力電圧12V、　出力電圧5.2V、　出力電力4W 小型　アイソレーション　
12E9S 入力電圧12V、　出力電圧9V、　出力電力6W 小型　アイソレーション　
12E12S 入力電圧12V、　出力電圧12V、　出力電力6.5W 小型　アイソレーション　
12E15S 入力電圧12V、　出力電圧15V、　出力電力6.5W 小型　アイソレーション　
12E24S 入力電圧12V、　出力電圧24V、　出力電力6.75W 小型　アイソレーション　
12E28S 入力電圧12V、　出力電圧28V、　出力電力6.75W 小型　アイソレーション　
12E48S 入力電圧12V、　出力電圧48V、　出力電力6.75W 小型　アイソレーション　
15E3.3S 入力電圧15V、　出力電圧3.3V、　出力電力3.5W 小型　アイソレーション　
15E5S 入力電圧15V、　出力電圧5V、　出力電力4W 小型　アイソレーション　

15E5.2S 入力電圧15V、　出力電圧5.2V、　出力電力4W 小型　アイソレーション　
15E9S 入力電圧15V、　出力電圧9V、　出力電力6W 小型　アイソレーション　
15E12S 入力電圧15V、　出力電圧12V、　出力電力6.5W 小型　アイソレーション　
15E15S 入力電圧15V、　出力電圧15V、　出力電力6.5W 小型　アイソレーション　
15E24S 入力電圧15V、　出力電圧24V、　出力電力6.75W 小型　アイソレーション　
15E28S 入力電圧15V、　出力電圧28V、　出力電力6.75W 小型　アイソレーション　
15E48S 入力電圧15V、　出力電圧48V、　出力電力6.75W 小型　アイソレーション　
24E3.3S 入力電圧24V、　出力電圧3.3V、　出力電力3.5W 小型　アイソレーション　
24E5S 入力電圧24V、　出力電圧5V、　出力電力4W 小型　アイソレーション　

24E5.2S 入力電圧24V、　出力電圧5.2V、　出力電力4W 小型　アイソレーション　
24E9S 入力電圧24V、　出力電圧9V、　出力電力6W 小型　アイソレーション　
24E12S 入力電圧24V、　出力電圧12V、　出力電力6.5W 小型　アイソレーション　
24E15S 入力電圧24V、　出力電圧15V、　出力電力6.5W 小型　アイソレーション　
24E24S 入力電圧24V、　出力電圧24V、　出力電力7W 小型　アイソレーション　
24E28S 入力電圧24V、　出力電圧28V、　出力電力7W 小型　アイソレーション　
24E48S 入力電圧24V、　出力電圧48V、　出力電力7W 小型　アイソレーション　
28E3.3S 入力電圧28V、　出力電圧3.3V、　出力電力3.5W 小型　アイソレーション　
28E5S 入力電圧28V、　出力電圧5V、　出力電力4W 小型　アイソレーション　

28E5.2S 入力電圧28V、　出力電圧5.2V、　出力電力4W 小型　アイソレーション　
28E9S 入力電圧28V、　出力電圧9V、　出力電力6W 小型　アイソレーション　
28E12S 入力電圧28V、　出力電圧12V、　出力電力6.5W 小型　アイソレーション　
28E15S 入力電圧28V、　出力電圧15V、　出力電力6.5W 小型　アイソレーション　
28E24S 入力電圧28V、　出力電圧24V、　出力電力7W 小型　アイソレーション　
28E28S 入力電圧28V、　出力電圧28V、　出力電力7W 小型　アイソレーション　
28E48S 入力電圧28V、　出力電圧48V、　出力電力7W 小型　アイソレーション　
48E3.3S 入力電圧48V、　出力電圧3.3V、　出力電力3.5W 小型　アイソレーション　
48E5S 入力電圧48V、　出力電圧5V、　出力電力4W 小型　アイソレーション　

48E5.2S 入力電圧48V、　出力電圧5.2V、　出力電力4W 小型　アイソレーション　
48E9S 入力電圧48V、　出力電圧9V、　出力電力6W 小型　アイソレーション　
48E12S 入力電圧48V、　出力電圧12V、　出力電力6.5W 小型　アイソレーション　
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48E15S 入力電圧48V、　出力電圧15V、　出力電力6.5W 小型　アイソレーション　
48E24S 入力電圧48V、　出力電圧24V、　出力電力7W 小型　アイソレーション　
48E28S 入力電圧48V、　出力電圧28V、　出力電力7W 小型　アイソレーション　
5E5D 入力電圧5V、　出力電圧±5V、　出力電力2W 小型　アイソレーション　
5E9D 入力電圧5V、　出力電圧±9V、　出力電力2.25W 小型　アイソレーション　
5E12D 入力電圧5V、　出力電圧±12V、　出力電力2.25W 小型　アイソレーション　
5E15D 入力電圧5V、　出力電圧±15V、　出力電力2.25W 小型　アイソレーション　
5E24D 入力電圧5V、　出力電圧±24V、　出力電力2.25W 小型　アイソレーション　
5E28D 入力電圧5V、　出力電圧±28V、　出力電力2.25W 小型　アイソレーション　
5E48D 入力電圧5V、　出力電圧±48V、　出力電力2.25W 小型　アイソレーション　
12E5D 入力電圧12V、　出力電圧±5V、　出力電力2W 小型　アイソレーション　
12E9D 入力電圧12V、　出力電圧±9V、　出力電力3W 小型　アイソレーション　
12E12D 入力電圧12V、　出力電圧±12V、　出力電力3.25W 小型　アイソレーション　
12E15D 入力電圧12V、　出力電圧±15V、　出力電力3.25W 小型　アイソレーション　
12E24D 入力電圧12V、　出力電圧±24V、　出力電力3.375W 小型　アイソレーション　
12E28D 入力電圧12V、　出力電圧±28V、　出力電力3.375W 小型　アイソレーション　
12E48D 入力電圧12V、　出力電圧±48V、　出力電力3.375W 小型　アイソレーション　
15E5D 入力電圧15V、　出力電圧±5V、　出力電力2W 小型　アイソレーション　
15E9D 入力電圧15V、　出力電圧±9V、　出力電力3W 小型　アイソレーション　
15E12D 入力電圧15V、　出力電圧±12V、　出力電力3.25W 小型　アイソレーション　
15E15D 入力電圧15V、　出力電圧±15V、　出力電力3.25W 小型　アイソレーション　
15E24D 入力電圧15V、　出力電圧±24V、　出力電力3.375W 小型　アイソレーション　
15E28E 入力電圧15V、　出力電圧±28V、　出力電力3.375W 小型　アイソレーション　
15E48D 入力電圧15V、　出力電圧±48V、　出力電力3.375W 小型　アイソレーション　
24E5D 入力電圧24V、　出力電圧±5V、　出力電力2W 小型　アイソレーション　
24E9D 入力電圧24V、　出力電圧±9V、　出力電力3W 小型　アイソレーション　
24E12D 入力電圧24V、　出力電圧±12V、　出力電力3.25W 小型　アイソレーション　
24E15D 入力電圧24V、　出力電圧±15V、　出力電力3.25W 小型　アイソレーション　
24E24D 入力電圧24V、　出力電圧±24V、　出力電力3.5W 小型　アイソレーション　
24E28D 入力電圧24V、　出力電圧±28V、　出力電力3.5W 小型　アイソレーション　
24E48D 入力電圧24V、　出力電圧±48V、　出力電力3.5W 小型　アイソレーション　
28E5D 入力電圧28V、　出力電圧±5V、　出力電力2W 小型　アイソレーション　
28E9D 入力電圧28V、　出力電圧±9V、　出力電力3W 小型　アイソレーション　
28E12D 入力電圧28V、　出力電圧±12V、　出力電力3.25W 小型　アイソレーション　
28E15D 入力電圧28V、　出力電圧±15V、　出力電力3.25W 小型　アイソレーション　
28E24D 入力電圧28V、　出力電圧±24V、　出力電力3.5W 小型　アイソレーション　
28E28D 入力電圧28V、　出力電圧±28V、　出力電力3.5W 小型　アイソレーション　
28E48D 入力電圧28V、　出力電圧±48V、　出力電力3.5W 小型　アイソレーション　
48E5D 入力電圧48V、　出力電圧±5V、　出力電力2W 小型　アイソレーション　
48E9D 入力電圧48V、　出力電圧±9V、　出力電力3W 小型　アイソレーション　
48E12D 入力電圧48V、　出力電圧±12V、　出力電力3.25W 小型　アイソレーション　
48E15D 入力電圧48V、　出力電圧±15V、　出力電力3.25W 小型　アイソレーション　
48E24D 入力電圧48V、　出力電圧±24V、　出力電力3.5W 小型　アイソレーション　
48E28D 入力電圧48V、　出力電圧±28V、　出力電力3.5W 小型　アイソレーション　
5SE3.3S 入力電圧5V、　出力電圧3.3V、　出力電力3.5W 小型　アイソレーション　
5SE5S 入力電圧5V、　出力電圧5V、　出力電力4W 小型　アイソレーション　

5SE5.2S 入力電圧5V、　出力電圧5.2V、　出力電力4W 小型　アイソレーション　
5SE9S 入力電圧5V、　出力電圧9V、　出力電力4.5W 小型　アイソレーション　
5SE12S 入力電圧5V、　出力電圧12V、　出力電力4.5W 小型　アイソレーション　
5SE15S 入力電圧5V、　出力電圧15V、　出力電力4.5W 小型　アイソレーション　
5SE24S 入力電圧5V、　出力電圧24V、　出力電力4.5W 小型　アイソレーション　
5SE28S 入力電圧5V、　出力電圧28V、　出力電力4.5W 小型　アイソレーション　
5SE48S 入力電圧5V、　出力電圧48V、　出力電力4.5W 小型　アイソレーション　

12SE3.3S 入力電圧12V、　出力電圧3.3V、　出力電力3.5W 小型　アイソレーション　
12SE5S 入力電圧12V、　出力電圧5V、　出力電力4W 小型　アイソレーション　

12SE5.2S 入力電圧12V、　出力電圧5.2V、　出力電力4W 小型　アイソレーション　
12SE9S 入力電圧12V、　出力電圧9V、　出力電力6W 小型　アイソレーション　
12SE12S 入力電圧12V、　出力電圧12V、　出力電力6.5W 小型　アイソレーション　
12SE15S 入力電圧12V、　出力電圧15V、　出力電力6.5W 小型　アイソレーション　
12SE24S 入力電圧12V、　出力電圧24V、　出力電力6.75W 小型　アイソレーション　
12SE28S 入力電圧12V、　出力電圧28V、　出力電力6.75W 小型　アイソレーション　
12SE48S 入力電圧12V、　出力電圧48V、　出力電力6.75W 小型　アイソレーション　
15SE3.3S 入力電圧15V、　出力電圧3.3V、　出力電力3.5W 小型　アイソレーション　
15SE5S 入力電圧15V、　出力電圧5V、　出力電力4W 小型　アイソレーション　

15SE5.2S 入力電圧15V、　出力電圧5.2V、　出力電力4W 小型　アイソレーション　
15SE9S 入力電圧15V、　出力電圧9V、　出力電力6W 小型　アイソレーション　
15SE12S 入力電圧15V、　出力電圧12V、　出力電力6.5W 小型　アイソレーション　
15SE15S 入力電圧15V、　出力電圧15V、　出力電力6.5W 小型　アイソレーション　
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15SE24S 入力電圧15V、　出力電圧24V、　出力電力6.75W 小型　アイソレーション　
15SE28S 入力電圧15V、　出力電圧28V、　出力電力6.75W 小型　アイソレーション　
15SE48S 入力電圧15V、　出力電圧48V、　出力電力6.75W 小型　アイソレーション　
24SE3.3S 入力電圧24V、　出力電圧3.3V、　出力電力3.5W 小型　アイソレーション　
24SE5S 入力電圧24V、　出力電圧5V、　出力電力4W 小型　アイソレーション　

24SE5.2S 入力電圧24V、　出力電圧5.2V、　出力電力4W 小型　アイソレーション　
24SE9S 入力電圧24V、　出力電圧9V、　出力電力6W 小型　アイソレーション　
24SE12S 入力電圧24V、　出力電圧12V、　出力電力6.5W 小型　アイソレーション　
24SE15S 入力電圧24V、　出力電圧15V、　出力電力6.5W 小型　アイソレーション　
24SE24S 入力電圧24V、　出力電圧24V、　出力電力7W 小型　アイソレーション　
24SE28S 入力電圧24V、　出力電圧28V、　出力電力7W 小型　アイソレーション　
24SE48S 入力電圧24V、　出力電圧48V、　出力電力7W 小型　アイソレーション　
28SE3.3S 入力電圧28V、　出力電圧3.3V、　出力電力3.5W 小型　アイソレーション　
28SE5S 入力電圧28V、　出力電圧5V、　出力電力4W 小型　アイソレーション　

28SE5.2S 入力電圧28V、　出力電圧5.2V、　出力電力4W 小型　アイソレーション　
28SE9S 入力電圧28V、　出力電圧9V、　出力電力6W 小型　アイソレーション　
28SE12S 入力電圧28V、　出力電圧12V、　出力電力6.5W 小型　アイソレーション　
28SE15S 入力電圧28V、　出力電圧15V、　出力電力6.5W 小型　アイソレーション　
28SE24S 入力電圧28V、　出力電圧24V、　出力電力7W 小型　アイソレーション　
28SE28S 入力電圧28V、　出力電圧28V、　出力電力7W 小型　アイソレーション　
28SE48S 入力電圧28V、　出力電圧48V、　出力電力7W 小型　アイソレーション　
48SE3.3S 入力電圧48V、　出力電圧3.3V、　出力電力3.5W 小型　アイソレーション　
48SE5S 入力電圧48V、　出力電圧5V、　出力電力4W 小型　アイソレーション　

48SE5.2S 入力電圧48V、　出力電圧5.2V、　出力電力4W 小型　アイソレーション　
48SE9S 入力電圧48V、　出力電圧9V、　出力電力6W 小型　アイソレーション　
48SE12S 入力電圧48V、　出力電圧12V、　出力電力6.5W 小型　アイソレーション　
48SE15S 入力電圧48V、　出力電圧15V、　出力電力6.5W 小型　アイソレーション　
48SE24S 入力電圧48V、　出力電圧24V、　出力電力7W 小型　アイソレーション　
48SE28S 入力電圧48V、　出力電圧28V、　出力電力7W 小型　アイソレーション　
5SE5D 入力電圧5V、　出力電圧±5V、　出力電力2W 小型　アイソレーション　
5SE9D 入力電圧5V、　出力電圧±9V、　出力電力2.25W 小型　アイソレーション　
5SE12D 入力電圧5V、　出力電圧±12V、　出力電力2.25W 小型　アイソレーション　
5SE15D 入力電圧5V、　出力電圧±15V、　出力電力2.25W 小型　アイソレーション　
5SE24D 入力電圧5V、　出力電圧±24V、　出力電力2.25W 小型　アイソレーション　
5SE28D 入力電圧5V、　出力電圧±28V、　出力電力2.25W 小型　アイソレーション　
5SE48D 入力電圧5V、　出力電圧±48V、　出力電力2.25W 小型　アイソレーション　
12SE5D 入力電圧12V、　出力電圧±5V、　出力電力2W 小型　アイソレーション　
12SE9D 入力電圧12V、　出力電圧±9V、　出力電力3W 小型　アイソレーション　
12SE12D 入力電圧12V、　出力電圧±12V、　出力電力3.25W 小型　アイソレーション　
12SE15D 入力電圧12V、　出力電圧±15V、　出力電力3.25W 小型　アイソレーション　
12SE24D 入力電圧12V、　出力電圧±24V、　出力電力3.375W 小型　アイソレーション　
12SE28D 入力電圧12V、　出力電圧±28V、　出力電力3.375W 小型　アイソレーション　
12SE48D 入力電圧12V、　出力電圧±48V、　出力電力3.375W 小型　アイソレーション　
15SE5D 入力電圧15V、　出力電圧±5V、　出力電力2W 小型　アイソレーション　
15SE9D 入力電圧15V、　出力電圧±9V、　出力電力3W 小型　アイソレーション　
15SE12D 入力電圧15V、　出力電圧±12V、　出力電力3.25W 小型　アイソレーション　
15SE15D 入力電圧15V、　出力電圧±15V、　出力電力3.25W 小型　アイソレーション　
15SE24D 入力電圧15V、　出力電圧±24V、　出力電力3.375W 小型　アイソレーション　
15SE28D 入力電圧15V、　出力電圧±28V、　出力電力3.375W 小型　アイソレーション　
15SE48D 入力電圧15V、　出力電圧±48V、　出力電力3.375W 小型　アイソレーション　
24SE5D 入力電圧24V、　出力電圧±5V、　出力電力2W 小型　アイソレーション　
24SE9D 入力電圧24V、　出力電圧±9V、　出力電力3W 小型　アイソレーション　
24SE12D 入力電圧24V、　出力電圧±12V、　出力電力3.25W 小型　アイソレーション　
24SE15D 入力電圧24V、　出力電圧±15V、　出力電力3.25W 小型　アイソレーション　
24SE24D 入力電圧24V、　出力電圧±24V、　出力電力3.5W 小型　アイソレーション　
24SE28D 入力電圧24V、　出力電圧±28V、　出力電力3.5W 小型　アイソレーション　
24SE48D 入力電圧24V、　出力電圧±48V、　出力電力3.5W 小型　アイソレーション　
28SE5D 入力電圧28V、　出力電圧±5V、　出力電力2W 小型　アイソレーション　
28SE9D 入力電圧28V、　出力電圧±9V、　出力電力3W 小型　アイソレーション　
28SE12D 入力電圧28V、　出力電圧±12V、　出力電力3.25W 小型　アイソレーション　
28SE15D 入力電圧28V、　出力電圧±15V、　出力電力3.25W 小型　アイソレーション　
28SE24D 入力電圧28V、　出力電圧±24V、　出力電力3.5W 小型　アイソレーション　
28SE28D 入力電圧28V、　出力電圧±28V、　出力電力3.5W 小型　アイソレーション　
28SE48D 入力電圧28V、　出力電圧±48V、　出力電力3.5W 小型　アイソレーション　
48SE5D 入力電圧48V、　出力電圧±5V、　出力電力2W 小型　アイソレーション　
48SE9D 入力電圧48V、　出力電圧±9V、　出力電力3W 小型　アイソレーション　
48SE12D 入力電圧48V、　出力電圧±12V、　出力電力3.25W 小型　アイソレーション　
48SE15D 入力電圧48V、　出力電圧±15V、　出力電力3.25W 小型　アイソレーション　
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48SE24D 入力電圧48V、　出力電圧±24V、　出力電力3.5W 小型　アイソレーション　
48SE28D 入力電圧48V、　出力電圧±28V、　出力電力3.5W 小型　アイソレーション　
5FR5S 入力電圧5V、　出力電圧5V、　出力電力0.75W 安定出力　
5FR12S 入力電圧5V、　出力電圧12V、　出力電力1W 安定出力　
5FR15S 入力電圧5V、　出力電圧15V、　出力電力1W 安定出力　
12FR5S 入力電圧12V、　出力電圧5V、　出力電力0.75W 安定出力　
12FR12S 入力電圧12V、　出力電圧12V、　出力電力1W 安定出力　
12FR15S 入力電圧12V、　出力電圧15V、　出力電力1W 安定出力　
15FR5S 入力電圧15V、　出力電圧5V、　出力電力0.75W 安定出力　
15FR12S 入力電圧15V、　出力電圧12V、　出力電力1W 安定出力　
15FR15S 入力電圧15V、　出力電圧15V、　出力電力1W 安定出力　
24FR5S 入力電圧24V、　出力電圧5V、　出力電力0.75W 安定出力　
24FR12S 入力電圧24V、　出力電圧12V、　出力電力1W 安定出力　
24FR15S 入力電圧24V、　出力電圧15V、　出力電力1W 安定出力　
28FR5S 入力電圧28V、　出力電圧5V、　出力電力0.75W 安定出力　
28FR12S 入力電圧28V、　出力電圧12V、　出力電力1W 安定出力　
28FR15S 入力電圧28V、　出力電圧15V、　出力電力1W 安定出力　
5FR5D 入力電圧5V、　出力電圧±5V、　出力電力0.25W 安定出力　
5FR12D 入力電圧5V、　出力電圧±12V、　出力電力0.35W 安定出力　
5FR15D 入力電圧5V、　出力電圧±15V、　出力電力0.35W 安定出力　
12FR5D 入力電圧12V、　出力電圧±5V、　出力電力0.25W 安定出力　
12FR12D 入力電圧12V、　出力電圧±12V、　出力電力0.35W 安定出力　
12FR15D 入力電圧12V、　出力電圧±15V、　出力電力0.35W 安定出力　
15FR5D 入力電圧15V、　出力電圧±5V、　出力電力0.25W 安定出力　
15FR12D 入力電圧15V、　出力電圧±12V、　出力電力0.35W 安定出力　
15FR15D 入力電圧15V、　出力電圧±15V、　出力電力0.35W 安定出力　
24FR5D 入力電圧24V、　出力電圧±5V、　出力電力0.25W 安定出力　
24FR12D 入力電圧24V、　出力電圧±12V、　出力電力0.35W 安定出力　
24FR15D 入力電圧24V、　出力電圧±15V、　出力電力0.35W 安定出力　
28FR5D 入力電圧28V、　出力電圧±5V、　出力電力0.25W 安定出力　
28FR12D 入力電圧28V、　出力電圧±12V、　出力電力0.35W 安定出力　
28FR15D 入力電圧28V、　出力電圧±15V、　出力電力0.35W 安定出力　
5SFR5S 入力電圧5V、　出力電圧5V、　出力電力0.75W 安定出力　
5SFR12S 入力電圧5V、　出力電圧12V、　出力電力1W 安定出力　
5SFR15S 入力電圧5V、　出力電圧15V、　出力電力1W 安定出力　
12SFR5S 入力電圧12V、　出力電圧5V、　出力電力0.75W 安定出力　
12SFR12S 入力電圧12V、　出力電圧12V、　出力電力1W 安定出力　
12SFR15S 入力電圧12V、　出力電圧15V、　出力電力1W 安定出力　
15SFR5S 入力電圧15V、　出力電圧5V、　出力電力0.75W 安定出力　
15SFR12S 入力電圧15V、　出力電圧12V、　出力電力1W 安定出力　
15SFR15S 入力電圧15V、　出力電圧15V、　出力電力1W 安定出力　
24SFR5S 入力電圧24V、　出力電圧5V、　出力電力0.75W 安定出力　
24SFR12S 入力電圧24V、　出力電圧12V、　出力電力1W 安定出力　
24SFR15S 入力電圧24V、　出力電圧15V、　出力電力1W 安定出力　
28SFR5S 入力電圧28V、　出力電圧5V、　出力電力0.75W 安定出力　
28SFR12S 入力電圧28V、　出力電圧12V、　出力電力1W 安定出力　
28SFR15S 入力電圧28V、　出力電圧15V、　出力電力1W 安定出力　
5SFR5D 入力電圧5V、　出力電圧±5V、　出力電力0.25W 安定出力　
5SFR12D 入力電圧5V、　出力電圧±12V、　出力電力0.35W 安定出力　
5SFR15D 入力電圧5V、　出力電圧±15V、　出力電力0.35W 安定出力　
12SFR5D 入力電圧12V、　出力電圧±5V、　出力電力0.25W 安定出力　
12SFR12D 入力電圧12V、　出力電圧±12V、　出力電力0.35W 安定出力　
12SFR15D 入力電圧12V、　出力電圧±15V、　出力電力0.35W 安定出力　
15SFR5D 入力電圧15V、　出力電圧±5V、　出力電力0.25W 安定出力　
15SFR12D 入力電圧15V、　出力電圧±12V、　出力電力0.35W 安定出力　
15SFR15D 入力電圧15V、　出力電圧±15V、　出力電力0.35W 安定出力　
24SFR5D 入力電圧24V、　出力電圧±5V、　出力電力0.25W 安定出力　
24SFR12D 入力電圧24V、　出力電圧±12V、　出力電力0.35W 安定出力　
24SFR15D 入力電圧24V、　出力電圧±15V、　出力電力0.35W 安定出力　
28SFR5D 入力電圧28V、　出力電圧±5V、　出力電力0.25W 安定出力　
28SFR12D 入力電圧28V、　出力電圧±12V、　出力電力0.35W 安定出力　
28SFR15D 入力電圧28V、　出力電圧±15V、　出力電力0.35W 安定出力　
*5XGR2S 入力電圧5V、　出力電圧2V、　出力電力1.25W 安定出力　

*5XGR3.3S 入力電圧5V、　出力電圧3.3V、　出力電力1.75W 安定出力　
5XGR5S 入力電圧5V、　出力電圧5V、　出力電力2W 安定出力　
5XGR9S 入力電圧5V、　出力電圧9V、　出力電力2.5W 安定出力　
5XGR12S 入力電圧5V、　出力電圧12V、　出力電力3W 安定出力　
5XGR15S 入力電圧5V、　出力電圧15V、　出力電力3W 安定出力　
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*12XGR2S 入力電圧12V、　出力電圧2V、　出力電力1.5W 安定出力　
*12XGR3.3S 入力電圧12V、　出力電圧3.3V、　出力電力2W 安定出力　

12XGR5S 入力電圧12V、　出力電圧5V、　出力電力2W 安定出力　
12XGR9S 入力電圧12V、　出力電圧9V、　出力電力3W 安定出力　
12XGR12S 入力電圧12V、　出力電圧12V、　出力電力4W 安定出力　
12XGR15S 入力電圧12V、　出力電圧15V、　出力電力4W 安定出力　
*15XGR2S 入力電圧15V、　出力電圧2V、　出力電力1.5W 安定出力　

*15XGR3.3S 入力電圧15V、　出力電圧3.3V、　出力電力2W 安定出力　
15XGR5S 入力電圧15V、　出力電圧5V、　出力電力2W 安定出力　
15XGR9S 入力電圧15V、　出力電圧9V、　出力電力3W 安定出力　
15XGR12S 入力電圧15V、　出力電圧12V、　出力電力4W 安定出力　
15XGR15S 入力電圧15V、　出力電圧15V、　出力電力4W 安定出力　
*24XGR2S 入力電圧24V、　出力電圧2V、　出力電力1.5W 安定出力　

*24XGR3.3S 入力電圧24V、　出力電圧3.3V、　出力電力2W 安定出力　
24XGR5S 入力電圧24V、　出力電圧5V、　出力電力2.5W 安定出力　
24XGR9S 入力電圧24V、　出力電圧9V、　出力電力3W 安定出力　
24XGR12S 入力電圧24V、　出力電圧12V、　出力電力4W 安定出力　
24XGR15S 入力電圧24V、　出力電圧15V、　出力電力4W 安定出力　
*28XGR2S 入力電圧28V、　出力電圧2V、　出力電力1.5W 安定出力　

*28XGR3.3S 入力電圧28V、　出力電圧3.3V、　出力電力2W 安定出力　
28XGR5S 入力電圧28V、　出力電圧5V、　出力電力3W 安定出力　
28XGR9S 入力電圧28V、　出力電圧9V、　出力電力3.5W 安定出力　
28XGR12S 入力電圧28V、　出力電圧12V、　出力電力4.5W 安定出力　
28XGR15S 入力電圧28V、　出力電圧15V、　出力電力4.5W 安定出力　
5XGR5D 入力電圧5V、　出力電圧±5V、　出力電力1W 安定出力　
5XGR9D 入力電圧5V、　出力電圧±9V、　出力電力1.25W 安定出力　
5XGR12D 入力電圧5V、　出力電圧±12V、　出力電力1.5W 安定出力　
5XGR15D 入力電圧5V、　出力電圧±15V、　出力電力1.5W 安定出力　
12XGR5D 入力電圧12V、　出力電圧±5V、　出力電力1W 安定出力　
12XGR9D 入力電圧12V、　出力電圧±9V、　出力電力1.5W 安定出力　
12XGR12D 入力電圧12V、　出力電圧±12V、　出力電力2W 安定出力　
12XGR15D 入力電圧12V、　出力電圧±15V、　出力電力2W 安定出力　
15XGR5D 入力電圧15V、　出力電圧±5V、　出力電力1W 安定出力　
15XGR9D 入力電圧15V、　出力電圧±9V、　出力電力1.5W 安定出力　
15XGR12D 入力電圧15V、　出力電圧±12V、　出力電力2W 安定出力　
15XGR15D 入力電圧15V、　出力電圧±15V、　出力電力2W 安定出力　
24XGR5D 入力電圧24V、　出力電圧±5V、　出力電力1.25W 安定出力　
24XGR9D 入力電圧24V、　出力電圧±9V、　出力電力1.5W 安定出力　
24XGR12D 入力電圧24V、　出力電圧±12V、　出力電力2W 安定出力　
24XGR15D 入力電圧24V、　出力電圧±15V、　出力電力2W 安定出力　
28XGR5D 入力電圧28V、　出力電圧±5V、　出力電力1.5W 安定出力　
28XGR9D 入力電圧28V、　出力電圧±9V、　出力電力1.75W 安定出力　
28XGR12D 入力電圧28V、　出力電圧±12V、　出力電力2.25W 安定出力　
28XGR15D 入力電圧28V、　出力電圧±15V、　出力電力2.25W 安定出力　
*5XSGR2S 入力電圧5V、　出力電圧2V、　出力電力1.25W 安定出力　

*5XSGR3.3S 入力電圧5V、　出力電圧3.3V、　出力電力1.75W 安定出力　
5XSGR5S 入力電圧5V、　出力電圧5V、　出力電力2W 安定出力　
5XSGR9S 入力電圧5V、　出力電圧9V、　出力電力2.5W 安定出力　
5XSGR12S 入力電圧5V、　出力電圧12V、　出力電力3W 安定出力　
5XSGR15S 入力電圧5V、　出力電圧15V、　出力電力3W 安定出力　
*12XSGR2S 入力電圧12V、　出力電圧2V、　出力電力1.5W 安定出力　

*12XSGR3.3S 入力電圧12V、　出力電圧3.3V、　出力電力2W 安定出力　
12XSGR5S 入力電圧12V、　出力電圧5V、　出力電力2W 安定出力　
12XSGR9S 入力電圧12V、　出力電圧9V、　出力電力3W 安定出力　
12XSGR12S 入力電圧12V、　出力電圧12V、　出力電力4W 安定出力　
12XSGR15S 入力電圧12V、　出力電圧15V、　出力電力4W 安定出力　
*15XSGR2S 入力電圧15V、　出力電圧2V、　出力電力1.5W 安定出力　

*15XSGR3.3S 入力電圧15V、　出力電圧3.3V、　出力電力2W 安定出力　
15XSGR5S 入力電圧15V、　出力電圧5V、　出力電力2W 安定出力　
15XSGR9S 入力電圧15V、　出力電圧9V、　出力電力3W 安定出力　
15XSGR12S 入力電圧15V、　出力電圧12V、　出力電力4W 安定出力　
15XSGR15S 入力電圧15V、　出力電圧15V、　出力電力4W 安定出力　
*24XSGR2S 入力電圧24V、　出力電圧2V、　出力電力1.5W 安定出力　

*24XSGR3.3S 入力電圧24V、　出力電圧3.3V、　出力電力2W 安定出力　
24XSGR5S 入力電圧24V、　出力電圧5V、　出力電力2.5W 安定出力　
24XSGR9S 入力電圧24V、　出力電圧9V、　出力電力3W 安定出力　
24XSGR12S 入力電圧24V、　出力電圧12V、　出力電力4W 安定出力　
24XSGR15S 入力電圧24V、　出力電圧15V、　出力電力4W 安定出力　
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*28XSGR2S 入力電圧28V、　出力電圧2V、　出力電力1.5W 安定出力　
*28XSGR3.3S 入力電圧28V、　出力電圧3.3V、　出力電力2W 安定出力　

28XSGR5S 入力電圧28V、　出力電圧5V、　出力電力3W 安定出力　
28XSGR9S 入力電圧28V、　出力電圧9V、　出力電力3.5W 安定出力　
28XSGR12S 入力電圧28V、　出力電圧12V、　出力電力4.5W 安定出力　
28XSGR15S 入力電圧28V、　出力電圧15V、　出力電力4.5W 安定出力　
5XSGR5D 入力電圧5V、　出力電圧±5V、　出力電力1W 安定出力　
5XSGR9D 入力電圧5V、　出力電圧±9V、　出力電力1.25W 安定出力　
5SGR12D 入力電圧5V、　出力電圧±12V、　出力電力1.5W 安定出力　
5SGR15D 入力電圧5V、　出力電圧±15V、　出力電力1.5W 安定出力　
12XSGR5D 入力電圧12V、　出力電圧±5V、　出力電力1W 安定出力　
12XSGR9D 入力電圧12V、　出力電圧±9V、　出力電力1.5W 安定出力　
12XSGR12D 入力電圧12V、　出力電圧±12V、　出力電力2W 安定出力　
12XSGR15D 入力電圧12V、　出力電圧±15V、　出力電力2W 安定出力　
15XSGR5D 入力電圧15V、　出力電圧±5V、　出力電力1W 安定出力　
15XSGR9D 入力電圧15V、　出力電圧±9V、　出力電力1.5W 安定出力　
15XSGR12D 入力電圧15V、　出力電圧±12V、　出力電力2W 安定出力　
15XSGR15D 入力電圧15V、　出力電圧±15V、　出力電力2W 安定出力　
24XSGR5D 入力電圧24V、　出力電圧±5V、　出力電力1.25W 安定出力　
24XSGR9D 入力電圧24V、　出力電圧±9V、　出力電力1.5W 安定出力　
24XSGR12D 入力電圧24V、　出力電圧±12V、　出力電力2W 安定出力　
24XSGR15D 入力電圧24V、　出力電圧±15V、　出力電力2W 安定出力　
28XSGR5D 入力電圧28V、　出力電圧±5V、　出力電力1.5W 安定出力　
28XSGR9D 入力電圧28V、　出力電圧±9V、　出力電力1.75W 安定出力　
28XSGR12D 入力電圧28V、　出力電圧±12V、　出力電力2.25W 安定出力　
28XSGR15D 入力電圧28V、　出力電圧±15V、　出力電力2.25W 安定出力　

ORE3.3S 入力電圧5-15V、　出力電圧3.3V、　出力電力1.2W ワイド入力レンジ　
ORE5S 入力電圧5-15V、　出力電圧5V、　出力電力1.5W ワイド入力レンジ　

ORE5.2S 入力電圧5-15V、　出力電圧5.2V、　出力電力1.5W ワイド入力レンジ　
ORE9S 入力電圧5-15V、　出力電圧9V、　出力電力1.5W ワイド入力レンジ　
ORE12S 入力電圧5-15V、　出力電圧12V、　出力電力1.5W ワイド入力レンジ　
ORE15S 入力電圧5-15V、　出力電圧15V、　出力電力1.5W ワイド入力レンジ　
ORE24S 入力電圧5-15V、　出力電圧24V、　出力電力1.5W ワイド入力レンジ　
ORE28S 入力電圧5-15V、　出力電圧28V、　出力電力1.5W ワイド入力レンジ　
ORF3.3S 入力電圧8-24V、　出力電圧3.3V、　出力電力1.5W ワイド入力レンジ　
ORF5S 入力電圧8-24V、　出力電圧5V、　出力電力2.0W ワイド入力レンジ　

ORF5.2S 入力電圧8-24V、　出力電圧5.2V、　出力電力2.0W ワイド入力レンジ　
ORF9S 入力電圧8-24V、　出力電圧9V、　出力電力2.0W ワイド入力レンジ　
ORF12S 入力電圧8-24V、　出力電圧12V、　出力電力2.0W ワイド入力レンジ　
ORF15S 入力電圧8-24V、　出力電圧15V、　出力電力2.0W ワイド入力レンジ　
ORF24S 入力電圧8-24V、　出力電圧24V、　出力電力2.0W ワイド入力レンジ　
ORF28S 入力電圧8-24V、　出力電圧28V、　出力電力2.0W ワイド入力レンジ　
ORA3.3S 入力電圧18-36V、　出力電圧3.3V、　出力電力1.5W ワイド入力レンジ　
ORA5S 入力電圧18-36V、　出力電圧5V、　出力電力2.0W ワイド入力レンジ　

ORA5.2S 入力電圧18-36V、　出力電圧5.2V、　出力電力2.0W ワイド入力レンジ　
ORA9S 入力電圧18-36V、　出力電圧9V、　出力電力2.5W ワイド入力レンジ　
ORA12S 入力電圧18-36V、　出力電圧12V、　出力電力2.5W ワイド入力レンジ　
ORA15S 入力電圧18-36V、　出力電圧15V、　出力電力2.5W ワイド入力レンジ　
ORA24S 入力電圧18-36V、　出力電圧24V、　出力電力2.5W ワイド入力レンジ　
ORA28S 入力電圧18-36V、　出力電圧28V、　出力電力2.5W ワイド入力レンジ　
ORE5D 入力電圧5-15V、　出力電圧±5V、　出力電力0.75W ワイド入力レンジ　
ORE9D 入力電圧5-15V、　出力電圧±9V、　出力電力0.75W ワイド入力レンジ　
ORE12D 入力電圧5-15V、　出力電圧±12V、　出力電力0.75W ワイド入力レンジ　
ORE15D 入力電圧5-15V、　出力電圧±15V、　出力電力0.75W ワイド入力レンジ　
ORE24D 入力電圧5-15V、　出力電圧±24V、　出力電力0.75W ワイド入力レンジ　
ORE28D 入力電圧5-15V、　出力電圧±28V、　出力電力0.75W ワイド入力レンジ　
ORF5D 入力電圧8-24V、　出力電圧±5V、　出力電力1.00W ワイド入力レンジ　
ORF9D 入力電圧8-24V、　出力電圧±9V、　出力電力1.00W ワイド入力レンジ　
ORF12D 入力電圧8-24V、　出力電圧±12V、　出力電力1.00W ワイド入力レンジ　
ORF15D 入力電圧8-24V、　出力電圧±15V、　出力電力1.00W ワイド入力レンジ　
ORF24D 入力電圧8-24V、　出力電圧±24V、　出力電力1.00W ワイド入力レンジ　
ORF28D 入力電圧8-24V、　出力電圧±28V、　出力電力1.00W ワイド入力レンジ　
ORA5D 入力電圧18-36V、　出力電圧±5V、　出力電力1.00W ワイド入力レンジ　
ORA9D 入力電圧18-36V、　出力電圧±9V、　出力電力1.25W ワイド入力レンジ　
ORA12D 入力電圧18-36V、　出力電圧±12V、　出力電力1.25W ワイド入力レンジ　
ORA15D 入力電圧18-36V、　出力電圧±15V、　出力電力1.25W ワイド入力レンジ　
ORA24D 入力電圧18-36V、　出力電圧±24V、　出力電力1.25W ワイド入力レンジ　
ORA28D 入力電圧18-36V、　出力電圧±28V、　出力電力1.25W ワイド入力レンジ　
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SORE3.3S 入力電圧5-15V、　出力電圧3.3V、　出力電力1.2W ワイド入力レンジ　
SORE5S 入力電圧5-15V、　出力電圧5V、　出力電力1.5W ワイド入力レンジ　

SORE5.2S 入力電圧5-15V、　出力電圧5.2V、　出力電力1.5W ワイド入力レンジ　
SORE9S 入力電圧5-15V、　出力電圧9V、　出力電力1.5W ワイド入力レンジ　
SORE12S 入力電圧5-15V、　出力電圧12V、　出力電力1.5W ワイド入力レンジ　
SORE15S 入力電圧5-15V、　出力電圧15V、　出力電力1.5W ワイド入力レンジ　
SORE24S 入力電圧5-15V、　出力電圧24V、　出力電力1.5W ワイド入力レンジ　
SORE28S 入力電圧5-15V、　出力電圧28V、　出力電力1.5W ワイド入力レンジ　
SORF3.3S 入力電圧8-24V、　出力電圧3.3V、　出力電力1.5W ワイド入力レンジ　
SORF5S 入力電圧8-24V、　出力電圧5V、　出力電力2.0W ワイド入力レンジ　

SORF5.2S 入力電圧8-24V、　出力電圧5.2V、　出力電力2.0W ワイド入力レンジ　
SORF9S 入力電圧8-24V、　出力電圧9V、　出力電力2.0W ワイド入力レンジ　
SORF12S 入力電圧8-24V、　出力電圧12V、　出力電力2.0W ワイド入力レンジ　
SORF15S 入力電圧8-24V、　出力電圧15V、　出力電力2.0W ワイド入力レンジ　
SORF24S 入力電圧8-24V、　出力電圧24V、　出力電力2.0W ワイド入力レンジ　
SORF28S 入力電圧8-24V、　出力電圧28V、　出力電力2.0W ワイド入力レンジ　
SORA3.3S 入力電圧18-36V、　出力電圧3.3V、　出力電力1.5W ワイド入力レンジ　
SORA5S 入力電圧18-36V、　出力電圧5V、　出力電力2.0W ワイド入力レンジ　

SORA5.2S 入力電圧18-36V、　出力電圧5.2V、　出力電力2.0W ワイド入力レンジ　
SORA9S 入力電圧18-36V、　出力電圧9V、　出力電力2.5W ワイド入力レンジ　
SORA12S 入力電圧18-36V、　出力電圧12V、　出力電力2.5W ワイド入力レンジ　
SORA15S 入力電圧18-36V、　出力電圧15V、　出力電力2.5W ワイド入力レンジ　
SORA24S 入力電圧18-36V、　出力電圧24V、　出力電力2.5W ワイド入力レンジ　
SORA28S 入力電圧18-36V、　出力電圧28V、　出力電力2.5W ワイド入力レンジ　
SORE5D 入力電圧5-15V、　出力電圧±5V、　出力電力0.75W ワイド入力レンジ　
SORE9D 入力電圧5-15V、　出力電圧±9V、　出力電力0.75W ワイド入力レンジ　
SORE12D 入力電圧5-15V、　出力電圧±12V、　出力電力0.75W ワイド入力レンジ　
SORE15D 入力電圧5-15V、　出力電圧±15V、　出力電力0.75W ワイド入力レンジ　
SORE24D 入力電圧5-15V、　出力電圧±24V、　出力電力0.75W ワイド入力レンジ　
SORE28D 入力電圧5-15V、　出力電圧±28V、　出力電力0.75W ワイド入力レンジ　
SORF5D 入力電圧8-24V、　出力電圧±5V、　出力電力1.00W ワイド入力レンジ　
SORF9D 入力電圧8-24V、　出力電圧±9V、　出力電力1.00W ワイド入力レンジ　
SORF12D 入力電圧8-24V、　出力電圧±12V、　出力電力1.00W ワイド入力レンジ　
SORF15D 入力電圧8-24V、　出力電圧±15V、　出力電力1.00W ワイド入力レンジ　
SORF24D 入力電圧8-24V、　出力電圧±24V、　出力電力1.00W ワイド入力レンジ　
SORF28D 入力電圧8-24V、　出力電圧±28V、　出力電力1.00W ワイド入力レンジ　
SORA5D 入力電圧18-36V、　出力電圧±5V、　出力電力1.00W ワイド入力レンジ　
SORA9D 入力電圧18-36V、　出力電圧±9V、　出力電力1.25W ワイド入力レンジ　
SORA12D 入力電圧18-36V、　出力電圧±12V、　出力電力1.25W ワイド入力レンジ　
SORA15D 入力電圧18-36V、　出力電圧±15V、　出力電力1.25W ワイド入力レンジ　
SORA24D 入力電圧18-36V、　出力電圧±24V、　出力電力1.25W ワイド入力レンジ　
SORA28D 入力電圧18-36V、　出力電圧±28V、　出力電力1.25W ワイド入力レンジ　
SIRE3.3S 入力電圧5-15V、　出力電圧3.3V、　出力電力5W ワイド入力レンジ　
SIRE5S 入力電圧5-15V、　出力電圧5V、　出力電力5W ワイド入力レンジ　

SIRE5.2S 入力電圧5-15V、　出力電圧5.2V、　出力電力5W ワイド入力レンジ　
SIRE9S 入力電圧5-15V、　出力電圧9V、　出力電力6W ワイド入力レンジ　
SIRE12S 入力電圧5-15V、　出力電圧12V、　出力電力6W ワイド入力レンジ　
SIRE15S 入力電圧5-15V、　出力電圧15V、　出力電力6W ワイド入力レンジ　
SIRE24S 入力電圧5-15V、　出力電圧24V、　出力電力6W ワイド入力レンジ　
SIRE28S 入力電圧5-15V、　出力電圧28V、　出力電力6W ワイド入力レンジ　
SIRE48S 入力電圧5-15V、　出力電圧48V、　出力電力6W ワイド入力レンジ　
SIRE100S 入力電圧5-15V、　出力電圧100V、　出力電力6W ワイド入力レンジ　
SIRF3.3S 入力電圧8-24V、　出力電圧3.3V、　出力電力7W ワイド入力レンジ　
SIRF5S 入力電圧8-24V、　出力電圧5V、　出力電力8W ワイド入力レンジ　

SIRF5.2S 入力電圧8-24V、　出力電圧5.2V、　出力電力8W ワイド入力レンジ　
SIRF9S 入力電圧8-24V、　出力電圧9V、　出力電力8W ワイド入力レンジ　
SIRF12S 入力電圧8-24V、　出力電圧12V、　出力電力8W ワイド入力レンジ　
SIRF15S 入力電圧8-24V、　出力電圧15V、　出力電力8W ワイド入力レンジ　
SIRF24S 入力電圧8-24V、　出力電圧24V、　出力電力8W ワイド入力レンジ　
SIRF28S 入力電圧8-24V、　出力電圧28V、　出力電力8W ワイド入力レンジ　
SIRF48S 入力電圧8-24V、　出力電圧48V、　出力電力8W ワイド入力レンジ　
SIRF100S 入力電圧8-24V、　出力電圧100V、　出力電力8W ワイド入力レンジ　
SIRA3.3S 入力電圧18-36V、　出力電圧3.3V、　出力電力8W ワイド入力レンジ　
SIRA5S 入力電圧18-36V、　出力電圧5V、　出力電力8W ワイド入力レンジ　

SIRA5.2S 入力電圧18-36V、　出力電圧5.2V、　出力電力8W ワイド入力レンジ　
SIRA9S 入力電圧18-36V、　出力電圧9V、　出力電力8W ワイド入力レンジ　
SIRA12S 入力電圧18-36V、　出力電圧12V、　出力電力8W ワイド入力レンジ　
SIRA15S 入力電圧18-36V、　出力電圧15V、　出力電力8W ワイド入力レンジ　
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SIRA24S 入力電圧18-36V、　出力電圧24V、　出力電力8W ワイド入力レンジ　
SIRA28S 入力電圧18-36V、　出力電圧28V、　出力電力8W ワイド入力レンジ　
SIRA48S 入力電圧18-36V、　出力電圧48V、　出力電力8W ワイド入力レンジ　
SIRA100S 入力電圧18-36V、　出力電圧100V、　出力電力8W ワイド入力レンジ　
SIRB3.3S 入力電圧36-60V、　出力電圧3.3V、　出力電力8W ワイド入力レンジ　
SIRB5S 入力電圧36-60V、　出力電圧5V、　出力電力8W ワイド入力レンジ　

SIRB5.2S 入力電圧36-60V、　出力電圧5.2V、　出力電力8W ワイド入力レンジ　
SIRB9S 入力電圧36-60V、　出力電圧9V、　出力電力8W ワイド入力レンジ　
SIRB12S 入力電圧36-60V、　出力電圧12V、　出力電力8W ワイド入力レンジ　
SIRB15S 入力電圧36-60V、　出力電圧15V、　出力電力8W ワイド入力レンジ　
SIRB24S 入力電圧36-60V、　出力電圧24V、　出力電力8W ワイド入力レンジ　
SIRB28S 入力電圧36-60V、　出力電圧28V、　出力電力8W ワイド入力レンジ　
SIRB48S 入力電圧36-60V、　出力電圧48V、　出力電力8W ワイド入力レンジ　
SIRB100S 入力電圧36-60V、　出力電圧100V、　出力電力8W ワイド入力レンジ　
SIRC3.3S 入力電圧18-60V、　出力電圧3.3V、　出力電力8W ワイド入力レンジ　
SIRC5S 入力電圧18-60V、　出力電圧5V、　出力電力8W ワイド入力レンジ　

SIRC5.2S 入力電圧18-60V、　出力電圧5.2V、　出力電力8W ワイド入力レンジ　
SIRC9S 入力電圧18-60V、　出力電圧9V、　出力電力8W ワイド入力レンジ　
SIRC12S 入力電圧18-60V、　出力電圧12V、　出力電力8W ワイド入力レンジ　
SIRC15S 入力電圧18-60V、　出力電圧15V、　出力電力8W ワイド入力レンジ　
SIRC24S 入力電圧18-60V、　出力電圧24V、　出力電力8W ワイド入力レンジ　
SIRC28S 入力電圧18-60V、　出力電圧28V、　出力電力8W ワイド入力レンジ　
SIRC48S 入力電圧18-60V、　出力電圧48V、　出力電力8W ワイド入力レンジ　
SIRC100S 入力電圧18-60V、　出力電圧100V、　出力電力8W ワイド入力レンジ　
SIRE5D 入力電圧5-15V、　出力電圧±5V、　出力電力2.5W ワイド入力レンジ　
SIRE9D 入力電圧5-15V、　出力電圧±9V、　出力電力3W ワイド入力レンジ　
SIRE12D 入力電圧5-15V、　出力電圧±12V、　出力電力3W ワイド入力レンジ　
SIRE15D 入力電圧5-15V、　出力電圧±15V、　出力電力3W ワイド入力レンジ　
SIRE24D 入力電圧5-15V、　出力電圧±24V、　出力電力3W ワイド入力レンジ　
SIRE28D 入力電圧5-15V、　出力電圧±28V、　出力電力3W ワイド入力レンジ　
SIRE48D 入力電圧5-15V、　出力電圧±48V、　出力電力3W ワイド入力レンジ　
SIRF5D 入力電圧8-24V、　出力電圧±5V、　出力電力4W ワイド入力レンジ　
SIRF9D 入力電圧8-24V、　出力電圧±9V、　出力電力4W ワイド入力レンジ　
SIRF12D 入力電圧8-24V、　出力電圧±12V、　出力電力4W ワイド入力レンジ　
SIRF15D 入力電圧8-24V、　出力電圧±15V、　出力電力4W ワイド入力レンジ　
SIRF24D 入力電圧8-24V、　出力電圧±24V、　出力電力4W ワイド入力レンジ　
SIRF28D 入力電圧8-24V、　出力電圧±28V、　出力電力4W ワイド入力レンジ　
SIRF48D 入力電圧8-24V、　出力電圧±48V、　出力電力4W ワイド入力レンジ　
SIRA5D 入力電圧18-36V、　出力電圧±5V、　出力電力4W ワイド入力レンジ　
SIRA9D 入力電圧18-36V、　出力電圧±9V、　出力電力4W ワイド入力レンジ　
SIRA12D 入力電圧18-36V、　出力電圧±12V、　出力電力4W ワイド入力レンジ　
SIRA15D 入力電圧18-36V、　出力電圧±15V、　出力電力4W ワイド入力レンジ　
SIRA24D 入力電圧18-36V、　出力電圧±24V、　出力電力4W ワイド入力レンジ　
SIRA28D 入力電圧18-36V、　出力電圧±28V、　出力電力4W ワイド入力レンジ　
SIRA48D 入力電圧18-36V、　出力電圧±48V、　出力電力4W ワイド入力レンジ　
SIRB5D 入力電圧36-60V、　出力電圧±5V、　出力電力4W ワイド入力レンジ　
SIRB9D 入力電圧36-60V、　出力電圧±9V、　出力電力4W ワイド入力レンジ　
SIRB12D 入力電圧36-60V、　出力電圧±12V、　出力電力4W ワイド入力レンジ　
SIRB15D 入力電圧36-60V、　出力電圧±15V、　出力電力4W ワイド入力レンジ　
SIRB24D 入力電圧36-60V、　出力電圧±24V、　出力電力4W ワイド入力レンジ　
SIRB28D 入力電圧36-60V、　出力電圧±28V、　出力電力4W ワイド入力レンジ　
SIRB48D 入力電圧36-60V、　出力電圧±48V、　出力電力4W ワイド入力レンジ　
SIRC5D 入力電圧18-60V、　出力電圧±5V、　出力電力4W ワイド入力レンジ　
SIRC9D 入力電圧18-60V、　出力電圧±9V、　出力電力4W ワイド入力レンジ　
SIRC12D 入力電圧18-60V、　出力電圧±12V、　出力電力4W ワイド入力レンジ　
SIRC15D 入力電圧18-60V、　出力電圧±15V、　出力電力4W ワイド入力レンジ　
SIRC24D 入力電圧18-60V、　出力電圧±24V、　出力電力4W ワイド入力レンジ　
SIRC28D 入力電圧18-60V、　出力電圧±28V、　出力電力4W ワイド入力レンジ　
SIRC48D 入力電圧18-60V、　出力電圧±48V、　出力電力4W ワイド入力レンジ　
5AV1500 入力電圧5V、　出力電圧1500V、　出力電力1.25W 小型　高電圧出力　
5AV2000 入力電圧5V、　出力電圧2000V、　出力電力1.25W 小型　高電圧出力　
5AV2500 入力電圧5V、　出力電圧2500V、　出力電力1.25W 小型　高電圧出力　
5AV3000 入力電圧5V、　出力電圧3000V、　出力電力1.25W 小型　高電圧出力　
5AV3500 入力電圧5V、　出力電圧3500V、　出力電力1.25W 小型　高電圧出力　
5AV4000 入力電圧5V、　出力電圧4000V、　出力電力1.25W 小型　高電圧出力　
5AV4500 入力電圧5V、　出力電圧4500V、　出力電力1.25W 小型　高電圧出力　
5AV5000 入力電圧5V、　出力電圧5000V、　出力電力1.25W 小型　高電圧出力　
12AV1500 入力電圧12V、　出力電圧1500V、　出力電力1.25W 小型　高電圧出力　
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12AV2000 入力電圧12V、　出力電圧2000V、　出力電力1.25W 小型　高電圧出力　
12AV2500 入力電圧12V、　出力電圧2500V、　出力電力1.25W 小型　高電圧出力　
12AV3000 入力電圧12V、　出力電圧3000V、　出力電力1.25W 小型　高電圧出力　
12AV3500 入力電圧12V、　出力電圧3500V、　出力電力1.25W 小型　高電圧出力　
12AV4000 入力電圧12V、　出力電圧4000V、　出力電力1.25W 小型　高電圧出力　
12AV4500 入力電圧12V、　出力電圧4500V、　出力電力1.25W 小型　高電圧出力　
12AV5000 入力電圧12V、　出力電圧5000V、　出力電力1.25W 小型　高電圧出力　
15AV1500 入力電圧15V、　出力電圧1500V、　出力電力1.25W 小型　高電圧出力　
15AV2000 入力電圧15V、　出力電圧2000V、　出力電力1.25W 小型　高電圧出力　
15AV2500 入力電圧15V、　出力電圧2500V、　出力電力1.25W 小型　高電圧出力　
15AV3000 入力電圧15V、　出力電圧3000V、　出力電力1.25W 小型　高電圧出力　
15AV3500 入力電圧15V、　出力電圧3500V、　出力電力1.25W 小型　高電圧出力　
15AV4000 入力電圧15V、　出力電圧4000V、　出力電力1.25W 小型　高電圧出力　
15AV4500 入力電圧15V、　出力電圧4500V、　出力電力1.25W 小型　高電圧出力　
15AV5000 入力電圧15V、　出力電圧5000V、　出力電力1.25W 小型　高電圧出力　
24AV1500 入力電圧24V、　出力電圧1500V、　出力電力1.25W 小型　高電圧出力　
24AV2000 入力電圧24V、　出力電圧2000V、　出力電力1.25W 小型　高電圧出力　
24AV2500 入力電圧24V、　出力電圧2500V、　出力電力1.25W 小型　高電圧出力　
24AV3000 入力電圧24V、　出力電圧3000V、　出力電力1.25W 小型　高電圧出力　
24AV3500 入力電圧24V、　出力電圧3500V、　出力電力1.25W 小型　高電圧出力　
24AV4000 入力電圧24V、　出力電圧4000V、　出力電力1.25W 小型　高電圧出力　
24AV4500 入力電圧24V、　出力電圧4500V、　出力電力1.25W 小型　高電圧出力　
24AV5000 入力電圧24V、　出力電圧5000V、　出力電力1.25W 小型　高電圧出力　
28AV1500 入力電圧28V、　出力電圧1500V、　出力電力1.25W 小型　高電圧出力　
28AV2000 入力電圧28V、　出力電圧2000V、　出力電力1.25W 小型　高電圧出力　
28AV2500 入力電圧28V、　出力電圧2500V、　出力電力1.25W 小型　高電圧出力　
28AV3000 入力電圧28V、　出力電圧3000V、　出力電力1.25W 小型　高電圧出力　
28AV3500 入力電圧28V、　出力電圧3500V、　出力電力1.25W 小型　高電圧出力　
28AV4000 入力電圧28V、　出力電圧4000V、　出力電力1.25W 小型　高電圧出力　
28AV4500 入力電圧28V、　出力電圧4500V、　出力電力1.25W 小型　高電圧出力　
28AV5000 入力電圧28V、　出力電圧5000V、　出力電力1.25W 小型　高電圧出力　
48AV1500 入力電圧48V、　出力電圧1500V、　出力電力1.25W 小型　高電圧出力　
48AV2000 入力電圧48V、　出力電圧2000V、　出力電力1.25W 小型　高電圧出力　
48AV2500 入力電圧48V、　出力電圧2500V、　出力電力1.25W 小型　高電圧出力　
48AV3000 入力電圧48V、　出力電圧3000V、　出力電力1.25W 小型　高電圧出力　
48AV3500 入力電圧48V、　出力電圧3500V、　出力電力1.25W 小型　高電圧出力　
48AV4000 入力電圧48V、　出力電圧4000V、　出力電力1.25W 小型　高電圧出力　
48AV4500 入力電圧48V、　出力電圧4500V、　出力電力1.25W 小型　高電圧出力　
48AV5000 入力電圧48V、　出力電圧5000V、　出力電力1.25W 小型　高電圧出力　

5AV1500-P 入力電圧5V、　出力電圧+1500V、　出力電力1.25W 小型　高電圧出力　
5AV2000-P 入力電圧5V、　出力電圧+2000V、　出力電力1.25W 小型　高電圧出力　
5AV2500-P 入力電圧5V、　出力電圧+2500V、　出力電力1.25W 小型　高電圧出力　
5AV3000-P 入力電圧5V、　出力電圧+3000V、　出力電力1.25W 小型　高電圧出力　
5AV3500-P 入力電圧5V、　出力電圧+3500V、　出力電力1.25W 小型　高電圧出力　
5AV4000-P 入力電圧5V、　出力電圧+4000V、　出力電力1.25W 小型　高電圧出力　
5AV4500-P 入力電圧5V、　出力電圧+4500V、　出力電力1.25W 小型　高電圧出力　
5AV5000-P 入力電圧5V、　出力電圧+5000V、　出力電力1.25W 小型　高電圧出力　
12AV1500-P 入力電圧12V、　出力電圧+1500V、　出力電力1.25W 小型　高電圧出力　
12AV2000-P 入力電圧12V、　出力電圧+2000V、　出力電力1.25W 小型　高電圧出力　
12AV2500-P 入力電圧12V、　出力電圧+2500V、　出力電力1.25W 小型　高電圧出力　
12AV3000-P 入力電圧12V、　出力電圧+3000V、　出力電力1.25W 小型　高電圧出力　
12AV3500-P 入力電圧12V、　出力電圧+3500V、　出力電力1.25W 小型　高電圧出力　
12AV4000-P 入力電圧12V、　出力電圧+4000V、　出力電力1.25W 小型　高電圧出力　
12AV4500-P 入力電圧12V、　出力電圧+4500V、　出力電力1.25W 小型　高電圧出力　
12AV5000-P 入力電圧12V、　出力電圧+5000V、　出力電力1.25W 小型　高電圧出力　
15AV1500-P 入力電圧15V、　出力電圧+1500V、　出力電力1.25W 小型　高電圧出力　
15AV2000-P 入力電圧15V、　出力電圧+2000V、　出力電力1.25W 小型　高電圧出力　
15AV2500-P 入力電圧15V、　出力電圧+2500V、　出力電力1.25W 小型　高電圧出力　
15AV3000-P 入力電圧15V、　出力電圧+3000V、　出力電力1.25W 小型　高電圧出力　
15AV3500-P 入力電圧15V、　出力電圧+3500V、　出力電力1.25W 小型　高電圧出力　
15AV4000-P 入力電圧15V、　出力電圧+4000V、　出力電力1.25W 小型　高電圧出力　
15AV4500-P 入力電圧15V、　出力電圧+4500V、　出力電力1.25W 小型　高電圧出力　
15AV5000-P 入力電圧15V、　出力電圧+5000V、　出力電力1.25W 小型　高電圧出力　
24AV1500-P 入力電圧24V、　出力電圧+1500V、　出力電力1.25W 小型　高電圧出力　
24AV2000-P 入力電圧24V、　出力電圧+2000V、　出力電力1.25W 小型　高電圧出力　
24AV2500-P 入力電圧24V、　出力電圧+2500V、　出力電力1.25W 小型　高電圧出力　
24AV3000-P 入力電圧24V、　出力電圧+3000V、　出力電力1.25W 小型　高電圧出力　
24AV3500-P 入力電圧24V、　出力電圧+3500V、　出力電力1.25W 小型　高電圧出力　
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24AV4000-P 入力電圧24V、　出力電圧+4000V、　出力電力1.25W 小型　高電圧出力　
24AV4500-P 入力電圧24V、　出力電圧+4500V、　出力電力1.25W 小型　高電圧出力　
24AV5000-P 入力電圧24V、　出力電圧+5000V、　出力電力1.25W 小型　高電圧出力　
28AV1500-P 入力電圧28V、　出力電圧+1500V、　出力電力1.25W 小型　高電圧出力　
28AV2000-P 入力電圧28V、　出力電圧+2000V、　出力電力1.25W 小型　高電圧出力　
28AV2500-P 入力電圧28V、　出力電圧+2500V、　出力電力1.25W 小型　高電圧出力　
28AV3000-P 入力電圧28V、　出力電圧+3000V、　出力電力1.25W 小型　高電圧出力　
28AV3500-P 入力電圧28V、　出力電圧+3500V、　出力電力1.25W 小型　高電圧出力　
28AV4000-P 入力電圧28V、　出力電圧+4000V、　出力電力1.25W 小型　高電圧出力　
28AV4500-P 入力電圧28V、　出力電圧+4500V、　出力電力1.25W 小型　高電圧出力　
28AV5000-P 入力電圧28V、　出力電圧+5000V、　出力電力1.25W 小型　高電圧出力　
48AV1500-P 入力電圧48V、　出力電圧+1500V、　出力電力1.25W 小型　高電圧出力　
48AV2000-P 入力電圧48V、　出力電圧+2000V、　出力電力1.25W 小型　高電圧出力　
48AV2500-P 入力電圧48V、　出力電圧+2500V、　出力電力1.25W 小型　高電圧出力　
48AV3000-P 入力電圧48V、　出力電圧+3000V、　出力電力1.25W 小型　高電圧出力　
48AV3500-P 入力電圧48V、　出力電圧+3500V、　出力電力1.25W 小型　高電圧出力　
48AV4000-P 入力電圧48V、　出力電圧+4000V、　出力電力1.25W 小型　高電圧出力　
48AV4500-P 入力電圧48V、　出力電圧+4500V、　出力電力1.25W 小型　高電圧出力　
48AV5000-P 入力電圧48V、　出力電圧+5000V、　出力電力1.25W 小型　高電圧出力　
5AV1500-N 入力電圧5V、　出力電圧-1500V、　出力電力1.25W 小型　高電圧出力　
5AV2000-N 入力電圧5V、　出力電圧-2000V、　出力電力1.25W 小型　高電圧出力　
5AV2500-N 入力電圧5V、　出力電圧-2500V、　出力電力1.25W 小型　高電圧出力　
5AV3000-N 入力電圧5V、　出力電圧-3000V、　出力電力1.25W 小型　高電圧出力　
5AV3500-N 入力電圧5V、　出力電圧-3500V、　出力電力1.25W 小型　高電圧出力　
5AV4000-N 入力電圧5V、　出力電圧-4000V、　出力電力1.25W 小型　高電圧出力　
5AV4500-N 入力電圧5V、　出力電圧-4500V、　出力電力1.25W 小型　高電圧出力　
5AV5000-N 入力電圧5V、　出力電圧-5000V、　出力電力1.25W 小型　高電圧出力　
12AV1500-N 入力電圧12V、　出力電圧-1500V、　出力電力1.25W 小型　高電圧出力　
12AV2000-N 入力電圧12V、　出力電圧-2000V、　出力電力1.25W 小型　高電圧出力　
12AV2500-N 入力電圧12V、　出力電圧-2500V、　出力電力1.25W 小型　高電圧出力　
12AV3000-N 入力電圧12V、　出力電圧-3000V、　出力電力1.25W 小型　高電圧出力　
12AV3500-N 入力電圧12V、　出力電圧-3500V、　出力電力1.25W 小型　高電圧出力　
12AV4000-N 入力電圧12V、　出力電圧-4000V、　出力電力1.25W 小型　高電圧出力　
12AV4500-N 入力電圧12V、　出力電圧-4500V、　出力電力1.25W 小型　高電圧出力　
12AV5000-N 入力電圧12V、　出力電圧-5000V、　出力電力1.25W 小型　高電圧出力　
15AV1500-N 入力電圧15V、　出力電圧-1500V、　出力電力1.25W 小型　高電圧出力　
15AV2000-N 入力電圧15V、　出力電圧-2000V、　出力電力1.25W 小型　高電圧出力　
15AV2500-N 入力電圧15V、　出力電圧-2500V、　出力電力1.25W 小型　高電圧出力　
15AV3000-N 入力電圧15V、　出力電圧-3000V、　出力電力1.25W 小型　高電圧出力　
15AV3500-N 入力電圧15V、　出力電圧-3500V、　出力電力1.25W 小型　高電圧出力　
15AV4000-N 入力電圧15V、　出力電圧-4000V、　出力電力1.25W 小型　高電圧出力　
15AV4500-N 入力電圧15V、　出力電圧-4500V、　出力電力1.25W 小型　高電圧出力　
15AV5000-N 入力電圧15V、　出力電圧-5000V、　出力電力1.25W 小型　高電圧出力　
24AV1500-N 入力電圧24V、　出力電圧-1500V、　出力電力1.25W 小型　高電圧出力　
24AV2000-N 入力電圧24V、　出力電圧-2000V、　出力電力1.25W 小型　高電圧出力　
24AV2500-N 入力電圧24V、　出力電圧-2500V、　出力電力1.25W 小型　高電圧出力　
24AV3000-N 入力電圧24V、　出力電圧-3000V、　出力電力1.25W 小型　高電圧出力　
24AV3500-N 入力電圧24V、　出力電圧-3500V、　出力電力1.25W 小型　高電圧出力　
24AV4000-N 入力電圧24V、　出力電圧-4000V、　出力電力1.25W 小型　高電圧出力　
24AV4500-N 入力電圧24V、　出力電圧-4500V、　出力電力1.25W 小型　高電圧出力　
24AV5000-N 入力電圧24V、　出力電圧-5000V、　出力電力1.25W 小型　高電圧出力　
28AV1500-N 入力電圧28V、　出力電圧-1500V、　出力電力1.25W 小型　高電圧出力　
28AV2000-N 入力電圧28V、　出力電圧-2000V、　出力電力1.25W 小型　高電圧出力　
28AV2500-N 入力電圧28V、　出力電圧-2500V、　出力電力1.25W 小型　高電圧出力　
28AV3000-N 入力電圧28V、　出力電圧-3000V、　出力電力1.25W 小型　高電圧出力　
28AV3500-N 入力電圧28V、　出力電圧-3500V、　出力電力1.25W 小型　高電圧出力　
28AV4000-N 入力電圧28V、　出力電圧-4000V、　出力電力1.25W 小型　高電圧出力　
28AV4500-N 入力電圧28V、　出力電圧-4500V、　出力電力1.25W 小型　高電圧出力　
28AV5000-N 入力電圧28V、　出力電圧-5000V、　出力電力1.25W 小型　高電圧出力　
48AV1500-N 入力電圧48V、　出力電圧-1500V、　出力電力1.25W 小型　高電圧出力　
48AV2000-N 入力電圧48V、　出力電圧-2000V、　出力電力1.25W 小型　高電圧出力　
48AV2500-N 入力電圧48V、　出力電圧-2500V、　出力電力1.25W 小型　高電圧出力　
48AV3000-N 入力電圧48V、　出力電圧-3000V、　出力電力1.25W 小型　高電圧出力　
48AV3500-N 入力電圧48V、　出力電圧-3500V、　出力電力1.25W 小型　高電圧出力　
48AV4000-N 入力電圧48V、　出力電圧-4000V、　出力電力1.25W 小型　高電圧出力　
48AV4500-N 入力電圧48V、　出力電圧-4500V、　出力電力1.25W 小型　高電圧出力　
48AV5000-N 入力電圧48V、　出力電圧-5000V、　出力電力1.25W 小型　高電圧出力　

5AVP6K 入力電圧5V、　出力電圧+6000V、　出力電力1.25W 小型　高電圧出力　
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5AVP7K 入力電圧5V、　出力電圧+7000V、　出力電力1.25W 小型　高電圧出力　
5AVP8K 入力電圧5V、　出力電圧+8000V、　出力電力1.25W 小型　高電圧出力　
5AVP9K 入力電圧5V、　出力電圧+9000V、　出力電力1.25W 小型　高電圧出力　
5AVP10K 入力電圧5V、　出力電圧+10000V、　出力電力1.25W 小型　高電圧出力　
12AVP6K 入力電圧12V、　出力電圧+6000V、　出力電力1.25W 小型　高電圧出力　
12AVP7K 入力電圧12V、　出力電圧+7000V、　出力電力1.25W 小型　高電圧出力　
12AVP8K 入力電圧12V、　出力電圧+8000V、　出力電力1.25W 小型　高電圧出力　
12AVP9K 入力電圧12V、　出力電圧+9000V、　出力電力1.25W 小型　高電圧出力　
12AVP10K 入力電圧12V、　出力電圧+10000V、　出力電力1.25W 小型　高電圧出力　
15AVP6K 入力電圧15V、　出力電圧+6000V、　出力電力1.25W 小型　高電圧出力　
15AVP7K 入力電圧15V、　出力電圧+7000V、　出力電力1.25W 小型　高電圧出力　
15AVP8K 入力電圧15V、　出力電圧+8000V、　出力電力1.25W 小型　高電圧出力　
15AVP9K 入力電圧15V、　出力電圧+9000V、　出力電力1.25W 小型　高電圧出力　
15AVP10K 入力電圧15V、　出力電圧+10000V、　出力電力1.25W 小型　高電圧出力　
24AVP6K 入力電圧24V、　出力電圧+6000V、　出力電力1.25W 小型　高電圧出力　
24AVP7K 入力電圧24V、　出力電圧+7000V、　出力電力1.25W 小型　高電圧出力　
24AVP8K 入力電圧24V、　出力電圧+8000V、　出力電力1.25W 小型　高電圧出力　
24AVP9K 入力電圧24V、　出力電圧+9000V、　出力電力1.25W 小型　高電圧出力　
24AVP10K 入力電圧24V、　出力電圧+10000V、　出力電力1.25W 小型　高電圧出力　
28AVP6K 入力電圧28V、　出力電圧+6000V、　出力電力1.25W 小型　高電圧出力　
28AVP7K 入力電圧28V、　出力電圧+7000V、　出力電力1.25W 小型　高電圧出力　
28AVP8K 入力電圧28V、　出力電圧+8000V、　出力電力1.25W 小型　高電圧出力　
28AVP9K 入力電圧28V、　出力電圧+9000V、　出力電力1.25W 小型　高電圧出力　
28AVP10K 入力電圧28V、　出力電圧+10000V、　出力電力1.25W 小型　高電圧出力　
5AVN6K 入力電圧5V、　出力電圧-6000V、　出力電力1.25W 小型　高電圧出力　
5AVN7K 入力電圧5V、　出力電圧-7000V、　出力電力1.25W 小型　高電圧出力　
5AVN8K 入力電圧5V、　出力電圧-8000V、　出力電力1.25W 小型　高電圧出力　
5AVN9K 入力電圧5V、　出力電圧-9000V、　出力電力1.25W 小型　高電圧出力　
5AVN10K 入力電圧5V、　出力電圧-10000V、　出力電力1.25W 小型　高電圧出力　
12AVN6K 入力電圧12V、　出力電圧-6000V、　出力電力1.25W 小型　高電圧出力　
12AVN7K 入力電圧12V、　出力電圧-7000V、　出力電力1.25W 小型　高電圧出力　
12AVN8K 入力電圧12V、　出力電圧-8000V、　出力電力1.25W 小型　高電圧出力　
12AVN9K 入力電圧12V、　出力電圧-9000V、　出力電力1.25W 小型　高電圧出力　
12AVN10K 入力電圧12V、　出力電圧-10000V、　出力電力1.25W 小型　高電圧出力　
15AVN6K 入力電圧15V、　出力電圧-6000V、　出力電力1.25W 小型　高電圧出力　
15AVN7K 入力電圧15V、　出力電圧-7000V、　出力電力1.25W 小型　高電圧出力　
15AVN8K 入力電圧15V、　出力電圧-8000V、　出力電力1.25W 小型　高電圧出力　
15AVN9K 入力電圧15V、　出力電圧-9000V、　出力電力1.25W 小型　高電圧出力　
15AVN10K 入力電圧15V、　出力電圧-10000V、　出力電力1.25W 小型　高電圧出力　
24AVN6K 入力電圧24V、　出力電圧-6000V、　出力電力1.25W 小型　高電圧出力　
24AVN7K 入力電圧24V、　出力電圧-7000V、　出力電力1.25W 小型　高電圧出力　
24AVN8K 入力電圧24V、　出力電圧-8000V、　出力電力1.25W 小型　高電圧出力　
24AVN9K 入力電圧24V、　出力電圧-9000V、　出力電力1.25W 小型　高電圧出力　
24AVN10K 入力電圧24V、　出力電圧-10000V、　出力電力1.25W 小型　高電圧出力　
28AVN6K 入力電圧28V、　出力電圧-6000V、　出力電力1.25W 小型　高電圧出力　
28AVN7K 入力電圧28V、　出力電圧-7000V、　出力電力1.25W 小型　高電圧出力　
28AVN8K 入力電圧28V、　出力電圧-8000V、　出力電力1.25W 小型　高電圧出力　
28AVN9K 入力電圧28V、　出力電圧-9000V、　出力電力1.25W 小型　高電圧出力　
28AVN10K 入力電圧28V、　出力電圧-10000V、　出力電力1.25W 小型　高電圧出力　
5SAR100 入力電圧5～10V、　出力電圧0～100V、　出力電力3W 可変力　
5SAR250 入力電圧5～10V、　出力電圧0～250V、　出力電力3W 可変力　
5SAR500 入力電圧5～10V、　出力電圧0～500V、　出力電力3W 可変力　
5SAR1000 入力電圧5～10V、　出力電圧0～1000V、　出力電力3W 可変力　
5SAR1500 入力電圧5～10V、　出力電圧0～1500V、　出力電力3W 可変力　
12SAR100 入力電圧7.5～15V、　出力電圧0～100V、　出力電力3W 可変力　
12SAR250 入力電圧7.5～15V、　出力電圧0～250V、　出力電力3W 可変力　
12SAR500 入力電圧7.5～15V、　出力電圧0～500V、　出力電力3W 可変力　
12SAR1000 入力電圧7.5～15V、　出力電圧0～1000V、　出力電力3W 可変力　
125SAR1500 入力電圧7.5～15V、　出力電圧0～1500V、　出力電力3W 可変力　
5SAR100SM 入力電圧5～10V、　出力電圧0～100V、　出力電力3W 可変力　
5SAR250SM 入力電圧5～10V、　出力電圧0～250V、　出力電力3W 可変力　
5SAR500SM 入力電圧5～10V、　出力電圧0～500V、　出力電力3W 可変力　
5SAR1000SM 入力電圧5～10V、　出力電圧0～1000V、　出力電力3W 可変力　
5SAR1500SM 入力電圧5～10V、　出力電圧0～1500V、　出力電力3W 可変力　
12SAR100SM 入力電圧7.5～15V、　出力電圧0～100V、　出力電力3W 可変力　
125SAR250SM 入力電圧7.5～15V、　出力電圧0～250V、　出力電力3W 可変力　
12SAR500SM 入力電圧7.5～15V、　出力電圧0～500V、　出力電力3W 可変力　
12SAR1000SM 入力電圧7.5～15V、　出力電圧0～1000V、　出力電力3W 可変力　
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12SAR1500SM 入力電圧7.5～15V、　出力電圧0～1500V、　出力電力3W 可変力　
5AVR100 入力電圧4.5 - 5.5V、　出力電圧100V、　出力電力　１W 安定出力　高電圧　
5AVR200 入力電圧4.5 - 5.5V、　出力電圧200V、　出力電力　１W 安定出力　高電圧　
5AVR300 入力電圧4.5 - 5.5V、　出力電圧300V、　出力電力　１W 安定出力　高電圧　
5AVR400 入力電圧4.5 - 5.5V、　出力電圧400V、　出力電力　１W 安定出力　高電圧　
5AVR500 入力電圧4.5 - 5.5V、　出力電圧500V、　出力電力　１W 安定出力　高電圧　
5AVR600 入力電圧4.5 - 5.5V、　出力電圧600V、　出力電力　１W 安定出力　高電圧　
5AVR700 入力電圧4.5 - 5.5V、　出力電圧700V、　出力電力　１W 安定出力　高電圧　
5AVR800 入力電圧4.5 - 5.5V、　出力電圧800V、　出力電力　１W 安定出力　高電圧　
5AVR900 入力電圧4.5 - 5.5V、　出力電圧900V、　出力電力　１W 安定出力　高電圧　
5AVR1000 入力電圧4.5 - 5.5V、　出力電圧1000V、　出力電力　１W 安定出力　高電圧　
12AVR100 入力電圧10.5 - 13.5V、　出力電圧100V、　出力電力　１W 安定出力　高電圧　
12AVR200 入力電圧10.5 - 13.5V、　出力電圧200V、　出力電力　１W 安定出力　高電圧　
12AVR300 入力電圧10.5 - 13.5V、　出力電圧300V、　出力電力　１W 安定出力　高電圧　
12AVR400 入力電圧10.5 - 13.5V、　出力電圧400V、　出力電力　１W 安定出力　高電圧　
12AVR500 入力電圧10.5 - 13.5V、　出力電圧500V、　出力電力　１W 安定出力　高電圧　
12AVR600 入力電圧10.5 - 13.5V、　出力電圧600V、　出力電力　１W 安定出力　高電圧　
12AVR700 入力電圧10.5 - 13.5V、　出力電圧700V、　出力電力　１W 安定出力　高電圧　
12AVR800 入力電圧10.5 - 13.5V、　出力電圧800V、　出力電力　１W 安定出力　高電圧　
12AVR900 入力電圧10.5 - 13.5V、　出力電圧900V、　出力電力　１W 安定出力　高電圧　
12AVR1000 入力電圧10.5 - 13.5V、　出力電圧1000V、　出力電力　１W 安定出力　高電圧　
24AVR100 入力電圧21 - 27V、　出力電圧100V、　出力電力　１W 安定出力　高電圧　
24AVR200 入力電圧21 - 27V、　出力電圧200V、　出力電力　１W 安定出力　高電圧　
24AVR300 入力電圧21 - 27V、　出力電圧300V、　出力電力　１W 安定出力　高電圧　
24AVR400 入力電圧21 - 27V、　出力電圧400V、　出力電力　１W 安定出力　高電圧　
24AVR500 入力電圧21 - 27V、　出力電圧500V、　出力電力　１W 安定出力　高電圧　
24AVR600 入力電圧21 - 27V、　出力電圧600V、　出力電力　１W 安定出力　高電圧　
24AVR700 入力電圧21 - 27V、　出力電圧700V、　出力電力　１W 安定出力　高電圧　
24AVR800 入力電圧21 - 27V、　出力電圧800V、　出力電力　１W 安定出力　高電圧　
24AVR900 入力電圧21 - 27V、　出力電圧900V、　出力電力　１W 安定出力　高電圧　
24AVR1000 入力電圧21 - 27V、　出力電圧1000V、　出力電力　１W 安定出力　高電圧　
28AVR100 入力電圧25 - 32V、　出力電圧100V、　出力電力　１W 安定出力　高電圧　
28AVR200 入力電圧25 - 32V、　出力電圧200V、　出力電力　１W 安定出力　高電圧　
28AVR300 入力電圧25 - 32V、　出力電圧300V、　出力電力　１W 安定出力　高電圧　
28AVR400 入力電圧25 - 32V、　出力電圧400V、　出力電力　１W 安定出力　高電圧　
28AVR500 入力電圧25 - 32V、　出力電圧500V、　出力電力　１W 安定出力　高電圧　
28AVR600 入力電圧25 - 32V、　出力電圧600V、　出力電力　１W 安定出力　高電圧　
28AVR700 入力電圧25 - 32V、　出力電圧700V、　出力電力　１W 安定出力　高電圧　
28AVR800 入力電圧25 - 32V、　出力電圧800V、　出力電力　１W 安定出力　高電圧　
28AVR900 入力電圧25 - 32V、　出力電圧900V、　出力電力　１W 安定出力　高電圧　
28AVR1000 入力電圧25 - 32V、　出力電圧1000V、　出力電力　１W 安定出力　高電圧　
HVP0.1P 入力電圧　11-16V　、出力電圧0 to +100V、　出力電力　5W 出力電圧可変　
HVP0.1N 入力電圧　11-16V　、出力電圧0 to -100V、　出力電力　5W 出力電圧可変　
HVP0.25P 入力電圧　11-16V　、出力電圧0 to +250V、　出力電力　5W 出力電圧可変　
HVP0.25N 入力電圧　11-16V　、出力電圧0 to -250V、　出力電力　5W 出力電圧可変　
HVP0.5P 入力電圧　11-16V　、出力電圧0 to +500V、　出力電力　5W 出力電圧可変　
HVP0.5N 入力電圧　11-16V　、出力電圧0 to -500V、　出力電力　5W 出力電圧可変　
HVP1P 入力電圧　11-16V　、出力電圧0 to +1kVV、　出力電力　5W 出力電圧可変　
HVP1N 入力電圧　11-16V　、出力電圧0 to -1kVV、　出力電力　5W 出力電圧可変　
HVP2P 入力電圧　11-16V　、出力電圧0 to +2kVV、　出力電力　5W 出力電圧可変　
HVP2N 入力電圧　11-16V　、出力電圧0 to -2kVV、　出力電力　5W 出力電圧可変　
HVP3P 入力電圧　11-16V　、出力電圧0 to +3kVV、　出力電力　5W 出力電圧可変　
HVP3N 入力電圧　11-16V　、出力電圧0 to -3kVV、　出力電力　5W 出力電圧可変　
HVP4P 入力電圧　11-16V　、出力電圧0 to +4kVV、　出力電力　5W 出力電圧可変　
HVP4N 入力電圧　11-16V　、出力電圧0 to -4kVV、　出力電力　5W 出力電圧可変　
HVP5P 入力電圧　11-16V　、出力電圧0 to +5kV、　出力電力　5W 出力電圧可変　
HVP5N 入力電圧　11-16V　、出力電圧0 to -5kV、　出力電力　5W 出力電圧可変　
HVP6P 入力電圧　11-16V　、出力電圧0 to +6kV、　出力電力　5W 出力電圧可変　
HVP6N 入力電圧　11-16V　、出力電圧0 to -6kV、　出力電力　5W 出力電圧可変　
5VV0.1 入力電圧3.5～5V、　出力電圧47～100V、　出力電力6W ワイド入力レンジ　
5VV0.2 入力電圧3.5～5V、　出力電圧55～200V、　出力電力6W ワイド入力レンジ　
5VV0.3 入力電圧3.5～5V、　出力電圧60～300V、　出力電力6W ワイド入力レンジ　
5VV0.4 入力電圧3.5～5V、　出力電圧65～400V、　出力電力6W ワイド入力レンジ　
5VV0.5 入力電圧3.5～5V、　出力電圧70～500V、　出力電力6W ワイド入力レンジ　
5VV0.6 入力電圧3.5～5V、　出力電圧75～600V、　出力電力6W ワイド入力レンジ　
5VV0.7 入力電圧3.5～5V、　出力電圧78～700V、　出力電力6W ワイド入力レンジ　
5VV0.8 入力電圧3.5～5V、　出力電圧80～800V、　出力電力6W ワイド入力レンジ　
5VV0.9 入力電圧3.5～5V、　出力電圧85～900V、　出力電力6W ワイド入力レンジ　
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9VV0.1 入力電圧4.0～9V、　出力電圧30～100V、　出力電力7W ワイド入力レンジ　
9VV0.2 入力電圧4.0～9V、　出力電圧60～200V、　出力電力7W ワイド入力レンジ　
9VV0.3 入力電圧4.0～9V、　出力電圧90～300V、　出力電力7W ワイド入力レンジ　
9VV0.4 入力電圧4.0～9V、　出力電圧120～400V、　出力電力7W ワイド入力レンジ　
9VV0.5 入力電圧4.0～9V、　出力電圧150～500V、　出力電力7W ワイド入力レンジ　
9VV0.6 入力電圧4.0～9V、　出力電圧205～600V、　出力電力7W ワイド入力レンジ　
9VV0.7 入力電圧4.0～9V、　出力電圧240～700V、　出力電力7W ワイド入力レンジ　
9VV0.8 入力電圧4.0～9V、　出力電圧274～800V、　出力電力7W ワイド入力レンジ　
9VV0.9 入力電圧4.0～9V、　出力電圧308～900V、　出力電力7W ワイド入力レンジ　
12VV0.1 入力電圧4.0～12V、　出力電圧30～100V、　出力電力8W ワイド入力レンジ　
12VV0.2 入力電圧4.0～12V、　出力電圧60～200V、　出力電力8W ワイド入力レンジ　
12VV0.3 入力電圧4.0～12V、　出力電圧90～300V、　出力電力8W ワイド入力レンジ　
12VV0.4 入力電圧4.0～12V、　出力電圧120～400V、　出力電力8W ワイド入力レンジ　
12VV0.5 入力電圧4.0～12V、　出力電圧150～500V、　出力電力8W ワイド入力レンジ　
12VV0.6 入力電圧4.0～12V、　出力電圧176～600V、　出力電力8W ワイド入力レンジ　
12VV0.7 入力電圧4.0～12V、　出力電圧205～700V、　出力電力8W ワイド入力レンジ　
12VV0.8 入力電圧4.0～12V、　出力電圧235～800V、　出力電力8W ワイド入力レンジ　
12VV0.9 入力電圧4.0～12V、　出力電圧264～900V、　出力電力8W ワイド入力レンジ　
15VV0.1 入力電圧5.0～15V、　出力電圧30～100V、　出力電力8.5W ワイド入力レンジ　
15VV0.2 入力電圧5.0～15V、　出力電圧60～200V、　出力電力8.5W ワイド入力レンジ　
15VV0.3 入力電圧5.0～15V、　出力電圧90～300V、　出力電力8.5W ワイド入力レンジ　
15VV0.4 入力電圧5.0～15V、　出力電圧120～400V、　出力電力8.5W ワイド入力レンジ　
15VV0.5 入力電圧5.0～15V、　出力電圧150～500V、　出力電力8.5W ワイド入力レンジ　
15VV0.6 入力電圧5.0～15V、　出力電圧176～600V、　出力電力8.5W ワイド入力レンジ　
15VV0.7 入力電圧5.0～15V、　出力電圧205～700V、　出力電力8.5W ワイド入力レンジ　
15VV0.8 入力電圧5.0～15V、　出力電圧235～800V、　出力電力8.5W ワイド入力レンジ　
15VV0.9 入力電圧5.0～15V、　出力電圧264～900V、　出力電力8.5W ワイド入力レンジ　
24VV0.1 入力電圧6.0～24V、　出力電圧23～100V、　出力電力9W ワイド入力レンジ　
24VV0.2 入力電圧6.0～24V、　出力電圧48～200V、　出力電力9W ワイド入力レンジ　
24VV0.3 入力電圧6.0～24V、　出力電圧70～300V、　出力電力9W ワイド入力レンジ　
24VV0.4 入力電圧6.0～24V、　出力電圧95～400V、　出力電力9W ワイド入力レンジ　
24VV0.5 入力電圧6.0～24V、　出力電圧100～500V、　出力電力9W ワイド入力レンジ　
24VV0.6 入力電圧6.0～24V、　出力電圧132～600V、　出力電力9W ワイド入力レンジ　
24VV0.7 入力電圧6.0～24V、　出力電圧154～700V、　出力電力9W ワイド入力レンジ　
24VV0.8 入力電圧6.0～24V、　出力電圧176～800V、　出力電力9W ワイド入力レンジ　
24VV0.9 入力電圧6.0～24V、　出力電圧198～900V、　出力電力9W ワイド入力レンジ　
28VV0.1 入力電圧7.0～28V、　出力電圧23～100V、　出力電力10W ワイド入力レンジ　
28VV0.2 入力電圧7.0～28V、　出力電圧48～200V、　出力電力10W ワイド入力レンジ　
28VV0.3 入力電圧7.0～28V、　出力電圧70～300V、　出力電力10W ワイド入力レンジ　
28VV0.4 入力電圧7.0～28V、　出力電圧95～400V、　出力電力10W ワイド入力レンジ　
28VV0.5 入力電圧7.0～28V、　出力電圧120～500V、　出力電力10W ワイド入力レンジ　
28VV0.6 入力電圧7.0～28V、　出力電圧132～600V、　出力電力10W ワイド入力レンジ　
28VV0.7 入力電圧7.0～28V、　出力電圧154～700V、　出力電力10W ワイド入力レンジ　
28VV0.8 入力電圧7.0～28V、　出力電圧176～800V、　出力電力10W ワイド入力レンジ　
28VV0.9 入力電圧7.0～28V、　出力電圧198～900V、　出力電力10W ワイド入力レンジ　
48VV0.1 入力電圧14.0～48V、　出力電圧27～100V、　出力電力8W ワイド入力レンジ　
48VV0.2 入力電圧14.0～48V、　出力電圧50～200V、　出力電力8W ワイド入力レンジ　
48VV0.3 入力電圧14.0～48V、　出力電圧73～300V、　出力電力8W ワイド入力レンジ　
48VV0.4 入力電圧14.0～48V、　出力電圧98～400V、　出力電力8W ワイド入力レンジ　
48VV0.5 入力電圧14.0～48V、　出力電圧140～500V、　出力電力8W ワイド入力レンジ　
48VV0.6 入力電圧14.0～48V、　出力電圧154～600V、　出力電力8W ワイド入力レンジ　
48VV0.7 入力電圧14.0～48V、　出力電圧180～700V、　出力電力8W ワイド入力レンジ　
48VV0.8 入力電圧14.0～48V、　出力電圧205～800V、　出力電力8W ワイド入力レンジ　
48VV0.9 入力電圧14.0～48V、　出力電圧208～900V、　出力電力8W ワイド入力レンジ　
5VV1 入力電圧2～5V、　出力電圧100～1000V、　出力電力6W ワイド入力レンジ　
5VV2 入力電圧2～5V、　出力電圧250～2000V、　出力電力6W ワイド入力レンジ　
5VV3 入力電圧2～5V、　出力電圧300～3000V、　出力電力6W ワイド入力レンジ　
5VV4 入力電圧2～5V、　出力電圧550～4000V、　出力電力5.5W ワイド入力レンジ　
5VV5 入力電圧2～5V、　出力電圧850～5000V、　出力電力5.5W ワイド入力レンジ　
9VV1 入力電圧3.5～9V、　出力電圧75～1000V、　出力電力7W ワイド入力レンジ　
9VV2 入力電圧3.5～9V、　出力電圧200～2000V、　出力電力7W ワイド入力レンジ　
9VV3 入力電圧3.5～9V、　出力電圧400～3000V、　出力電力7W ワイド入力レンジ　
9VV4 入力電圧3.5～9V、　出力電圧625～4000V、　出力電力7W ワイド入力レンジ　
9VV5 入力電圧3.5～9V、　出力電圧1075～5000V、　出力電力6W ワイド入力レンジ　
12VV1 入力電圧4～12V、　出力電圧100～1000V、　出力電力8W ワイド入力レンジ　
12VV2 入力電圧4～12V、　出力電圧175～2000V、　出力電力8W ワイド入力レンジ　
12VV3 入力電圧4～12V、　出力電圧350～3000V、　出力電力8W ワイド入力レンジ　
12VV4 入力電圧4～12V、　出力電圧525～4000V、　出力電力7W ワイド入力レンジ　
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12VV5 入力電圧4～12V、　出力電圧1050～5000V、　出力電力6W ワイド入力レンジ　
15VV1 入力電圧5～15V、　出力電圧75～1000V、　出力電力8.5W ワイド入力レンジ　
15VV2 入力電圧5～15V、　出力電圧200～2000V、　出力電力8.5W ワイド入力レンジ　
15VV3 入力電圧5～15V、　出力電圧400～3000V、　出力電力8W ワイド入力レンジ　
15VV4 入力電圧5～15V、　出力電圧600～4000V、　出力電力7W ワイド入力レンジ　
15VV5 入力電圧5～15V、　出力電圧1050～5000V、　出力電力6W ワイド入力レンジ　
24VV1 入力電圧7～24V、　出力電圧75～1000V、　出力電力9W ワイド入力レンジ　
24VV2 入力電圧7～24V、　出力電圧175～2000V、　出力電力9W ワイド入力レンジ　
24VV3 入力電圧7～24V、　出力電圧200～3000V、　出力電力9W ワイド入力レンジ　
24VV4 入力電圧7～24V、　出力電圧400～4000V、　出力電力8W ワイド入力レンジ　
24VV5 入力電圧7～24V、　出力電圧1075～5000V、　出力電力6W ワイド入力レンジ　
28VV1 入力電圧8～28V、　出力電圧75～1000V、　出力電力10W ワイド入力レンジ　
28VV2 入力電圧8～28V、　出力電圧175～2000V、　出力電力10W ワイド入力レンジ　
28VV3 入力電圧8～28V、　出力電圧250～3000V、　出力電力10W ワイド入力レンジ　
28VV4 入力電圧8～28V、　出力電圧375～4000V、　出力電力8W ワイド入力レンジ　
28VV5 入力電圧8～28V、　出力電圧1100～5000V、　出力電力6W ワイド入力レンジ　
48VV1 入力電圧15～48V、　出力電圧75～1000V、　出力電力8W ワイド入力レンジ　
48VV2 入力電圧15～48V、　出力電圧200～2000V、　出力電力8W ワイド入力レンジ　
48VV3 入力電圧15～48V、　出力電圧450～3000V、　出力電力8W ワイド入力レンジ　
48VV4 入力電圧15～48V、　出力電圧400～4000V、　出力電力8W ワイド入力レンジ　
48VV5 入力電圧15～48V、　出力電圧1075～5000V、　出力電力6W ワイド入力レンジ　
5VV6 入力電圧2～5V、　出力電圧625～6000V、　出力電力5W ワイド入力レンジ　高電圧出力　
5VV7 入力電圧2～5V、　出力電圧1100～7000V、　出力電力5W ワイド入力レンジ　高電圧出力　
5VV8 入力電圧2～5V、　出力電圧1750～8000V、　出力電力5W ワイド入力レンジ　高電圧出力　
5VV9 入力電圧2～5V、　出力電圧1400～9000V、　出力電力5W ワイド入力レンジ　高電圧出力　
5VV10 入力電圧2～5V、　出力電圧2150～10000V、　出力電力5W ワイド入力レンジ　高電圧出力　
9VV6 入力電圧3.5～9V、　出力電圧2000～6000V、　出力電力6W ワイド入力レンジ　高電圧出力　
9VV7 入力電圧3.5～9V、　出力電圧2250～7000V、　出力電力6W ワイド入力レンジ　高電圧出力　
9VV8 入力電圧3.5～9V、　出力電圧2500～8000V、　出力電力6W ワイド入力レンジ　高電圧出力　
9VV9 入力電圧3.5～9V、　出力電圧2900～9000V、　出力電力6W ワイド入力レンジ　高電圧出力　
9VV10 入力電圧3.5～9V、　出力電圧3100～10000V、　出力電力6W ワイド入力レンジ　高電圧出力　
12VV6 入力電圧4～12V、　出力電圧1700～6000V、　出力電力6W ワイド入力レンジ　高電圧出力　
12VV7 入力電圧4～12V、　出力電圧1900～7000V、　出力電力6W ワイド入力レンジ　高電圧出力　
12VV8 入力電圧4～12V、　出力電圧2100～8000V、　出力電力6W ワイド入力レンジ　高電圧出力　
12VV9 入力電圧4～12V、　出力電圧2200～9000V、　出力電力6W ワイド入力レンジ　高電圧出力　
12VV10 入力電圧4～12V、　出力電圧2100～10000V、　出力電力6W ワイド入力レンジ　高電圧出力　
15VV6 入力電圧5～15V、　出力電圧1700～6000V、　出力電力6W ワイド入力レンジ　高電圧出力　
15VV7 入力電圧5～15V、　出力電圧1900～7000V、　出力電力6W ワイド入力レンジ　高電圧出力　
15VV8 入力電圧5～15V、　出力電圧2150～8000V、　出力電力6W ワイド入力レンジ　高電圧出力　
15VV9 入力電圧5～15V、　出力電圧2300～9000V、　出力電力6W ワイド入力レンジ　高電圧出力　
15VV10 入力電圧5～15V、　出力電圧2200～10000V、　出力電力6W ワイド入力レンジ　高電圧出力　
24VV6 入力電圧7～24V、　出力電圧1400～6000V、　出力電力6W ワイド入力レンジ　高電圧出力　
24VV7 入力電圧7～24V、　出力電圧1600～7000V、　出力電力6W ワイド入力レンジ　高電圧出力　
24VV8 入力電圧7～24V、　出力電圧1750～8000V、　出力電力6W ワイド入力レンジ　高電圧出力　
24VV9 入力電圧7～24V、　出力電圧1800～9000V、　出力電力6W ワイド入力レンジ　高電圧出力　
24VV10 入力電圧7～24V、　出力電圧1500～10000V、　出力電力6W ワイド入力レンジ　高電圧出力　
28VV6 入力電圧8～28V、　出力電圧1350～6000V、　出力電力6W ワイド入力レンジ　高電圧出力　
28VV7 入力電圧8～28V、　出力電圧1500～7000V、　出力電力6W ワイド入力レンジ　高電圧出力　
28VV8 入力電圧8～28V、　出力電圧1600～8000V、　出力電力6W ワイド入力レンジ　高電圧出力　
28VV9 入力電圧8～28V、　出力電圧1800～9000V、　出力電力6W ワイド入力レンジ　高電圧出力　
28VV10 入力電圧8～28V、　出力電圧2200～10000V、　出力電力6W ワイド入力レンジ　高電圧出力　
48VV6 入力電圧15～48V、　出力電圧1600～6000V、　出力電力6W ワイド入力レンジ　高電圧出力　
48VV7 入力電圧15～48V、　出力電圧1700～7000V、　出力電力6W ワイド入力レンジ　高電圧出力　
48VV8 入力電圧15～48V、　出力電圧1850～8000V、　出力電力6W ワイド入力レンジ　高電圧出力　
48VV9 入力電圧15～48V、　出力電圧2000～9000V、　出力電力6W ワイド入力レンジ　高電圧出力　
48VV10 入力電圧15～48V、　出力電圧2200～10000V、　出力電力6W ワイド入力レンジ　高電圧出力　
5VV6-P 入力電圧2.0～5V、　出力電圧625～6000V、　出力電力5W ワイド入力レンジ　高電圧出力　
5VV7-P 入力電圧2.0～5V、　出力電圧1100～7000V、　出力電力5W ワイド入力レンジ　高電圧出力　
5VV8-P 入力電圧2.0～5V、　出力電圧1750～8000V、　出力電力5W ワイド入力レンジ　高電圧出力　
5VV9-P 入力電圧2.0～5V、　出力電圧1400～9000V、　出力電力5W ワイド入力レンジ　高電圧出力　
5VV10-P 入力電圧2.0～5V、　出力電圧2150～10,000V、　出力電力5W ワイド入力レンジ　高電圧出力　
9VV6-P 入力電圧3.5～9V、　出力電圧2000～6000V、　出力電力6W ワイド入力レンジ　高電圧出力　
9VV7-P 入力電圧3.5～9V、　出力電圧2250～7000V、　出力電力6W ワイド入力レンジ　高電圧出力　
9VV8-P 入力電圧3.5～9V、　出力電圧2500～8000V、　出力電力6W ワイド入力レンジ　高電圧出力　
9VV9-P 入力電圧3.5～9V、　出力電圧2900～9000V、　出力電力6W ワイド入力レンジ　高電圧出力　
9VV10-P 入力電圧3.5～9V、　出力電圧3100～10,000V、　出力電力6W ワイド入力レンジ　高電圧出力　
12VV6-P 入力電圧4.0～12V、　出力電圧1700～6000V、　出力電力6W ワイド入力レンジ　高電圧出力　
12VV7-P 入力電圧4.0～12V、　出力電圧1900～7000V、　出力電力6W ワイド入力レンジ　高電圧出力　
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12VV8-P 入力電圧4.0～12V、　出力電圧2100～8000V、　出力電力6W ワイド入力レンジ　高電圧出力　
12VV9-P 入力電圧4.0～12V、　出力電圧2200～9000V、　出力電力6W ワイド入力レンジ　高電圧出力　
12VV10-P 入力電圧4.0～12V、　出力電圧2100～10,000V、　出力電力6W ワイド入力レンジ　高電圧出力　
15VV6-P 入力電圧5.0～15V、　出力電圧1700～6000V、　出力電力6W ワイド入力レンジ　高電圧出力　
15VV7-P 入力電圧5.0～15V、　出力電圧1900～7000V、　出力電力6W ワイド入力レンジ　高電圧出力　
15VV8-P 入力電圧5.0～15V、　出力電圧2150～8000V、　出力電力6W ワイド入力レンジ　高電圧出力　
15VV9-P 入力電圧5.0～15V、　出力電圧2300～9000V、　出力電力6W ワイド入力レンジ　高電圧出力　
15VV10-P 入力電圧5.0～15V、　出力電圧2200～10,000V、　出力電力6W ワイド入力レンジ　高電圧出力　
24VV6-P 入力電圧7.0～24V、　出力電圧1400～6000V、　出力電力6W ワイド入力レンジ　高電圧出力　
24VV7-P 入力電圧7.0～24V、　出力電圧1600～7000V、　出力電力6W ワイド入力レンジ　高電圧出力　
24VV8-P 入力電圧7.0～24V、　出力電圧1750～8000V、　出力電力6W ワイド入力レンジ　高電圧出力　
24VV9-P 入力電圧7.0～24V、　出力電圧1800～9000V、　出力電力6W ワイド入力レンジ　高電圧出力　
24VV10-P 入力電圧7.0～24V、　出力電圧1500～10,000V、　出力電力6W ワイド入力レンジ　高電圧出力　
28VV6-P 入力電圧8.0～28V、　出力電圧1350～6000V、　出力電力6W ワイド入力レンジ　高電圧出力　
28VV7-P 入力電圧8.0～28V、　出力電圧1500～7000V、　出力電力6W ワイド入力レンジ　高電圧出力　
28VV8-P 入力電圧8.0～28V、　出力電圧1600～8000V、　出力電力6W ワイド入力レンジ　高電圧出力　
28VV9-P 入力電圧8.0～28V、　出力電圧1800～9000V、　出力電力6W ワイド入力レンジ　高電圧出力　
28VV10-P 入力電圧8.0～28V、　出力電圧2200～10,000V、　出力電力6W ワイド入力レンジ　高電圧出力　
48VV6-P 入力電圧15.0～48V、　出力電圧1600～6000V、　出力電力6W ワイド入力レンジ　高電圧出力　
48VV7-P 入力電圧15.0～48V、　出力電圧1700～7000V、　出力電力6W ワイド入力レンジ　高電圧出力　
48VV8-P 入力電圧15.0～48V、　出力電圧1850～8000V、　出力電力6W ワイド入力レンジ　高電圧出力　
48VV9-P 入力電圧15.0～48V、　出力電圧2000～9000V、　出力電力6W ワイド入力レンジ　高電圧出力　
48VV10-P 入力電圧15.0～48V、　出力電圧2200～10,000V、　出力電力6W ワイド入力レンジ　高電圧出力　

5M3.3S 入力電圧5V、　出力電圧3.3V、　出力電力1W ミリタリグレード　
5M5S 入力電圧5V、　出力電圧5V、　出力電力1W ミリタリグレード　

5M5.2S 入力電圧5V、　出力電圧5.2V、　出力電力1W ミリタリグレード　
5M9S 入力電圧5V、　出力電圧9V、　出力電力1.25W ミリタリグレード　
5M12S 入力電圧5V、　出力電圧12V、　出力電力1.25W ミリタリグレード　
5M15S 入力電圧5V、　出力電圧15V、　出力電力1.25W ミリタリグレード　
5M24S 入力電圧5V、　出力電圧24V、　出力電力1.25W ミリタリグレード　
5M28S 入力電圧5V、　出力電圧28V、　出力電力1.25W ミリタリグレード　
5M48S 入力電圧5V、　出力電圧48V、　出力電力1.25W ミリタリグレード　

12M3.3S 入力電圧12V、　出力電圧3.3V、　出力電力1W ミリタリグレード　
12M5S 入力電圧12V、　出力電圧5V、　出力電力1W ミリタリグレード　

12M5.2S 入力電圧12V、　出力電圧5.2V、　出力電力1W ミリタリグレード　
12M9S 入力電圧12V、　出力電圧9V、　出力電力1.25W ミリタリグレード　
12M12S 入力電圧12V、　出力電圧12V、　出力電力1.25W ミリタリグレード　
12M15S 入力電圧12V、　出力電圧15V、　出力電力1.25W ミリタリグレード　
12M24S 入力電圧12V、　出力電圧24V、　出力電力1.25W ミリタリグレード　
12M28S 入力電圧12V、　出力電圧28V、　出力電力1.25W ミリタリグレード　
12M48S 入力電圧12V、　出力電圧48V、　出力電力1.25W ミリタリグレード　
15M3.3S 入力電圧15V、　出力電圧3.3V、　出力電力1W ミリタリグレード　
15M5S 入力電圧15V、　出力電圧5V、　出力電力1W ミリタリグレード　

15M5.2S 入力電圧15V、　出力電圧5.2V、　出力電力1W ミリタリグレード　
15M9S 入力電圧15V、　出力電圧9V、　出力電力1.25W ミリタリグレード　
15M12S 入力電圧15V、　出力電圧12V、　出力電力1.25W ミリタリグレード　
15M15S 入力電圧15V、　出力電圧15V、　出力電力1.25W ミリタリグレード　
15M24S 入力電圧15V、　出力電圧24V、　出力電力1.25W ミリタリグレード　
15M28S 入力電圧15V、　出力電圧28V、　出力電力1.25W ミリタリグレード　
15M48S 入力電圧15V、　出力電圧48V、　出力電力1.25W ミリタリグレード　
24M3.3S 入力電圧24V、　出力電圧3.3V、　出力電力1W ミリタリグレード　
24M5S 入力電圧24V、　出力電圧5V、　出力電力1W ミリタリグレード　

24M5.2S 入力電圧24V、　出力電圧5.2V、　出力電力1W ミリタリグレード　
24M9S 入力電圧24V、　出力電圧9V、　出力電力1.25W ミリタリグレード　
24M12S 入力電圧24V、　出力電圧12V、　出力電力1.25W ミリタリグレード　
24M15S 入力電圧24V、　出力電圧15V、　出力電力1.25W ミリタリグレード　
24M24S 入力電圧24V、　出力電圧24V、　出力電力1.25W ミリタリグレード　
24M28S 入力電圧24V、　出力電圧28V、　出力電力1.25W ミリタリグレード　
24M48S 入力電圧24V、　出力電圧48V、　出力電力1.25W ミリタリグレード　
28M3.3S 入力電圧28V、　出力電圧3.3V、　出力電力1.00W ミリタリグレード　
28M5S 入力電圧28V、　出力電圧5V、　出力電力1.00W ミリタリグレード　

28M5.2S 入力電圧28V、　出力電圧5.2V、　出力電力1.00W ミリタリグレード　
28M9S 入力電圧28V、　出力電圧9V、　出力電力1.25W ミリタリグレード　
28M12S 入力電圧28V、　出力電圧12V、　出力電力1.25W ミリタリグレード　
28M15S 入力電圧28V、　出力電圧15V、　出力電力1.25W ミリタリグレード　
28M24S 入力電圧28V、　出力電圧24V、　出力電力1.25W ミリタリグレード　
28M28S 入力電圧28V、　出力電圧28V、　出力電力1.25W ミリタリグレード　
28M48S 入力電圧28V、　出力電圧48V、　出力電力1.25W ミリタリグレード　
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5MV100 入力電圧5V、　出力電圧100V、　出力電力1.25W ミリタリグレード　
5MV150 入力電圧5V、　出力電圧150V、　出力電力1.25W ミリタリグレード　
5MV200 入力電圧5V、　出力電圧200V、　出力電力1.25W ミリタリグレード　
5MV250 入力電圧5V、　出力電圧250V、　出力電力1.25W ミリタリグレード　
5MV300 入力電圧5V、　出力電圧300V、　出力電力1.25W ミリタリグレード　
5MV350 入力電圧5V、　出力電圧350V、　出力電力1.25W ミリタリグレード　
5MV400 入力電圧5V、　出力電圧400V、　出力電力1.25W ミリタリグレード　
5MV450 入力電圧5V、　出力電圧450V、　出力電力1.25W ミリタリグレード　
5MV500 入力電圧5V、　出力電圧500V、　出力電力1.25W ミリタリグレード　
12MV100 入力電圧12V、　出力電圧100V、　出力電力1.25W ミリタリグレード　
12MV150 入力電圧12V、　出力電圧150V、　出力電力1.25W ミリタリグレード　
12MV200 入力電圧12V、　出力電圧200V、　出力電力1.25W ミリタリグレード　
12MV250 入力電圧12V、　出力電圧250V、　出力電力1.25W ミリタリグレード　
12MV300 入力電圧12V、　出力電圧300V、　出力電力1.25W ミリタリグレード　
12MV350 入力電圧12V、　出力電圧350V、　出力電力1.25W ミリタリグレード　
12MV400 入力電圧12V、　出力電圧400V、　出力電力1.25W ミリタリグレード　
12MV450 入力電圧12V、　出力電圧450V、　出力電力1.25W ミリタリグレード　
12MV500 入力電圧12V、　出力電圧500V、　出力電力1.25W ミリタリグレード　
15MV100 入力電圧15V、　出力電圧100V、　出力電力1.25W ミリタリグレード　
15MV150 入力電圧15V、　出力電圧150V、　出力電力1.25W ミリタリグレード　
15MV200 入力電圧15V、　出力電圧200V、　出力電力1.25W ミリタリグレード　
15MV250 入力電圧15V、　出力電圧250V、　出力電力1.25W ミリタリグレード　
15MV300 入力電圧15V、　出力電圧300V、　出力電力1.25W ミリタリグレード　
15MV350 入力電圧15V、　出力電圧350V、　出力電力1.25W ミリタリグレード　
15MV400 入力電圧15V、　出力電圧400V、　出力電力1.25W ミリタリグレード　
15MV450 入力電圧15V、　出力電圧450V、　出力電力1.25W ミリタリグレード　
15MV500 入力電圧15V、　出力電圧500V、　出力電力1.25W ミリタリグレード　
24MV100 入力電圧24V、　出力電圧100V、　出力電力1.25W ミリタリグレード　
24MV150 入力電圧24V、　出力電圧150V、　出力電力1.25W ミリタリグレード　
24MV200 入力電圧24V、　出力電圧200V、　出力電力1.25W ミリタリグレード　
24MV250 入力電圧24V、　出力電圧250V、　出力電力1.25W ミリタリグレード　
24MV300 入力電圧24V、　出力電圧300V、　出力電力1.25W ミリタリグレード　
24MV350 入力電圧24V、　出力電圧350V、　出力電力1.25W ミリタリグレード　
24MV400 入力電圧24V、　出力電圧400V、　出力電力1.25W ミリタリグレード　
24MV450 入力電圧24V、　出力電圧450V、　出力電力1.25W ミリタリグレード　
24MV500 入力電圧24V、　出力電圧500V、　出力電力1.25W ミリタリグレード　
28MV100 入力電圧28V、　出力電圧100V、　出力電力1.25W ミリタリグレード　
28MV150 入力電圧28V、　出力電圧150V、　出力電力1.25W ミリタリグレード　
28MV200 入力電圧28V、　出力電圧200V、　出力電力1.25W ミリタリグレード　
28MV250 入力電圧28V、　出力電圧250V、　出力電力1.25W ミリタリグレード　
28MV300 入力電圧28V、　出力電圧300V、　出力電力1.25W ミリタリグレード　
28MV350 入力電圧28V、　出力電圧350V、　出力電力1.25W ミリタリグレード　
28MV400 入力電圧28V、　出力電圧400V、　出力電力1.25W ミリタリグレード　
28MV450 入力電圧28V、　出力電圧450V、　出力電力1.25W ミリタリグレード　
28MV500 入力電圧28V、　出力電圧500V、　出力電力1.25W ミリタリグレード　

5M5D 入力電圧5V、　出力電圧±5V、　出力電力0.500W ミリタリグレード　
5M9D 入力電圧5V、　出力電圧±9V、　出力電力0.625W ミリタリグレード　
5M12D 入力電圧5V、　出力電圧±12V、　出力電力0.625W ミリタリグレード　
5M15D 入力電圧5V、　出力電圧±15V、　出力電力0.625W ミリタリグレード　
5M24D 入力電圧5V、　出力電圧±24V、　出力電力0.625W ミリタリグレード　
5M28D 入力電圧5V、　出力電圧±28V、　出力電力0.625W ミリタリグレード　
5M48D 入力電圧5V、　出力電圧±48V、　出力電力0.625W ミリタリグレード　
12M5D 入力電圧12V、　出力電圧±5V、　出力電力0.500W ミリタリグレード　
12M9D 入力電圧12V、　出力電圧±9V、　出力電力0.625W ミリタリグレード　
12M12D 入力電圧12V、　出力電圧±12V、　出力電力0.625W ミリタリグレード　
12M15D 入力電圧12V、　出力電圧±15V、　出力電力0.625W ミリタリグレード　
12M24D 入力電圧12V、　出力電圧±24V、　出力電力0.625W ミリタリグレード　
12M28D 入力電圧12V、　出力電圧±28V、　出力電力0.625W ミリタリグレード　
12M48D 入力電圧12V、　出力電圧±48V、　出力電力0.625W ミリタリグレード　
15M5D 入力電圧15V、　出力電圧±5V、　出力電力0.500W ミリタリグレード　
15M9D 入力電圧15V、　出力電圧±9V、　出力電力0.625W ミリタリグレード　
15M12D 入力電圧15V、　出力電圧±12V、　出力電力0.625W ミリタリグレード　
15M15D 入力電圧15V、　出力電圧±15V、　出力電力0.625W ミリタリグレード　
15M24D 入力電圧15V、　出力電圧±24V、　出力電力0.625W ミリタリグレード　
15M28D 入力電圧15V、　出力電圧±28V、　出力電力0.625W ミリタリグレード　
15M48D 入力電圧15V、　出力電圧±48V、　出力電力0.625W ミリタリグレード　
24M5D 入力電圧24V、　出力電圧±5V、　出力電力0.500W ミリタリグレード　
24M9D 入力電圧24V、　出力電圧±9V、　出力電力0.625W ミリタリグレード　
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24M12D 入力電圧24V、　出力電圧±12V、　出力電力0.625W ミリタリグレード　
24M15D 入力電圧24V、　出力電圧±15V、　出力電力0.625W ミリタリグレード　
24M24D 入力電圧24V、　出力電圧±24V、　出力電力0.625W ミリタリグレード　
24M28D 入力電圧24V、　出力電圧±28V、　出力電力0.625W ミリタリグレード　
24M48D 入力電圧24V、　出力電圧±48V、　出力電力0.625W ミリタリグレード　
28M5D 入力電圧28V、　出力電圧±5V、　出力電力0.500W ミリタリグレード　
28M9D 入力電圧28V、　出力電圧±9V、　出力電力0.625W ミリタリグレード　
28M12D 入力電圧28V、　出力電圧±12V、　出力電力0.625W ミリタリグレード　
28M15D 入力電圧28V、　出力電圧±15V、　出力電力0.625W ミリタリグレード　
28M24D 入力電圧28V、　出力電圧±24V、　出力電力0.625W ミリタリグレード　
28M28D 入力電圧28V、　出力電圧±28V、　出力電力0.625W ミリタリグレード　
28M48D 入力電圧28V、　出力電圧±48V、　出力電力0.625W ミリタリグレード　
MRE3.3S 入力電圧5-15V、　出力電圧3.3V、　出力電力1.25W ミリタリグレード　
MRE5S 入力電圧5-15V、　出力電圧5V、　出力電力1.5W ミリタリグレード　

MRE5.2S 入力電圧5-15V、　出力電圧5.2V、　出力電力1.5W ミリタリグレード　
MRE9S 入力電圧5-15V、　出力電圧9V、　出力電力1.5W ミリタリグレード　
MRE12S 入力電圧5-15V、　出力電圧12V、　出力電力1.5W ミリタリグレード　
MRE15S 入力電圧5-15V、　出力電圧15V、　出力電力1.5W ミリタリグレード　
MRE24S 入力電圧5-15V、　出力電圧24V、　出力電力1.5W ミリタリグレード　
MRE28S 入力電圧5-15V、　出力電圧28V、　出力電力1.5W ミリタリグレード　
MRF3.3S 入力電圧8-24V、　出力電圧3.3V、　出力電力1.75W ミリタリグレード　
MRF5S 入力電圧8-24V、　出力電圧5V、　出力電力2.0W ミリタリグレード　

MRF5.2S 入力電圧8-24V、　出力電圧5.2V、　出力電力2.0W ミリタリグレード　
MRF9S 入力電圧8-24V、　出力電圧9V、　出力電力2.0W ミリタリグレード　
MRF12S 入力電圧8-24V、　出力電圧12V、　出力電力2.0W ミリタリグレード　
MRF15S 入力電圧8-24V、　出力電圧15V、　出力電力2.0W ミリタリグレード　
MRF24S 入力電圧8-24V、　出力電圧24V、　出力電力2.0W ミリタリグレード　
MRF28S 入力電圧8-24V、　出力電圧28V、　出力電力2.0W ミリタリグレード　
MRA3.3S 入力電圧18-36V、　出力電圧3.3V、　出力電力1.75W ミリタリグレード　
MRA5S 入力電圧18-36V、　出力電圧5V、　出力電力2.0W ミリタリグレード　

MRA5.2S 入力電圧18-36V、　出力電圧5.2V、　出力電力2.0W ミリタリグレード　
MRA9S 入力電圧18-36V、　出力電圧9V、　出力電力2.5W ミリタリグレード　
MRA12S 入力電圧18-36V、　出力電圧12V、　出力電力2.5W ミリタリグレード　
MRA15S 入力電圧18-36V、　出力電圧15V、　出力電力2.5W ミリタリグレード　
MRA24S 入力電圧18-36V、　出力電圧24V、　出力電力2.5W ミリタリグレード　
MRA28S 入力電圧18-36V、　出力電圧28V、　出力電力2.5W ミリタリグレード　
MRE5D 入力電圧5-15V、　出力電圧5V、　出力電力0.75W ミリタリグレード　
MRE9D 入力電圧5-15V、　出力電圧9V、　出力電力0.75W ミリタリグレード　
MRE12D 入力電圧5-15V、　出力電圧12V、　出力電力0.75W ミリタリグレード　
MRE15D 入力電圧5-15V、　出力電圧15V、　出力電力0.75W ミリタリグレード　
MRE24D 入力電圧5-15V、　出力電圧24V、　出力電力0.75W ミリタリグレード　
MRE28D 入力電圧5-15V、　出力電圧28V、　出力電力0.75W ミリタリグレード　
MRF5D 入力電圧8-24V、　出力電圧5V、　出力電力1.00W ミリタリグレード　
MRF9D 入力電圧8-24V、　出力電圧9V、　出力電力1.00W ミリタリグレード　
MRF12D 入力電圧8-24V、　出力電圧12V、　出力電力1.00W ミリタリグレード　
MRF15D 入力電圧8-24V、　出力電圧15V、　出力電力1.00W ミリタリグレード　
MRF24D 入力電圧8-24V、　出力電圧24V、　出力電力1.00W ミリタリグレード　
MRF28D 入力電圧8-24V、　出力電圧28V、　出力電力1.00W ミリタリグレード　
MRA5D 入力電圧18-36V、　出力電圧5V、　出力電力1.00W ミリタリグレード　
MRA9D 入力電圧18-36V、　出力電圧9V、　出力電力1.25W ミリタリグレード　
MRA12D 入力電圧18-36V、　出力電圧12V、　出力電力1.25W ミリタリグレード　
MRA15D 入力電圧18-36V、　出力電圧15V、　出力電力1.25W ミリタリグレード　
MRA24D 入力電圧18-36V、　出力電圧24V、　出力電力1.25W ミリタリグレード　
MRA28D 入力電圧18-36V、　出力電圧28V、　出力電力1.25W ミリタリグレード　
LRE2S 入力電圧5-15V、  出力電圧2V、  出力電力2W ワイド入力レンジ　

LRE3.3S 入力電圧5-15V、  出力電圧3.3V、  出力電力3W ワイド入力レンジ　
LRE5S 入力電圧5-15V、  出力電圧5V、  出力電力3W ワイド入力レンジ　

LRE5.2S 入力電圧5-15V、  出力電圧5.2V、  出力電力3W ワイド入力レンジ　
LRE9S 入力電圧5-15V、  出力電圧9V、  出力電力4W ワイド入力レンジ　
LRE12S 入力電圧5-15V、  出力電圧12V、  出力電力4W ワイド入力レンジ　
LRE15S 入力電圧5-15V、  出力電圧15V、  出力電力4W ワイド入力レンジ　
LRE24S 入力電圧5-15V、  出力電圧24V、  出力電力4W ワイド入力レンジ　
LRE28S 入力電圧5-15V、  出力電圧28V、  出力電力4W ワイド入力レンジ　
LRE48S 入力電圧5-15V、  出力電圧48V、  出力電力4W ワイド入力レンジ　
LRE100S 入力電圧5-15V、  出力電圧100V、  出力電力4W ワイド入力レンジ　
LRF2S 入力電圧8-24V、  出力電圧2V、  出力電力3W ワイド入力レンジ　

LRF3.3S 入力電圧8-24V、  出力電圧3.3V、  出力電力4W ワイド入力レンジ　
LRF5S 入力電圧8-24V、  出力電圧5V、  出力電力5W ワイド入力レンジ　
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LRF5.2S 入力電圧8-24V、  出力電圧5.2V、  出力電力5W ワイド入力レンジ　
LRF9S 入力電圧8-24V、  出力電圧9V、  出力電力5W ワイド入力レンジ　
LRF12S 入力電圧8-24V、  出力電圧12V、  出力電力5W ワイド入力レンジ　
LRF15S 入力電圧8-24V、  出力電圧15V、  出力電力5W ワイド入力レンジ　
LRF24S 入力電圧8-24V、  出力電圧24V、  出力電力5W ワイド入力レンジ　
RF28S 入力電圧8-24V、  出力電圧28V、  出力電力5W ワイド入力レンジ　
LRF48S 入力電圧8-24V、  出力電圧48V、  出力電力5W ワイド入力レンジ　
LRF100S 入力電圧8-24V、  出力電圧100V、  出力電力5W ワイド入力レンジ　
LRA2S 入力電圧18-36V、  出力電圧2V、  出力電力3W ワイド入力レンジ　

LRA3.3S 入力電圧18-36V、  出力電圧3.3V、  出力電力4W ワイド入力レンジ　
LRA5S 入力電圧18-36V、  出力電圧5V、  出力電力5W ワイド入力レンジ　

LRA5.2S 入力電圧18-36V、  出力電圧5.2V、  出力電力5W ワイド入力レンジ　
LRA9S 入力電圧18-36V、  出力電圧9V、  出力電力5W ワイド入力レンジ　
LRA12S 入力電圧18-36V、  出力電圧12V、  出力電力5W ワイド入力レンジ　
LRA15S 入力電圧18-36V、  出力電圧15V、  出力電力5W ワイド入力レンジ　
LRA24S 入力電圧18-36V、  出力電圧24V、  出力電力5W ワイド入力レンジ　
LRA28S 入力電圧18-36V、  出力電圧28V、  出力電力5W ワイド入力レンジ　
LRA48S 入力電圧18-36V、  出力電圧48V、  出力電力5W ワイド入力レンジ　
LRA100S 入力電圧18-36V、  出力電圧100V、  出力電力5W ワイド入力レンジ　
LRB2S 入力電圧36-60V、  出力電圧2V、  出力電力3W ワイド入力レンジ　

LRB3.3S 入力電圧36-60V、  出力電圧3.3V、  出力電力4W ワイド入力レンジ　
LRB5S 入力電圧36-60V、  出力電圧5V、  出力電力5W ワイド入力レンジ　

LRB5.2S 入力電圧36-60V、  出力電圧5.2V、  出力電力5W ワイド入力レンジ　
LRB9S 入力電圧36-60V、  出力電圧9V、  出力電力5W ワイド入力レンジ　
LRB12S 入力電圧36-60V、  出力電圧12V、  出力電力5W ワイド入力レンジ　
LRB15S 入力電圧36-60V、  出力電圧15V、  出力電力5W ワイド入力レンジ　
LRB24S 入力電圧36-60V、  出力電圧24V、  出力電力5W ワイド入力レンジ　
LRB28S 入力電圧36-60V、  出力電圧28V、  出力電力5W ワイド入力レンジ　
LRB48S 入力電圧36-60V、  出力電圧48V、  出力電力5W ワイド入力レンジ　
LRB100S 入力電圧36-60V、  出力電圧100V、  出力電力5W ワイド入力レンジ　
LRC2S 入力電圧18-60V、  出力電圧2V、  出力電力3W ワイド入力レンジ　

LRC3.3S 入力電圧18-60V、  出力電圧3.3V、  出力電力4W ワイド入力レンジ　
LRC5S 入力電圧18-60V、  出力電圧5V、  出力電力5W ワイド入力レンジ　

LRC5.2S 入力電圧18-60V、  出力電圧5.2V、  出力電力5W ワイド入力レンジ　
LRC9S 入力電圧18-60V、  出力電圧9V、  出力電力5W ワイド入力レンジ　
LRC12S 入力電圧18-60V、  出力電圧12V、  出力電力5W ワイド入力レンジ　
LRC15S 入力電圧18-60V、  出力電圧15V、  出力電力5W ワイド入力レンジ　
LRC24S 入力電圧18-60V、  出力電圧24V、  出力電力5W ワイド入力レンジ　
LRC28S 入力電圧18-60V、  出力電圧28V、  出力電力5W ワイド入力レンジ　
LRC48S 入力電圧18-60V、  出力電圧48V、  出力電力5W ワイド入力レンジ　
LRC100S 入力電圧18-60V、  出力電圧100V、  出力電力5W ワイド入力レンジ　
LRE5D 入力電圧5-15V、  出力電圧±5V、  出力電力1.5W ワイド入力レンジ　
LRE9D 入力電圧5-15V、  出力電圧±9V、  出力電力2.0W ワイド入力レンジ　
LRE12D 入力電圧5-15V、  出力電圧±12V、  出力電力2.0W ワイド入力レンジ　
LRE15D 入力電圧5-15V、  出力電圧±15V、  出力電力2.0W ワイド入力レンジ　
LRE24D 入力電圧5-15V、  出力電圧±24V、  出力電力2.0W ワイド入力レンジ　
LRE28D 入力電圧5-15V、  出力電圧±28V、  出力電力2.0W ワイド入力レンジ　
LRE48D 入力電圧5-15V、  出力電圧±48V、  出力電力2.0W ワイド入力レンジ　
LRF5D 入力電圧8-24V、  出力電圧±5V、  出力電力2.5W ワイド入力レンジ　
LRF9D 入力電圧8-24V、  出力電圧±9V、  出力電力2.5W ワイド入力レンジ　
LRF12D 入力電圧8-24V、  出力電圧±12V、  出力電力2.5W ワイド入力レンジ　
LRF15D 入力電圧8-24V、  出力電圧±15V、  出力電力2.5W ワイド入力レンジ　
LRF24D 入力電圧8-24V、  出力電圧±24V、  出力電力2.5W ワイド入力レンジ　
LRF28D 入力電圧8-24V、  出力電圧±28V、  出力電力2.5W ワイド入力レンジ　
LRF48D 入力電圧8-24V、  出力電圧±48V、  出力電力2.5W ワイド入力レンジ　
LRA5D 入力電圧18-36V、  出力電圧±5V、  出力電力2.5W ワイド入力レンジ　
LRA9D 入力電圧18-36V、  出力電圧±9V、  出力電力2.5W ワイド入力レンジ　
LRA12D 入力電圧18-36V、  出力電圧±12V、  出力電力2.5W ワイド入力レンジ　
LRA15D 入力電圧18-36V、  出力電圧±15V、  出力電力2.5W ワイド入力レンジ　
LRA24D 入力電圧18-36V、  出力電圧±24V、  出力電力2.5W ワイド入力レンジ　
LRA28D 入力電圧18-36V、  出力電圧±28V、  出力電力2.5W ワイド入力レンジ　
LRA48D 入力電圧18-36V、  出力電圧±48V、  出力電力2.5W ワイド入力レンジ　
LRB5D 入力電圧36-60V、  出力電圧±5V、  出力電力2.5W ワイド入力レンジ　
LRB9D 入力電圧36-60V、  出力電圧±9V、  出力電力2.5W ワイド入力レンジ　
LRB12D 入力電圧36-60V、  出力電圧±12V、  出力電力2.5W ワイド入力レンジ　
LRB15D 入力電圧36-60V、  出力電圧±15V、  出力電力2.5W ワイド入力レンジ　
LRB24D 入力電圧36-60V、  出力電圧±24V、  出力電力2.5W ワイド入力レンジ　
LRB28D 入力電圧36-60V、  出力電圧±28V、  出力電力2.5W ワイド入力レンジ　
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LRB48D 入力電圧36-60V、  出力電圧±48V、  出力電力2.5W ワイド入力レンジ　
LRC5D 入力電圧18-60V、  出力電圧±5V、  出力電力2.5W ワイド入力レンジ　
LRC9D 入力電圧18-60V、  出力電圧±9V、  出力電力2.5W ワイド入力レンジ　
LRC12D 入力電圧18-60V、  出力電圧±12V、  出力電力2.5W ワイド入力レンジ　
LRC15D 入力電圧18-60V、  出力電圧±15V、  出力電力2.5W ワイド入力レンジ　
LRC24D 入力電圧18-60V、  出力電圧±24V、  出力電力2.5W ワイド入力レンジ　
LRC28D 入力電圧18-60V、  出力電圧±28V、  出力電力2.5W ワイド入力レンジ　
LRC48D 入力電圧18-60V、  出力電圧±48V、  出力電力2.5W ワイド入力レンジ　

PLRE3.3S 入力電圧5-15V、  出力電圧3.3V、  出力電力3W ワイド入力レンジ　
PLRE5S 入力電圧5-15V、  出力電圧5V、  出力電力3W ワイド入力レンジ　
PLR5.2S 入力電圧5-15V、  出力電圧5.2V、  出力電力3W ワイド入力レンジ　
PLRE9S 入力電圧5-15V、  出力電圧9V、  出力電力4W ワイド入力レンジ　
PLRE12S 入力電圧5-15V、  出力電圧12V、  出力電力4W ワイド入力レンジ　
PLRE15S 入力電圧5-15V、  出力電圧15V、  出力電力4W ワイド入力レンジ　
PLRE24S 入力電圧5-15V、  出力電圧24V、  出力電力4W ワイド入力レンジ　
PLRE28S 入力電圧5-15V、  出力電圧28V、  出力電力4W ワイド入力レンジ　
PLRE48S 入力電圧5-15V、  出力電圧48V、  出力電力4W ワイド入力レンジ　
PLRE100S 入力電圧5-15V、  出力電圧100V、  出力電力4W ワイド入力レンジ　
PLRF3.3S 入力電圧8-24V、  出力電圧3.3V、  出力電力4W ワイド入力レンジ　
PLRF5S 入力電圧8-24V、  出力電圧5V、  出力電力5W ワイド入力レンジ　

PLRF5.2S 入力電圧8-24V、  出力電圧5.2V、  出力電力5W ワイド入力レンジ　
PLRF9S 入力電圧8-24V、  出力電圧9V、  出力電力5W ワイド入力レンジ　
PLRF12S 入力電圧8-24V、  出力電圧12V、  出力電力5W ワイド入力レンジ　
PLRF15S 入力電圧8-24V、  出力電圧15V、  出力電力5W ワイド入力レンジ　
PLRF24S 入力電圧8-24V、  出力電圧24V、  出力電力5W ワイド入力レンジ　
PLRF28S 入力電圧8-24V、  出力電圧28V、  出力電力5W ワイド入力レンジ　
PLRF48S 入力電圧8-24V、  出力電圧48V、  出力電力5W ワイド入力レンジ　
PLRF100S 入力電圧8-24V、  出力電圧100V、  出力電力5W ワイド入力レンジ　
PLRA3.3S 入力電圧18-36V、  出力電圧3.3V、  出力電力4W ワイド入力レンジ　
PLRA5S 入力電圧18-36V、  出力電圧5V、  出力電力5W ワイド入力レンジ　

PLRA5.2S 入力電圧18-36V、  出力電圧5.2V、  出力電力5W ワイド入力レンジ　
PLRA9S 入力電圧18-36V、  出力電圧9V、  出力電力5W ワイド入力レンジ　
PLRA12S 入力電圧18-36V、  出力電圧12V、  出力電力5W ワイド入力レンジ　
PLRA15S 入力電圧18-36V、  出力電圧15V、  出力電力5W ワイド入力レンジ　
PLRA24S 入力電圧18-36V、  出力電圧24V、  出力電力5W ワイド入力レンジ　
PLRA28S 入力電圧18-36V、  出力電圧28V、  出力電力5W ワイド入力レンジ　
PLRA48S 入力電圧18-36V、  出力電圧48V、  出力電力5W ワイド入力レンジ　
PLRA100S 入力電圧18-36V、  出力電圧100V、  出力電力5W ワイド入力レンジ　
PLRB3.3S 入力電圧36-60V、  出力電圧3.3V、  出力電力4W ワイド入力レンジ　
PLRB5S 入力電圧36-60V、  出力電圧5V、  出力電力5W ワイド入力レンジ　

PLRB5.2S 入力電圧36-60V、  出力電圧5.2V、  出力電力5W ワイド入力レンジ　
PLRB9S 入力電圧36-60V、  出力電圧9V、  出力電力5W ワイド入力レンジ　
PLRB12S 入力電圧36-60V、  出力電圧12V、  出力電力5W ワイド入力レンジ　
PLRB15S 入力電圧36-60V、  出力電圧15V、  出力電力5W ワイド入力レンジ　
PLRB24S 入力電圧36-60V、  出力電圧24V、  出力電力5W ワイド入力レンジ　
PLRB28S 入力電圧36-60V、  出力電圧28V、  出力電力5W ワイド入力レンジ　
PLRB48S 入力電圧36-60V、  出力電圧48V、  出力電力5W ワイド入力レンジ　
PLRB100S 入力電圧36-60V、  出力電圧100V、  出力電力5W ワイド入力レンジ　
PLRC3.3S 入力電圧18-60V、  出力電圧3.3V、  出力電力4W ワイド入力レンジ　
PLRC5S 入力電圧18-60V、  出力電圧5V、  出力電力5W ワイド入力レンジ　

PLRC5.2S 入力電圧18-60V、  出力電圧5.2V、  出力電力5W ワイド入力レンジ　
PLRC9S 入力電圧18-60V、  出力電圧9V、  出力電力5W ワイド入力レンジ　
PLRC12S 入力電圧18-60V、  出力電圧12V、  出力電力5W ワイド入力レンジ　
PLRC15S 入力電圧18-60V、  出力電圧15V、  出力電力5W ワイド入力レンジ　
PLRC24S 入力電圧18-60V、  出力電圧24V、  出力電力5W ワイド入力レンジ　
PLRC28S 入力電圧18-60V、  出力電圧28V、  出力電力5W ワイド入力レンジ　
PLRC48S 入力電圧18-60V、  出力電圧48V、  出力電力5W ワイド入力レンジ　
PLRC100S 入力電圧18-60V、  出力電圧100V、  出力電力5W ワイド入力レンジ　
PLRE5D 入力電圧5-15V、  出力電圧±5V、  出力電力1.5W ワイド入力レンジ　
PLRE9D 入力電圧5-15V、  出力電圧±9V、  出力電力2.0W ワイド入力レンジ　
PLRE12D 入力電圧5-15V、  出力電圧±12V、  出力電力2.0W ワイド入力レンジ　
PLRE15D 入力電圧5-15V、  出力電圧±15V、  出力電力2.0W ワイド入力レンジ　
PLRE24D 入力電圧5-15V、  出力電圧±24V、  出力電力2.0W ワイド入力レンジ　
PLRE28D 入力電圧5-15V、  出力電圧±28V、  出力電力2.0W ワイド入力レンジ　
PLRE48D 入力電圧5-15V、  出力電圧±48V、  出力電力2.0W ワイド入力レンジ　
PLRF5D 入力電圧8-24V、  出力電圧±5V、  出力電力2.5W ワイド入力レンジ　
PLRF9D 入力電圧8-24V、  出力電圧±9V、  出力電力2.5W ワイド入力レンジ　
PLRF12D 入力電圧8-24V、  出力電圧±12V、  出力電力2.5W ワイド入力レンジ　
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PLRF15D 入力電圧8-24V、  出力電圧±15V、  出力電力2.5W ワイド入力レンジ　
PLRF24D 入力電圧8-24V、  出力電圧±24V、  出力電力2.5W ワイド入力レンジ　
PLRF28D 入力電圧8-24V、  出力電圧±28V、  出力電力2.5W ワイド入力レンジ　
PLRF48D 入力電圧8-24V、  出力電圧±48V、  出力電力2.5W ワイド入力レンジ　
PLRA5D 入力電圧18-36V、  出力電圧±5V、  出力電力2.5W ワイド入力レンジ　
PLRA9D 入力電圧18-36V、  出力電圧±9V、  出力電力2.5W ワイド入力レンジ　
PLRA12D 入力電圧18-36V、  出力電圧±12V、  出力電力2.5W ワイド入力レンジ　
PLRA15D 入力電圧18-36V、  出力電圧±15V、  出力電力2.5W ワイド入力レンジ　
PLRA24D 入力電圧18-36V、  出力電圧±24V、  出力電力2.5W ワイド入力レンジ　
PLRA28D 入力電圧18-36V、  出力電圧±28V、  出力電力2.5W ワイド入力レンジ　
PLRA48D 入力電圧18-36V、  出力電圧±48V、  出力電力2.5W ワイド入力レンジ　
PLRB5D 入力電圧36-60V、  出力電圧±5V、  出力電力2.5W ワイド入力レンジ　
PLRB9D 入力電圧36-60V、  出力電圧±9V、  出力電力2.5W ワイド入力レンジ　
PLRB12D 入力電圧36-60V、  出力電圧±12V、  出力電力2.5W ワイド入力レンジ　
PLRB15D 入力電圧36-60V、  出力電圧±15V、  出力電力2.5W ワイド入力レンジ　
PLRB24D 入力電圧36-60V、  出力電圧±24V、  出力電力2.5W ワイド入力レンジ　
PLRB28D 入力電圧36-60V、  出力電圧±28V、  出力電力2.5W ワイド入力レンジ　
PLRB48D 入力電圧36-60V、  出力電圧±48V、  出力電力2.5W ワイド入力レンジ　
PLRC5D 入力電圧18-60V、  出力電圧±5V、  出力電力2.5W ワイド入力レンジ　
PLRC9D 入力電圧18-60V、  出力電圧±9V、  出力電力2.5W ワイド入力レンジ　
PLRC12D 入力電圧18-60V、  出力電圧±12V、  出力電力2.5W ワイド入力レンジ　
PLRC15D 入力電圧18-60V、  出力電圧±15V、  出力電力2.5W ワイド入力レンジ　
PLRC24D 入力電圧18-60V、  出力電圧±24V、  出力電力2.5W ワイド入力レンジ　
PLRC28D 入力電圧18-60V、  出力電圧±28V、  出力電力2.5W ワイド入力レンジ　
PLRC48D 入力電圧18-60V、  出力電圧±48V、  出力電力2.5W ワイド入力レンジ　

IRE2S 入力電圧5-15V、  出力電圧2V、  出力電力4W ワイド入力レンジ　
IRE3.3S 入力電圧5-15V、  出力電圧3.3V、  出力電力5W ワイド入力レンジ　
IRE5S 入力電圧5-15V、  出力電圧5V、  出力電力6W ワイド入力レンジ　

IRE5.2S 入力電圧5-15V、  出力電圧5.2V、  出力電力6W ワイド入力レンジ　
IRE9S 入力電圧5-15V、  出力電圧9V、  出力電力8W ワイド入力レンジ　
IRE12S 入力電圧5-15V、  出力電圧12V、  出力電力8W ワイド入力レンジ　
IRE15S 入力電圧5-15V、  出力電圧15V、  出力電力8W ワイド入力レンジ　
IRE24S 入力電圧5-15V、  出力電圧24V、  出力電力8W ワイド入力レンジ　
IRE28S 入力電圧5-15V、  出力電圧28V、  出力電力8W ワイド入力レンジ　
IRE48S 入力電圧5-15V、  出力電圧48V、  出力電力8W ワイド入力レンジ　
IRE100S 入力電圧5-15V、  出力電圧100V、  出力電力6W ワイド入力レンジ　
IRF2S 入力電圧8-24V、  出力電圧2V、  出力電力5W ワイド入力レンジ　

IRF3.3S 入力電圧8-24V、  出力電圧3.3V、  出力電力8W ワイド入力レンジ　
IRF5S 入力電圧8-24V、  出力電圧5V、  出力電力10W ワイド入力レンジ　

IRF5.2S 入力電圧8-24V、  出力電圧5.2V、  出力電力10W ワイド入力レンジ　
IRF9S 入力電圧8-24V、  出力電圧9V、  出力電力10W ワイド入力レンジ　
IRF12S 入力電圧8-24V、  出力電圧12V、  出力電力10W ワイド入力レンジ　
IRF15S 入力電圧8-24V、  出力電圧15V、  出力電力10W ワイド入力レンジ　
IRF24S 入力電圧8-24V、  出力電圧24V、  出力電力10W ワイド入力レンジ　
IRF28S 入力電圧8-24V、  出力電圧28V、  出力電力10W ワイド入力レンジ　
IRF48S 入力電圧8-24V、  出力電圧48V、  出力電力10W ワイド入力レンジ　
IRF100S 入力電圧8-24V、  出力電圧100V、  出力電力10W ワイド入力レンジ　
IRA2S 入力電圧18-36V、  出力電圧2V、  出力電力6W ワイド入力レンジ　

IRA3.3S 入力電圧18-36V、  出力電圧3.3V、  出力電力9W ワイド入力レンジ　
IRA5S 入力電圧18-36V、  出力電圧5V、  出力電力10W ワイド入力レンジ　

IRA5.2S 入力電圧18-36V、  出力電圧5.2V、  出力電力10W ワイド入力レンジ　
IRA9S 入力電圧18-36V、  出力電圧9V、  出力電力10W ワイド入力レンジ　
IRA12S 入力電圧18-36V、  出力電圧12V、  出力電力10W ワイド入力レンジ　
IRA15S 入力電圧18-36V、  出力電圧15V、  出力電力10W ワイド入力レンジ　
IRA24S 入力電圧18-36V、  出力電圧24V、  出力電力10W ワイド入力レンジ　
IRA28S 入力電圧18-36V、  出力電圧28V、  出力電力10W ワイド入力レンジ　
IRA48S 入力電圧18-36V、  出力電圧48V、  出力電力10W ワイド入力レンジ　
IRA100S 入力電圧18-36V、  出力電圧100V、  出力電力10W ワイド入力レンジ　
IRB2S 入力電圧36-60V、  出力電圧2V、  出力電力6W ワイド入力レンジ　

IRB3.3S 入力電圧36-60V、  出力電圧3.3V、  出力電力9W ワイド入力レンジ　
IRB5S 入力電圧36-60V、  出力電圧5V、  出力電力10W ワイド入力レンジ　

IRB5.2S 入力電圧36-60V、  出力電圧5.2V、  出力電力10W ワイド入力レンジ　
IRB9S 入力電圧36-60V、  出力電圧9V、  出力電力10W ワイド入力レンジ　
IRB12S 入力電圧36-60V、  出力電圧12V、  出力電力10W ワイド入力レンジ　
IRB15S 入力電圧36-60V、  出力電圧15V、  出力電力10W ワイド入力レンジ　
IRB24S 入力電圧36-60V、  出力電圧24V、  出力電力10W ワイド入力レンジ　
IRB28S 入力電圧36-60V、  出力電圧28V、  出力電力10W ワイド入力レンジ　
IRB48S 入力電圧36-60V、  出力電圧48V、  出力電力10W ワイド入力レンジ　
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IRB100S 入力電圧36-60V、  出力電圧100V、  出力電力10W ワイド入力レンジ　
IRC2S 入力電圧18-60V、  出力電圧2V、  出力電力6W ワイド入力レンジ　
IRC3.3 入力電圧18-60V、  出力電圧3.3V、  出力電力9W ワイド入力レンジ　
IRC5S 入力電圧18-60V、  出力電圧5V、  出力電力10W ワイド入力レンジ　

IRC5.2S 入力電圧18-60V、  出力電圧5.2V、  出力電力10W ワイド入力レンジ　
IRC9S 入力電圧18-60V、  出力電圧9V、  出力電力10W ワイド入力レンジ　
IRC12S 入力電圧18-60V、  出力電圧12V、  出力電力10W ワイド入力レンジ　
IRC15S 入力電圧18-60V、  出力電圧15V、  出力電力10W ワイド入力レンジ　
IRC24S 入力電圧18-60V、  出力電圧24V、  出力電力10W ワイド入力レンジ　
IRC28S 入力電圧18-60V、  出力電圧28V、  出力電力10W ワイド入力レンジ　
IRC48S 入力電圧18-60V、  出力電圧48V、  出力電力10W ワイド入力レンジ　
IRC100S 入力電圧18-60V、  出力電圧100V、  出力電力10W ワイド入力レンジ　
IRE5D 入力電圧5-15V、  出力電圧±5V、  出力電力3W ワイド入力レンジ　
IRE9D 入力電圧5-15V、  出力電圧±9V、  出力電力4W ワイド入力レンジ　
IRE12D 入力電圧5-15V、  出力電圧±12V、  出力電力4W ワイド入力レンジ　
IRE15D 入力電圧5-15V、  出力電圧±15V、  出力電力4W ワイド入力レンジ　
IRE24D 入力電圧5-15V、  出力電圧±24V、  出力電力4W ワイド入力レンジ　
IRE28D 入力電圧5-15V、  出力電圧±28V、  出力電力4W ワイド入力レンジ　
IRE48D 入力電圧5-15V、  出力電圧±48V、  出力電力4W ワイド入力レンジ　
IRF5D 入力電圧8-24V、  出力電圧±5V、  出力電力5W ワイド入力レンジ　
IRF9D 入力電圧8-24V、  出力電圧±9V、  出力電力5W ワイド入力レンジ　
IRF12D 入力電圧8-24V、  出力電圧±12V、  出力電力5W ワイド入力レンジ　
IRF15D 入力電圧8-24V、  出力電圧±15V、  出力電力5W ワイド入力レンジ　
IRF24D 入力電圧8-24V、  出力電圧±24V、  出力電力5W ワイド入力レンジ　
IRF28D 入力電圧8-24V、  出力電圧±28V、  出力電力5W ワイド入力レンジ　
IRF48D 入力電圧8-24V、  出力電圧±48V、  出力電力5W ワイド入力レンジ　
IRA5D 入力電圧18-36V、  出力電圧±5V、  出力電力5W ワイド入力レンジ　
IRA9D 入力電圧18-36V、  出力電圧±9V、  出力電力5W ワイド入力レンジ　
IRA12D 入力電圧18-36V、  出力電圧±12V、  出力電力5W ワイド入力レンジ　
IRA15D 入力電圧18-36V、  出力電圧±15V、  出力電力5W ワイド入力レンジ　
IRA24D 入力電圧18-36V、  出力電圧±24V、  出力電力5W ワイド入力レンジ　
IRA28D 入力電圧18-36V、  出力電圧±28V、  出力電力5W ワイド入力レンジ　
IRA48D 入力電圧18-36V、  出力電圧±48V、  出力電力5W ワイド入力レンジ　
IRB5D 入力電圧36-60V、  出力電圧±5V、  出力電力5W ワイド入力レンジ　
IRB9D 入力電圧36-60V、  出力電圧±9V、  出力電力5W ワイド入力レンジ　
IRB12D 入力電圧36-60V、  出力電圧±12V、  出力電力5W ワイド入力レンジ　
IRB15D 入力電圧36-60V、  出力電圧±15V、  出力電力5W ワイド入力レンジ　
IRB24D 入力電圧36-60V、  出力電圧±24V、  出力電力5W ワイド入力レンジ　
IRB28D 入力電圧36-60V、  出力電圧±28V、  出力電力5W ワイド入力レンジ　
IRB48D 入力電圧36-60V、  出力電圧±48V、  出力電力5W ワイド入力レンジ　
IRC5D 入力電圧18-60V、  出力電圧±5V、  出力電力5W ワイド入力レンジ　
IRC9D 入力電圧18-60V、  出力電圧±9V、  出力電力5W ワイド入力レンジ　
IRC12D 入力電圧18-60V、  出力電圧±12V、  出力電力5W ワイド入力レンジ　
IRC15D 入力電圧18-60V、  出力電圧±15V、  出力電力5W ワイド入力レンジ　
IRC24D 入力電圧18-60V、  出力電圧±24V、  出力電力5W ワイド入力レンジ　
IRC28D 入力電圧18-60V、  出力電圧±28V、  出力電力5W ワイド入力レンジ　
IRC48D 入力電圧18-60V、  出力電圧±48V、  出力電力5W ワイド入力レンジ　
JRA3.3S 入力電圧18-36V、  出力電圧5V、  出力電力15W ワイド入力レンジ　
JRA5S 入力電圧18-36V、  出力電圧5.2V、  出力電力15W ワイド入力レンジ　

JRA5.2S 入力電圧18-36V、  出力電圧9V、  出力電力15W ワイド入力レンジ　
JRA9S 入力電圧18-36V、  出力電圧12V、  出力電力15W ワイド入力レンジ　
JRA12S 入力電圧18-36V、  出力電圧15V、  出力電力15W ワイド入力レンジ　
JRA15S 入力電圧18-36V、  出力電圧24V、  出力電力15W ワイド入力レンジ　
JRA24S 入力電圧18-36V、  出力電圧28V、  出力電力15W ワイド入力レンジ　
JRA28S 入力電圧18-36V、  出力電圧48V、  出力電力15W ワイド入力レンジ　
JRA48S 入力電圧18-36V、  出力電圧100V、  出力電力15W ワイド入力レンジ　
JRA100S 入力電圧36-60V、  出力電圧3.3V、  出力電力15W ワイド入力レンジ　
JRB3.3S 入力電圧36-60V、  出力電圧5V、  出力電力15W ワイド入力レンジ　
JRB5S 入力電圧36-60V、  出力電圧5.2V、  出力電力15W ワイド入力レンジ　

JRB5.2S 入力電圧36-60V、  出力電圧9V、  出力電力15W ワイド入力レンジ　
JRB9S 入力電圧36-60V、  出力電圧12V、  出力電力15W ワイド入力レンジ　
JRB12S 入力電圧36-60V、  出力電圧15V、  出力電力15W ワイド入力レンジ　
JRB15S 入力電圧36-60V、  出力電圧24V、  出力電力15W ワイド入力レンジ　
JRB24S 入力電圧36-60V、  出力電圧28V、  出力電力15W ワイド入力レンジ　
JRB28S 入力電圧36-60V、  出力電圧48V、  出力電力15W ワイド入力レンジ　
JRB48S 入力電圧36-60V、  出力電圧100V、  出力電力15W ワイド入力レンジ　
JRB100S 入力電圧18-60V、  出力電圧3.3V、  出力電力15W ワイド入力レンジ　
JRC3.3S 入力電圧18-60V、  出力電圧5V、  出力電力15W ワイド入力レンジ　
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JRC5S 入力電圧18-60V、  出力電圧5.2V、  出力電力15W ワイド入力レンジ　
JRC5.2S 入力電圧18-60V、  出力電圧9V、  出力電力15W ワイド入力レンジ　
JRC9S 入力電圧18-60V、  出力電圧12V、  出力電力15W ワイド入力レンジ　
JRC12S 入力電圧18-60V、  出力電圧15V、  出力電力15W ワイド入力レンジ　
JRC15S 入力電圧18-60V、  出力電圧24V、  出力電力15W ワイド入力レンジ　
JRC24S 入力電圧18-60V、  出力電圧28V、  出力電力15W ワイド入力レンジ　
JRC28S 入力電圧18-60V、  出力電圧48V、  出力電力15W ワイド入力レンジ　
JRC48S 入力電圧18-60V、  出力電圧100V、  出力電力15W ワイド入力レンジ　
JRC100S 入力電圧18-36V、  出力電圧±5V、  出力電力7.5W ワイド入力レンジ　
JRA5D 入力電圧18-36V、  出力電圧±9V、  出力電力7.5W ワイド入力レンジ　
JRA9D 入力電圧18-36V、  出力電圧±12V、  出力電力7.5W ワイド入力レンジ　
JRA12D 入力電圧18-36V、  出力電圧±15V、  出力電力7.5W ワイド入力レンジ　
JRA15D 入力電圧18-36V、  出力電圧±24V、  出力電力7.5W ワイド入力レンジ　
JRA24D 入力電圧18-36V、  出力電圧±28V、  出力電力7.5W ワイド入力レンジ　
JRA28D 入力電圧18-36V、  出力電圧±48V、  出力電力7.5W ワイド入力レンジ　
JRA48D 入力電圧36-60V、  出力電圧±5V、  出力電力7.5W ワイド入力レンジ　
JRB5D 入力電圧36-60V、  出力電圧±9V、  出力電力7.5W ワイド入力レンジ　
JRB9D 入力電圧36-60V、  出力電圧±12V、  出力電力7.5W ワイド入力レンジ　
JRB12D 入力電圧36-60V、  出力電圧±15V、  出力電力7.5W ワイド入力レンジ　
JRB15D 入力電圧36-60V、  出力電圧±24V、  出力電力7.5W ワイド入力レンジ　
JRB24D 入力電圧36-60V、  出力電圧±28V、  出力電力7.5W ワイド入力レンジ　
JRB28D 入力電圧36-60V、  出力電圧±48V、  出力電力7.5W ワイド入力レンジ　
JRB48D 入力電圧18-60V、  出力電圧±5V、  出力電力7.5W ワイド入力レンジ　
JRC5D 入力電圧18-60V、  出力電圧±9V、  出力電力7.5W ワイド入力レンジ　
JRC9D 入力電圧18-60V、  出力電圧±12V、  出力電力7.5W ワイド入力レンジ　
JRC12D 入力電圧18-60V、  出力電圧±15V、  出力電力7.5W ワイド入力レンジ　
JRC15D 入力電圧18-60V、  出力電圧±24V、  出力電力7.5W ワイド入力レンジ　
JRC24D 入力電圧18-60V、  出力電圧±28V、  出力電力7.5W ワイド入力レンジ　
JRC28D 入力電圧18-60V、  出力電圧±48V、  出力電力7.5W ワイド入力レンジ　
JRC48D 入力電圧18-36V、  出力電圧3.3V、  出力電力20W ワイド入力レンジ　
KRA3.3S 入力電圧18-36V、  出力電圧5V、  出力電力20W ワイド入力レンジ　
KRA5S 入力電圧18-36V、  出力電圧5.2V、  出力電力20W ワイド入力レンジ　

KRA5.2S 入力電圧18-36V、  出力電圧9V、  出力電力20W ワイド入力レンジ　
KRA9S 入力電圧18-36V、  出力電圧12V、  出力電力20W ワイド入力レンジ　
KRA12S 入力電圧18-36V、  出力電圧15V、  出力電力20W ワイド入力レンジ　
KRA15S 入力電圧18-36V、  出力電圧24V、  出力電力20W ワイド入力レンジ　
KRA24S 入力電圧18-36V、  出力電圧28V、  出力電力20W ワイド入力レンジ　
KRA28S 入力電圧18-36V、  出力電圧48V、  出力電力20W ワイド入力レンジ　
KRA48S 入力電圧18-36V、  出力電圧100V、  出力電力20W ワイド入力レンジ　
KRA100S 入力電圧36-60V、  出力電圧3.3V、  出力電力20W ワイド入力レンジ　
KRB3.3S 入力電圧36-60V、  出力電圧5V、  出力電力20W ワイド入力レンジ　
KRB5S 入力電圧36-60V、  出力電圧5.2V、  出力電力20W ワイド入力レンジ　

KRB5.2AS 入力電圧36-60V、  出力電圧9V、  出力電力20W ワイド入力レンジ　
KRB9S 入力電圧36-60V、  出力電圧12V、  出力電力20W ワイド入力レンジ　
KRB12S 入力電圧36-60V、  出力電圧15V、  出力電力20W ワイド入力レンジ　
KRB15S 入力電圧36-60V、  出力電圧24V、  出力電力20W ワイド入力レンジ　
KRB24S 入力電圧36-60V、  出力電圧28V、  出力電力20W ワイド入力レンジ　
KRB28S 入力電圧36-60V、  出力電圧48V、  出力電力20W ワイド入力レンジ　
KRB48S 入力電圧36-60V、  出力電圧100V、  出力電力20W ワイド入力レンジ　
KRB100S 入力電圧18-60V、  出力電圧3.3V、  出力電力20W ワイド入力レンジ　
KRC3.3S 入力電圧18-60V、  出力電圧5V、  出力電力20W ワイド入力レンジ　
KRC5S 入力電圧18-60V、  出力電圧5.2V、  出力電力20W ワイド入力レンジ　

KRC5.2S 入力電圧18-60V、  出力電圧9V、  出力電力20W ワイド入力レンジ　
KRC9S 入力電圧18-60V、  出力電圧12V、  出力電力20W ワイド入力レンジ　
KRC12S 入力電圧18-60V、  出力電圧15V、  出力電力20W ワイド入力レンジ　
KRC15S 入力電圧18-60V、  出力電圧24V、  出力電力20W ワイド入力レンジ　
KRC24S 入力電圧18-60V、  出力電圧28V、  出力電力20W ワイド入力レンジ　
KRC28S 入力電圧18-60V、  出力電圧48V、  出力電力20W ワイド入力レンジ　
KRC48S 入力電圧18-60V、  出力電圧100V、  出力電力20W ワイド入力レンジ　
KRC100S 入力電圧18-36V、  出力電圧±5V、  出力電力10W ワイド入力レンジ　
KRA5D 入力電圧18-36V、  出力電圧±9V、  出力電力10W ワイド入力レンジ　
KRA9D 入力電圧18-36V、  出力電圧±12V、  出力電力10W ワイド入力レンジ　
KRA12D 入力電圧18-36V、  出力電圧±15V、  出力電力10W ワイド入力レンジ　
KRA15D 入力電圧18-36V、  出力電圧±24V、  出力電力10W ワイド入力レンジ　
KRA24D 入力電圧18-36V、  出力電圧±28V、  出力電力10W ワイド入力レンジ　
KRA28D 入力電圧18-36V、  出力電圧±48V、  出力電力10W ワイド入力レンジ　
KRA48D 入力電圧36-60V、  出力電圧±5V、  出力電力10W ワイド入力レンジ　
KRB5D 入力電圧36-60V、  出力電圧±9V、  出力電力10W ワイド入力レンジ　
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KRB9D 入力電圧36-60V、  出力電圧±12V、  出力電力10W ワイド入力レンジ　
KRB12D 入力電圧36-60V、  出力電圧±15V、  出力電力10W ワイド入力レンジ　
KRB15D 入力電圧36-60V、  出力電圧±24V、  出力電力10W ワイド入力レンジ　
KRB24D 入力電圧36-60V、  出力電圧±28V、  出力電力10W ワイド入力レンジ　
KRB28D 入力電圧36-60V、  出力電圧±48V、  出力電力10W ワイド入力レンジ　
KRB48D 入力電圧18-60V、  出力電圧±5V、  出力電力10W ワイド入力レンジ　
KRC5D 入力電圧18-60V、  出力電圧±9V、  出力電力10W ワイド入力レンジ　
KRC9D 入力電圧18-60V、  出力電圧±12V、  出力電力10W ワイド入力レンジ　
KRC12D 入力電圧18-60V、  出力電圧±15V、  出力電力10W ワイド入力レンジ　
KRC15D 入力電圧18-60V、  出力電圧±24V、  出力電力10W ワイド入力レンジ　
KRC24D 入力電圧18-60V、  出力電圧±28V、  出力電力10W ワイド入力レンジ　
KRC28D 入力電圧18-60V、  出力電圧±48V、  出力電力10W ワイド入力レンジ　
NRF3.3S 入力電圧10-30V、  出力電圧3.3V、  出力電力15W ワイド入力レンジ　
NRF5S 入力電圧10-30V、  出力電圧5V、  出力電力20W ワイド入力レンジ　

NRF5.2S 入力電圧10-30V、  出力電圧5.2V、  出力電力20W ワイド入力レンジ　
NRF9S 入力電圧10-30V、  出力電圧9V、  出力電力25W ワイド入力レンジ　
NRF12S 入力電圧10-30V、  出力電圧12V、  出力電力25W ワイド入力レンジ　
NRF15S 入力電圧10-30V、  出力電圧15V、  出力電力25W ワイド入力レンジ　
NRF24S 入力電圧10-30V、  出力電圧24V、  出力電力25W ワイド入力レンジ　
NRF28S 入力電圧10-30V、  出力電圧28V、  出力電力25W ワイド入力レンジ　
NRA3.3S 入力電圧18-36V、  出力電圧3.3V、  出力電力15W ワイド入力レンジ　
NRA5S 入力電圧18-36V、  出力電圧5V、  出力電力20W ワイド入力レンジ　

NRA5.2S 入力電圧18-36V、  出力電圧5.2V、  出力電力20W ワイド入力レンジ　
NRA9S 入力電圧18-36V、  出力電圧9V、  出力電力25W ワイド入力レンジ　
NRA12S 入力電圧18-36V、  出力電圧12V、  出力電力25W ワイド入力レンジ　
NRA15S 入力電圧18-36V、  出力電圧15V、  出力電力25W ワイド入力レンジ　
NRA24S 入力電圧18-36V、  出力電圧24V、  出力電力25W ワイド入力レンジ　
NRA28S 入力電圧18-36V、  出力電圧28V、  出力電力25W ワイド入力レンジ　
NRB3.3S 入力電圧36-72V、  出力電圧3.3V、  出力電力20W ワイド入力レンジ　
NRB5S 入力電圧36-72V、  出力電圧5V、  出力電力22W ワイド入力レンジ　

NRB5.2S 入力電圧36-72V、  出力電圧5.2V、  出力電力22W ワイド入力レンジ　
NRB9S 入力電圧36-72V、  出力電圧9V、  出力電力25W ワイド入力レンジ　
NRB12S 入力電圧36-72V、  出力電圧12V、  出力電力25W ワイド入力レンジ　
NRB15S 入力電圧36-72V、  出力電圧15V、  出力電力30W ワイド入力レンジ　
NRB24S 入力電圧36-72V、  出力電圧24V、  出力電力30W ワイド入力レンジ　
NRB28S 入力電圧36-72V、  出力電圧28V、  出力電力30W ワイド入力レンジ　
NRF5D 入力電圧10-30V、  出力電圧± 5V、  出力電力10.0W ワイド入力レンジ　
NRF9D 入力電圧10-30V、  出力電圧± 9V、  出力電力12.5W ワイド入力レンジ　
NRF12D 入力電圧10-30V、  出力電圧± 12V、  出力電力12.5W ワイド入力レンジ　
NRF15D 入力電圧10-30V、  出力電圧± 15V、  出力電力12.5W ワイド入力レンジ　
NRA5D 入力電圧18-36V、  出力電圧± 5V、  出力電力10.0W ワイド入力レンジ　
NRA9D 入力電圧18-36V、  出力電圧± 9V、  出力電力12.5W ワイド入力レンジ　
NRA12D 入力電圧18-36V、  出力電圧± 12V、  出力電力12.5W ワイド入力レンジ　
NRA15D 入力電圧18-36V、  出力電圧± 15V、  出力電力12.5W ワイド入力レンジ　
NRB5D 入力電圧36-72V、  出力電圧± 5V、  出力電力11.0W ワイド入力レンジ　
NRB9D 入力電圧36-72V、  出力電圧± 9V、  出力電力12.5W ワイド入力レンジ　
NRB12D 入力電圧36-72V、  出力電圧± 12V、  出力電力12.5W ワイド入力レンジ　
NRB15D 入力電圧36-72V、  出力電圧± 15V、  出力電力12.5W ワイド入力レンジ　
NRA5T12 入力電圧18-36V、  出力電圧5± 12V、  出力電力15W ワイド入力レンジ　
NRA5T15 入力電圧18-36V、  出力電圧5± 15V、  出力電力15W ワイド入力レンジ　
NRA9T5 入力電圧18-36V、  出力電圧9± 5V、  出力電力20W ワイド入力レンジ　
NRA9T12 入力電圧18-36V、  出力電圧9± 12V、  出力電力20W ワイド入力レンジ　
NRA9T15 入力電圧18-36V、  出力電圧9± 15V、  出力電力20W ワイド入力レンジ　
NRA12T5 入力電圧18-36V、  出力電圧12± 5V、  出力電力20W ワイド入力レンジ　
NRA12T15 入力電圧18-36V、  出力電圧12± 15V、  出力電力20W ワイド入力レンジ　
NRA15T5 入力電圧18-36V、  出力電圧15± 5V、  出力電力20W ワイド入力レンジ　
NRA15T12 入力電圧18-36V、  出力電圧15± 12V、  出力電力20W ワイド入力レンジ　
NRA24T5 入力電圧18-36V、  出力電圧24± 5V、  出力電力20W ワイド入力レンジ　
NRA24T12 入力電圧18-36V、  出力電圧24± 12V、  出力電力20W ワイド入力レンジ　
NRA24T15 入力電圧18-36V、  出力電圧24± 15V、  出力電力20W ワイド入力レンジ　
NRA28T5 入力電圧18-36V、  出力電圧28± 5V、  出力電力20W ワイド入力レンジ　
NRA28T12 入力電圧18-36V、  出力電圧28± 12V、  出力電力20W ワイド入力レンジ　
NRA28T15 入力電圧18-36V、  出力電圧28± 15V、  出力電力20W ワイド入力レンジ　
NRB5T12 入力電圧36-72V、  出力電圧5± 12V、  出力電力17W ワイド入力レンジ　
NRB5T15 入力電圧36-72V、  出力電圧5± 15V、  出力電力17W ワイド入力レンジ　
NRB9T5 入力電圧36-72V、  出力電圧9± 5V、  出力電力20W ワイド入力レンジ　
NRB9T12 入力電圧36-72V、  出力電圧9± 12V、  出力電力20W ワイド入力レンジ　
NRB9T15 入力電圧36-72V、  出力電圧9± 15V、  出力電力20W ワイド入力レンジ　
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NRB12T5 入力電圧36-72V、  出力電圧12± 5V、  出力電力20W ワイド入力レンジ　
NRB12T15 入力電圧36-72V、  出力電圧12± 15V、  出力電力20W ワイド入力レンジ　
NRB15T5 入力電圧36-72V、  出力電圧15± 5V、  出力電力25W ワイド入力レンジ　
NRB15T12 入力電圧36-72V、  出力電圧15± 12V、  出力電力25W ワイド入力レンジ　
NRB24T5 入力電圧36-72V、  出力電圧24± 5V、  出力電力25W ワイド入力レンジ　
NRB24T12 入力電圧36-72V、  出力電圧24± 12V、  出力電力25W ワイド入力レンジ　
NRB24T15 入力電圧36-72V、  出力電圧24± 15V、  出力電力25W ワイド入力レンジ　
NRB28T5 入力電圧36-72V、  出力電圧28± 5V、  出力電力25W ワイド入力レンジ　
NRB28T12 入力電圧36-72V、  出力電圧28± 12V、  出力電力25W ワイド入力レンジ　
NRB28T15 入力電圧36-72V、  出力電圧28± 15V、  出力電力25W ワイド入力レンジ　
LVA3.3S 入力電圧36-80V、  出力電圧3.3V、  出力電力2W ワイド入力レンジ　
LVA5S 入力電圧36-80V、  出力電圧5V、  出力電力3W ワイド入力レンジ　

LVA5.2S 入力電圧36-80V、  出力電圧5.2V、  出力電力3W ワイド入力レンジ　
LVA12S 入力電圧36-80V、  出力電圧12V、  出力電力3W ワイド入力レンジ　
LVA15S 入力電圧36-80V、  出力電圧15V、  出力電力3W ワイド入力レンジ　
LVA24S 入力電圧36-80V、  出力電圧24V、  出力電力3W ワイド入力レンジ　
LVA28S 入力電圧36-80V、  出力電圧28V、  出力電力3W ワイド入力レンジ　
LVA48S 入力電圧36-80V、  出力電圧48V、  出力電力3W ワイド入力レンジ　
LVB3.3S 入力電圧36-80V、  出力電圧3.3V、  出力電力4W ワイド入力レンジ　
LVB5S 入力電圧36-80V、  出力電圧5V、  出力電力5W ワイド入力レンジ　

LVB5.2S 入力電圧36-80V、  出力電圧5.2V、  出力電力5W ワイド入力レンジ　
LVB12S 入力電圧36-80V、  出力電圧12V、  出力電力5W ワイド入力レンジ　
LVB15S 入力電圧36-80V、  出力電圧15V、  出力電力5W ワイド入力レンジ　
LVB24S 入力電圧36-80V、  出力電圧24V、  出力電力5W ワイド入力レンジ　
LVB28S 入力電圧36-80V、  出力電圧28V、  出力電力5W ワイド入力レンジ　
LVB48S 入力電圧36-80V、  出力電圧48V、  出力電力5W ワイド入力レンジ　
LVC3.3S 入力電圧36-80V、  出力電圧3.3V、  出力電力5W ワイド入力レンジ　
LVC5S 入力電圧36-80V、  出力電圧5V、  出力電力7W ワイド入力レンジ　

LVC5.2S 入力電圧36-80V、  出力電圧5.2V、  出力電力7W ワイド入力レンジ　
LVC12S 入力電圧36-80V、  出力電圧12V、  出力電力8W ワイド入力レンジ　
LVC15S 入力電圧36-80V、  出力電圧15V、  出力電力8W ワイド入力レンジ　
LVC24S 入力電圧36-80V、  出力電圧24V、  出力電力8W ワイド入力レンジ　
LVC28S 入力電圧36-80V、  出力電圧28V、  出力電力8W ワイド入力レンジ　
LVC48S 入力電圧36-80V、  出力電圧48V、  出力電力8W ワイド入力レンジ　
LVD3.3S 入力電圧36-80V、  出力電圧3.3V、  出力電力7W ワイド入力レンジ　
LVD5S 入力電圧36-80V、  出力電圧5V、  出力電力9W ワイド入力レンジ　

LVD5.2S 入力電圧36-80V、  出力電圧5.2V、  出力電力9W ワイド入力レンジ　
LVD12S 入力電圧36-80V、  出力電圧12V、  出力電力10W ワイド入力レンジ　
LVD15S 入力電圧36-80V、  出力電圧15V、  出力電力10W ワイド入力レンジ　
LVD24S 入力電圧36-80V、  出力電圧24V、  出力電力10W ワイド入力レンジ　
LVD28S 入力電圧36-80V、  出力電圧28V、  出力電力10W ワイド入力レンジ　
LVD48S 入力電圧36-80V、  出力電圧48V、  出力電力10W ワイド入力レンジ　
LVA5D 入力電圧36-80V、  出力電圧±5V、  出力電力1.5W ワイド入力レンジ　
LVA12D 入力電圧36-80V、  出力電圧±12V、  出力電力1.5W ワイド入力レンジ　
LVA15D 入力電圧36-80V、  出力電圧±15V、  出力電力1.5W ワイド入力レンジ　
LVB5D 入力電圧36-80V、  出力電圧± 5V、  出力電力2.5W ワイド入力レンジ　
LVB12D 入力電圧36-80V、  出力電圧±12V、  出力電力2.5W ワイド入力レンジ　
LVB15D 入力電圧36-80V、  出力電圧±15V、  出力電力2.5W ワイド入力レンジ　
LVC5D 入力電圧36-80V、  出力電圧±5V、  出力電力3.5W ワイド入力レンジ　
LVC12D 入力電圧36-80V、  出力電圧±12V、  出力電力4W ワイド入力レンジ　
LVC15D 入力電圧36-80V、  出力電圧±15V、  出力電力4W ワイド入力レンジ　
LVD5D 入力電圧36-80V、  出力電圧± 5V、  出力電力4.5W ワイド入力レンジ　
LVD12D 入力電圧36-80V、  出力電圧±12V、  出力電力5W ワイド入力レンジ　
LVD15D 入力電圧36-80V、  出力電圧±15V、  出力電力5W ワイド入力レンジ　
HVA3.3S 入力電圧70-170V、  出力電圧3.3V、  出力電力2W ワイド入力レンジ　
HVA5S 入力電圧70-170V、  出力電圧5V、  出力電力3W ワイド入力レンジ　

HVA5.2S 入力電圧70-170V、  出力電圧5.2V、  出力電力3W ワイド入力レンジ　
HVA12S 入力電圧70-170V、  出力電圧12V、  出力電力3W ワイド入力レンジ　
HVA15S 入力電圧70-170V、  出力電圧15V、  出力電力3W ワイド入力レンジ　
HVA24S 入力電圧70-170V、  出力電圧24V、  出力電力3W ワイド入力レンジ　
HVA28S 入力電圧70-170V、  出力電圧28V、  出力電力3W ワイド入力レンジ　
HVB3.3S 入力電圧70-170V、  出力電圧3.3V、  出力電力3.3W ワイド入力レンジ　
HVB5S 入力電圧70-170V、  出力電圧5V、  出力電力5W ワイド入力レンジ　

HVB5.2S 入力電圧70-170V、  出力電圧5.2V、  出力電力5W ワイド入力レンジ　
HVB12S 入力電圧70-170V、  出力電圧12V、  出力電力5W ワイド入力レンジ　
HVB15S 入力電圧70-170V、  出力電圧15V、  出力電力5W ワイド入力レンジ　
HVB24S 入力電圧70-170V、  出力電圧24V、  出力電力5W ワイド入力レンジ　
HVB28S 入力電圧70-170V、  出力電圧28V、  出力電力5W ワイド入力レンジ　
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HVB48S 入力電圧70-170V、  出力電圧48V、  出力電力5W ワイド入力レンジ　
HVC3.3S 入力電圧70-170V、  出力電圧3.3V、  出力電力5W ワイド入力レンジ　
HVC5S 入力電圧70-170V、  出力電圧5V、  出力電力8W ワイド入力レンジ　

HVC5.2S 入力電圧70-170V、  出力電圧5.2V、  出力電力8W ワイド入力レンジ　
HVC12S 入力電圧70-170V、  出力電圧12V、  出力電力10W ワイド入力レンジ　
HVC15S 入力電圧70-170V、  出力電圧15V、  出力電力10W ワイド入力レンジ　
HVC24S 入力電圧70-170V、  出力電圧24V、  出力電力10W ワイド入力レンジ　
HVC28S 入力電圧70-170V、  出力電圧28V、  出力電力10W ワイド入力レンジ　
HVC48S 入力電圧70-170V、  出力電圧48V、  出力電力10W ワイド入力レンジ　
HVD5.2S 入力電圧70-170V、  出力電圧5.2V、  出力電力10W ワイド入力レンジ　
HVD12S 入力電圧70-170V、  出力電圧12V、  出力電力15W ワイド入力レンジ　
HVD15S 入力電圧70-170V、  出力電圧15V、  出力電力15W ワイド入力レンジ　
HVD24S 入力電圧70-170V、  出力電圧24V、  出力電力15W ワイド入力レンジ　
HVD28S 入力電圧70-170V、  出力電圧28V、  出力電力15W ワイド入力レンジ　
HVD48S 入力電圧70-170V、  出力電圧48V、  出力電力15W ワイド入力レンジ　
HVA5D 入力電圧70-170V、  出力電圧± 5V、  出力電力1.5W ワイド入力レンジ　
HVA12D 入力電圧70-170V、  出力電圧± 12V、  出力電力1.5W ワイド入力レンジ　
HVA15D 入力電圧70-170V、  出力電圧± 15V、  出力電力1.5W ワイド入力レンジ　
HVB5D 入力電圧70-170V、  出力電圧± 5V、  出力電力2.5W ワイド入力レンジ　
HVB12D 入力電圧70-170V、  出力電圧± 12V、  出力電力2.5W ワイド入力レンジ　
HVB15D 入力電圧70-170V、  出力電圧± 15V、  出力電力2.5W ワイド入力レンジ　
HVC5D 入力電圧70-170V、  出力電圧± 5V、  出力電力4W ワイド入力レンジ　
HVC12D 入力電圧70-170V、  出力電圧± 12V、  出力電力5W ワイド入力レンジ　
HVC15D 入力電圧70-170V、  出力電圧± 15V、  出力電力5W ワイド入力レンジ　
HVD5D 入力電圧70-170V、  出力電圧± 5V、  出力電力5W ワイド入力レンジ　
HVD12D 入力電圧70-170V、  出力電圧± 12V、  出力電力7.5W ワイド入力レンジ　
HVD15D 入力電圧70-170V、  出力電圧± 15V、  出力電力7.5W ワイド入力レンジ　
6QP5.0 入力電圧4.5 - 9V、  出力電圧5V、  出力電力20W ハイパワー　
6QP12 入力電圧4.5 - 9V、  出力電圧12V、  出力電力20W ハイパワー　
6QP15 入力電圧4.5 - 9V、  出力電圧15V、  出力電力25W ハイパワー　
6QP24 入力電圧4.5 - 9V、  出力電圧24V、  出力電力25W ハイパワー　
6QP28 入力電圧4.5 - 9V、  出力電圧28V、  出力電力25W ハイパワー　
6QP48 入力電圧4.5 - 9V、  出力電圧48V、  出力電力25W ハイパワー　
6QP100 入力電圧4.5 - 9V、  出力電圧100V、  出力電力25W ハイパワー　
6QP200 入力電圧4.5 - 9V、  出力電圧200V、  出力電力25W ハイパワー　
6QP300* 入力電圧4.5 - 9V、  出力電圧300V、  出力電力20W ハイパワー　
6QP400* 入力電圧4.5 - 9V、  出力電圧400V、  出力電力20W ハイパワー　
6QP500* 入力電圧4.5 - 9V、  出力電圧500V、  出力電力20W ハイパワー　
12QP5.0 入力電圧9-18V、  出力電圧5V、  出力電力40W ハイパワー　
12QP12 入力電圧9-18V、  出力電圧12V、  出力電力40W ハイパワー　
12QP15 入力電圧9-18V、  出力電圧15V、  出力電力50W ハイパワー　
12QP24 入力電圧9-18V、  出力電圧24V、  出力電力50W ハイパワー　
12QP28 入力電圧9-18V、  出力電圧28V、  出力電力50W ハイパワー　
12QP48 入力電圧9-18V、  出力電圧48V、  出力電力50W ハイパワー　
12QP100 入力電圧9-18V、  出力電圧100V、  出力電力50W ハイパワー　
12QP200 入力電圧9-18V、  出力電圧200V、  出力電力50W ハイパワー　
12QP300* 入力電圧9-18V、  出力電圧300V、  出力電力40W ハイパワー　
12QP400* 入力電圧9-18V、  出力電圧400V、  出力電力40W ハイパワー　
12QP500* 入力電圧9-18V、  出力電圧500V、  出力電力40W ハイパワー　
24QP5.0 入力電圧18-36V、  出力電圧5V、  出力電力40W ハイパワー　
24QP12 入力電圧18-36V、  出力電圧12V、  出力電力40W ハイパワー　
24QP15 入力電圧18-36V、  出力電圧15V、  出力電力50W ハイパワー　
24QP24 入力電圧18-36V、  出力電圧24V、  出力電力50W ハイパワー　
24QP28 入力電圧18-36V、  出力電圧28V、  出力電力50W ハイパワー　
24QP48 入力電圧18-36V、  出力電圧48V、  出力電力50W ハイパワー　
24QP100 入力電圧18-36V、  出力電圧100V、  出力電力50W ハイパワー　
24QP200 入力電圧18-36V、  出力電圧200V、  出力電力50W ハイパワー　
24QP300* 入力電圧18-36V、  出力電圧300V、  出力電力40W ハイパワー　
24QP400* 入力電圧18-36V、  出力電圧400V、  出力電力40W ハイパワー　
24QP500* 入力電圧18-36V、  出力電圧500V、  出力電力40W ハイパワー　
48QP5.0 入力電圧36-72V、  出力電圧5V、  出力電力40W ハイパワー　
48QP12 入力電圧36-72V、  出力電圧12V、  出力電力50W ハイパワー　
48QP15 入力電圧36-72V、  出力電圧15V、  出力電力50W ハイパワー　
48QP24 入力電圧36-72V、  出力電圧24V、  出力電力50W ハイパワー　
48QP28 入力電圧36-72V、  出力電圧28V、  出力電力50W ハイパワー　
48QP48 入力電圧36-72V、  出力電圧48V、  出力電力50W ハイパワー　
48QP100 入力電圧36-72V、  出力電圧100V、  出力電力50W ハイパワー　
48QP200 入力電圧36-72V、  出力電圧200V、  出力電力50W ハイパワー　
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48QP300 入力電圧36-72V、  出力電圧300V、  出力電力40W ハイパワー　
48QP400 入力電圧36-72V、  出力電圧400V、  出力電力40W ハイパワー　
48QP500 入力電圧36-72V、  出力電圧500V、  出力電力40W ハイパワー　
HiQP24 入力電圧125-475V、  出力電圧24V、  出力電力50W ハイパワー　
HiQP28 入力電圧125-475V、  出力電圧28V、  出力電力50W ハイパワー　
HiQP48 入力電圧125-475V、  出力電圧48V、  出力電力50W ハイパワー　
HiQP100 入力電圧125-475V、  出力電圧100V、  出力電力50W ハイパワー　
HiQP200 入力電圧125-475V、  出力電圧200V、  出力電力50W ハイパワー　
HiQP24-I 入力電圧125-475V、  出力電圧24V、  出力電力50W ハイパワー　
HiQP28-I 入力電圧125-475V、  出力電圧28V、  出力電力50W ハイパワー　
HiQP-48I 入力電圧125-475V、  出力電圧48V、  出力電力50W ハイパワー　
HiQP100-I 入力電圧125-475V、  出力電圧100V、  出力電力50W ハイパワー　
HiQP200-I 入力電圧125-475V、  出力電圧200V、  出力電力50W ハイパワー　
HiQP24-M 入力電圧125-475V、  出力電圧24V、  出力電力50W MIL ハイパワー　
HiQP28-M 入力電圧125-475V、  出力電圧28V、  出力電力50W MIL ハイパワー　
HiQP48-M 入力電圧125-475V、  出力電圧48V、  出力電力50W MIL ハイパワー　
HiQP100-M 入力電圧125-475V、  出力電圧100V、  出力電力50W MIL ハイパワー　
HiQP200-M 入力電圧125-475V、  出力電圧200V、  出力電力50W MIL ハイパワー　

DC1-5S 入力電圧120-370V、  出力電圧5V、  出力電力150W ハイパワー　
DC1-9S 入力電圧120-370V、  出力電圧9V、  出力電力250W ハイパワー　
DC1-12S 入力電圧120-370V、  出力電圧12V、  出力電力300W ハイパワー　
DC1-15S 入力電圧120-370V、  出力電圧15V、  出力電力300W ハイパワー　
DC1-24S 入力電圧120-370V、  出力電圧24V、  出力電力300W ハイパワー　
DC1-28S 入力電圧120-370V、  出力電圧28V、  出力電力300W ハイパワー　
DC1-48S 入力電圧120-370V、  出力電圧48V、  出力電力300W ハイパワー　
DC1-100S 入力電圧120-370V、  出力電圧100V、  出力電力250W ハイパワー　
DC1-125S 入力電圧120-370V、  出力電圧125V、  出力電力250W ハイパワー　
DC1-150S 入力電圧120-370V、  出力電圧150V、  出力電力250W ハイパワー　
DC1-175S 入力電圧120-370V、  出力電圧175V、  出力電力250W ハイパワー　
DC1-200S 入力電圧120-370V、  出力電圧200V、  出力電力250W ハイパワー　
DC1-225S 入力電圧120-370V、  出力電圧225V、  出力電力250W ハイパワー　
DC1-250S 入力電圧120-370V、  出力電圧250V、  出力電力250W ハイパワー　
DC1-275S 入力電圧120-370V、  出力電圧275V、  出力電力250W ハイパワー　
DC1-300S 入力電圧120-370V、  出力電圧300V、  出力電力250W ハイパワー　
DC3-3.3S 入力電圧300-900V、  出力電圧3.3V、  出力電力30W ハイパワー　
DC3-5S 入力電圧300-900V、  出力電圧5V、  出力電力40W ハイパワー　

DC3-5.2S 入力電圧300-900V、  出力電圧5.2V、  出力電力40W ハイパワー　
DC3-12S 入力電圧300-900V、  出力電圧12V、  出力電力50W ハイパワー　
DC3-15S 入力電圧300-900V、  出力電圧15V、  出力電力50W ハイパワー　
DC3-24S 入力電圧300-900V、  出力電圧24V、  出力電力50W ハイパワー　
DC3-28S 入力電圧300-900V、  出力電圧28V、  出力電力50W ハイパワー　
DC3-48S 入力電圧300-900V、  出力電圧48V、  出力電力50W ハイパワー　
DC3-100S 入力電圧300-900V、  出力電圧100V、  出力電力50W ハイパワー　
DC3-125S 入力電圧300-900V、  出力電圧125V、  出力電力50W ハイパワー　
DC3-150S 入力電圧300-900V、  出力電圧150V、  出力電力50W ハイパワー　
DC3-175S 入力電圧300-900V、  出力電圧175V、  出力電力50W ハイパワー　
DC3-200S 入力電圧300-900V、  出力電圧200V、  出力電力50W ハイパワー　
DC3-225S 入力電圧300-900V、  出力電圧225V、  出力電力50W ハイパワー　
DC3-250S 入力電圧300-900V、  出力電圧250V、  出力電力50W ハイパワー　
DC3-275S 入力電圧300-900V、  出力電圧275V、  出力電力50W ハイパワー　
DC3-300S 入力電圧300-900V、  出力電圧300V、  出力電力50W ハイパワー　
DC3-3.3ST 入力電圧300-900V、  出力電圧3.3V、  出力電力30W ハイパワー　
DC3-5ST 入力電圧300-900V、  出力電圧5V、  出力電力40W ハイパワー　

DC3-5.2ST 入力電圧300-900V、  出力電圧5.2V、  出力電力40W ハイパワー　
DC3-12ST 入力電圧300-900V、  出力電圧12V、  出力電力50W ハイパワー　
DC3-15ST 入力電圧300-900V、  出力電圧15V、  出力電力50W ハイパワー　
DC3-24ST 入力電圧300-900V、  出力電圧24V、  出力電力50W ハイパワー　
DC3-28ST 入力電圧300-900V、  出力電圧28V、  出力電力50W ハイパワー　
DC3-48ST 入力電圧300-900V、  出力電圧48V、  出力電力50W ハイパワー　
DC3-100ST 入力電圧300-900V、  出力電圧100V、  出力電力50W ハイパワー　
DC3-125ST 入力電圧300-900V、  出力電圧125V、  出力電力50W ハイパワー　
DC3-150ST 入力電圧300-900V、  出力電圧150V、  出力電力50W ハイパワー　
DC3-175ST 入力電圧300-900V、  出力電圧175V、  出力電力50W ハイパワー　
DC3-200ST 入力電圧300-900V、  出力電圧200V、  出力電力50W ハイパワー　
DC3-225ST 入力電圧300-900V、  出力電圧225V、  出力電力50W ハイパワー　
DC3-250ST 入力電圧300-900V、  出力電圧250V、  出力電力50W ハイパワー　
DC3-275ST 入力電圧300-900V、  出力電圧275V、  出力電力50W ハイパワー　
DC3-300ST 入力電圧300-900V、  出力電圧300V、  出力電力50W ハイパワー　
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DC3-5D 入力電圧300-900V、  出力電圧±5V、  出力電力20W ハイパワー　
DC3-12D 入力電圧300-900V、  出力電圧±12V、  出力電力25W ハイパワー　
DC3-15D 入力電圧300-900V、  出力電圧±15V、  出力電力25W ハイパワー　
DC3-24D 入力電圧300-900V、  出力電圧±24V、  出力電力25W ハイパワー　
DC3-28D 入力電圧300-900V、  出力電圧±28V、  出力電力25W ハイパワー　
DC3-5DT 入力電圧300-900V、  出力電圧±5V、  出力電力20W ハイパワー　
DC3-12DT 入力電圧300-900V、  出力電圧±12V、  出力電力25W ハイパワー　
DC3-15DT 入力電圧300-900V、  出力電圧±15V、  出力電力25W ハイパワー　
DC3-24DT 入力電圧300-900V、  出力電圧±24V、  出力電力25W ハイパワー　
DC3-28DT 入力電圧300-900V、  出力電圧±28V、  出力電力25W ハイパワー　
LPA3.3S 入力電圧18-36V、  出力電圧3.3V、  出力電力30W ハイパワー　
LPA5S 入力電圧18-36V、  出力電圧5.0V、  出力電力50W ハイパワー　

LPA5.2S 入力電圧18-36V、  出力電圧5.2V、  出力電力50W ハイパワー　
LPA9S 入力電圧18-36V、  出力電圧9.0V、  出力電力60W ハイパワー　
LPA12S 入力電圧18-36V、  出力電圧12V、  出力電力60W ハイパワー　
LPA15S 入力電圧18-36V、  出力電圧15V、  出力電力65W ハイパワー　
LPA24S 入力電圧18-36V、  出力電圧24V、  出力電力75W ハイパワー　
LPA28S 入力電圧18-36V、  出力電圧28V、  出力電力75W ハイパワー　
LPA48S 入力電圧18-36V、  出力電圧48V、  出力電力75W ハイパワー　
LPA100S 入力電圧18-36V、  出力電圧100V、  出力電力75W ハイパワー　
LPA5D 入力電圧18-36V、  出力電圧±5V、  出力電力50W ハイパワー　
LPA9D 入力電圧18-36V、  出力電圧±9V、  出力電力60W ハイパワー　
LPA12D 入力電圧18-36V、  出力電圧±12V、  出力電力60W ハイパワー　
LPA15D 入力電圧18-36V、  出力電圧±15V、  出力電力65W ハイパワー　
LPA24D 入力電圧18-36V、  出力電圧±24V、  出力電力75W ハイパワー　
LPA28D 入力電圧18-36V、  出力電圧±28V、  出力電力75W ハイパワー　
LPA48D 入力電圧18-36V、  出力電圧48V、  出力電力75W ハイパワー　
LPA125S 入力電圧18-36V、  出力電圧125V、  出力電力50W ハイパワー　
LPA150S 入力電圧18-36V、  出力電圧150V、  出力電力50W ハイパワー　
LPA175S 入力電圧18-36V、  出力電圧175V、  出力電力50W ハイパワー　
LPA200S 入力電圧18-36V、  出力電圧200V、  出力電力50W ハイパワー　
LPB3.3S 入力電圧36-72V、  出力電圧3.3V、  出力電力30W ハイパワー　
LPB5S 入力電圧36-72V、  出力電圧5V、  出力電力50W ハイパワー　

LPB5.2S 入力電圧36-72V、  出力電圧5.2V、  出力電力50W ハイパワー　
LPB9S 入力電圧36-72V、  出力電圧9V、  出力電力65W ハイパワー　
LPB12S 入力電圧36-72V、  出力電圧12V、  出力電力75W ハイパワー　
LPB15S 入力電圧36-72V、  出力電圧15V、  出力電力75W ハイパワー　
LPB24S 入力電圧36-72V、  出力電圧24V、  出力電力75W ハイパワー　
LPB28S 入力電圧36-72V、  出力電圧28V、  出力電力75W ハイパワー　
LPB48S 入力電圧36-72V、  出力電圧48V、  出力電力75W ハイパワー　
LPB100S 入力電圧36-72V、  出力電圧100V、  出力電力75W ハイパワー　
LPB5D 入力電圧36-72V、  出力電圧±5V、  出力電力50W ハイパワー　
LPB9D 入力電圧36-72V、  出力電圧±9V、  出力電力65W ハイパワー　
LPB12D 入力電圧36-72V、  出力電圧±12V、  出力電力75W ハイパワー　
LPB15D 入力電圧36-72V、  出力電圧±15V、  出力電力75W ハイパワー　
LPB24D 入力電圧36-72V、  出力電圧±24V、  出力電力75W ハイパワー　
LPB28D 入力電圧36-72V、  出力電圧±28V、  出力電力75W ハイパワー　
LPB48D 入力電圧36-72V、  出力電圧±48V、  出力電力75W ハイパワー　
LPB125S 入力電圧36-72V、  出力電圧125V、  出力電力50W ハイパワー　
LPB150S 入力電圧36-72V、  出力電圧150V、  出力電力50W ハイパワー　
LPB175S 入力電圧36-72V、  出力電圧175V、  出力電力50W ハイパワー　
LPB200S 入力電圧36-72V、  出力電圧200V、  出力電力50W ハイパワー　
LPB225S 入力電圧36-72V、  出力電圧225V、  出力電力50W ハイパワー　
LPB250S 入力電圧36-72V、  出力電圧250V、  出力電力50W ハイパワー　
LPC3.3S 入力電圧100-180V、  出力電圧3.3V、  出力電力30W ハイパワー　
LPC5S 入力電圧100-180V、  出力電圧5V、  出力電力50W ハイパワー　

LPC5.2S 入力電圧100-180V、  出力電圧5.2V、  出力電力50W ハイパワー　
LPC9S 入力電圧100-180V、  出力電圧9V、  出力電力65W ハイパワー　
LPC12S 入力電圧100-180V、  出力電圧12V、  出力電力75W ハイパワー　
LPC15S 入力電圧100-180V、  出力電圧15V、  出力電力75W ハイパワー　
LPC24S 入力電圧100-180V、  出力電圧24V、  出力電力75W ハイパワー　
LPC28S 入力電圧100-180V、  出力電圧28V、  出力電力75W ハイパワー　
LPC48S 入力電圧100-180V、  出力電圧48V、  出力電力75W ハイパワー　
LPC100S 入力電圧100-180V、  出力電圧100V、  出力電力75W ハイパワー　
LPC5D 入力電圧100-180V、  出力電圧±5V、  出力電力50W ハイパワー　
LPC9D 入力電圧100-180V、  出力電圧±9V、  出力電力65W ハイパワー　
LPC12D 入力電圧100-180V、  出力電圧±12V、  出力電力75W ハイパワー　
LPC15D 入力電圧100-180V、  出力電圧±15V、  出力電力75W ハイパワー　

この製品のお問合せは　㈱ナセル システム営業部　03-5921-5099 www.nacelle.co.jp
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LPC24D 入力電圧100-180V、  出力電圧±24V、  出力電力75W ハイパワー　
LPC28D 入力電圧100-180V、  出力電圧±28V、  出力電力75W ハイパワー　
LPC48D 入力電圧100-180V、  出力電圧48V、  出力電力75W ハイパワー　
LPC125S 入力電圧100-180V、  出力電圧125V、  出力電力50W ハイパワー　
LPC150S 入力電圧100-180V、  出力電圧150V、  出力電力50W ハイパワー　
LPC175S 入力電圧100-180V、  出力電圧175V、  出力電力50W ハイパワー　
LPC200S 入力電圧100-180V、  出力電圧200V、  出力電力50W ハイパワー　
LPC225S 入力電圧100-180V、  出力電圧225V、  出力電力50W ハイパワー　
LPC250S 入力電圧100-180V、  出力電圧250V、  出力電力50W ハイパワー　
LPD3.3S 入力電圧200-380V、  出力電圧3.3V、  出力電力30W ハイパワー　
LPD5S 入力電圧200-380V、  出力電圧5V、  出力電力50W ハイパワー　

LPD5.2S 入力電圧200-380V、  出力電圧5.2V、  出力電力50W ハイパワー　
LPD9S 入力電圧200-380V、  出力電圧9V、  出力電力65W ハイパワー　
LPD12S 入力電圧200-380V、  出力電圧12V、  出力電力75W ハイパワー　
LPD15S 入力電圧200-380V、  出力電圧15V、  出力電力75W ハイパワー　
LPD24S 入力電圧200-380V、  出力電圧24V、  出力電力75W ハイパワー　
LPD28S 入力電圧200-380V、  出力電圧28V、  出力電力75W ハイパワー　
LPD48S 入力電圧200-380V、  出力電圧48V、  出力電力75W ハイパワー　
LPD100S 入力電圧200-380V、  出力電圧100V、  出力電力75W ハイパワー　
LPD5D 入力電圧200-380V、  出力電圧±5V、  出力電力50W ハイパワー　
LPD9D 入力電圧200-380V、  出力電圧±9V、  出力電力65W ハイパワー　
LPD12D 入力電圧200-380V、  出力電圧±12V、  出力電力75W ハイパワー　
LPD15D 入力電圧200-380V、  出力電圧±15V、  出力電力75W ハイパワー　
LPD24D 入力電圧200-380V、  出力電圧±24V、  出力電力75W ハイパワー　
LPD28D 入力電圧200-380V、  出力電圧±28V、  出力電力86W ハイパワー　
LPD48D 入力電圧200-380V、  出力電圧±48V、  出力電力85W ハイパワー　
LPD125S 入力電圧200-380V、  出力電圧125V、  出力電力85W ハイパワー　
LPD150S 入力電圧200-380V、  出力電圧150V、  出力電力85W ハイパワー　
LPD175S 入力電圧200-380V、  出力電圧175V、  出力電力50W ハイパワー　
LPD200S 入力電圧200-380V、  出力電圧200V、  出力電力50W ハイパワー　
LPD225S 入力電圧200-380V、  出力電圧225V、  出力電力50W ハイパワー　
LPD250S 入力電圧200-380V、  出力電圧250V、  出力電力50W ハイパワー　
PA3.3S 入力電圧18-36V、  出力電圧3.3V、  出力電力50W ハイパワー　
PA5S 入力電圧18-36V、  出力電圧5V、  出力電力75W ハイパワー　

PA5.2S 入力電圧18-36V、  出力電圧5.2V、  出力電力75W ハイパワー　
PA9S 入力電圧18-36V、  出力電圧9V、  出力電力100W ハイパワー　
PA12S 入力電圧18-36V、  出力電圧12V、  出力電力100W ハイパワー　
PA15S 入力電圧18-36V、  出力電圧15V、  出力電力100W ハイパワー　
PA24S 入力電圧18-36V、  出力電圧24V、  出力電力100W ハイパワー　
PA28S 入力電圧18-36V、  出力電圧28V、  出力電力100W ハイパワー　
PA48S 入力電圧18-36V、  出力電圧48V、  出力電力100W ハイパワー　
PA100S 入力電圧18-36V、  出力電圧100V、  出力電力100W ハイパワー　
PA125S 入力電圧18-36V、  出力電圧125V、  出力電力100W ハイパワー　
PA150S 入力電圧18-36V、  出力電圧150V、  出力電力100W ハイパワー　
PA175S 入力電圧18-36V、  出力電圧175V、  出力電力100W ハイパワー　
PA200S 入力電圧18-36V、  出力電圧200V、  出力電力100W ハイパワー　
PA225S 入力電圧18-36V、  出力電圧225V、  出力電力100W ハイパワー　
PA250S 入力電圧18-36V、  出力電圧250V、  出力電力100W ハイパワー　
PB3.3S 入力電圧36-72 V、  出力電圧3.3V、  出力電力50W ハイパワー　
PB5S 入力電圧36-72V、  出力電圧5V、  出力電力75W ハイパワー　

PB5.2S 入力電圧36-72V、  出力電圧5.2V、  出力電力75W ハイパワー　
PB9S 入力電圧36-72V、  出力電圧9V、  出力電力100W ハイパワー　
PB12S 入力電圧36-72V、  出力電圧12V、  出力電力100W ハイパワー　
PB15S 入力電圧36-72V、  出力電圧15V、  出力電力100W ハイパワー　
PB24S 入力電圧36-72V、  出力電圧24V、  出力電力100W ハイパワー　
PB28S 入力電圧36-72V、  出力電圧28V、  出力電力100W ハイパワー　
PB48S 入力電圧36-72V、  出力電圧48V、  出力電力100W ハイパワー　
PB100S 入力電圧36-72V、  出力電圧100V、  出力電力100W ハイパワー　
PB125S 入力電圧36-72V、  出力電圧125V、  出力電力150W ハイパワー　
PB150S 入力電圧36-72V、  出力電圧150V、  出力電力150W ハイパワー　
PB175S 入力電圧36-72V、  出力電圧175V、  出力電力150W ハイパワー　
PB200S 入力電圧36-72V、  出力電圧200V、  出力電力150W ハイパワー　
PB225S 入力電圧36-72V、  出力電圧225V、  出力電力125W ハイパワー　
PB250S 入力電圧36-72V、  出力電圧250V、  出力電力125W ハイパワー　
PB275S 入力電圧36-72V、  出力電圧275V、  出力電力100W ハイパワー　
PB300S 入力電圧36-72V、  出力電圧300V、  出力電力100W ハイパワー　
PC3.3S 入力電圧100-180V、  出力電圧3.3V、  出力電力50W ハイパワー　
PC5S 入力電圧100-180V、  出力電圧5V、  出力電力75W ハイパワー　

この製品のお問合せは　㈱ナセル システム営業部　03-5921-5099 www.nacelle.co.jp



PICO　Electronics DC-DCコンバータ製品一覧 2014/12

製品型番 主な仕様 特長

PC5.2S 入力電圧100-180V、  出力電圧5.2V、  出力電力75W ハイパワー　
PC9S 入力電圧100-180V、  出力電圧9V、  出力電力100W ハイパワー　
PC12S 入力電圧100-180V、  出力電圧12V、  出力電力100W ハイパワー　
PC15S 入力電圧100-180V、  出力電圧15V、  出力電力100W ハイパワー　
PC24S 入力電圧100-180V、  出力電圧24V、  出力電力100W ハイパワー　
PC28S 入力電圧100-180V、  出力電圧28V、  出力電力100W ハイパワー　
PC48S 入力電圧100-180V、  出力電圧48V、  出力電力100W ハイパワー　
PC100S 入力電圧100-180V、  出力電圧100V、  出力電力100W ハイパワー　
PC125S 入力電圧100-180V、  出力電圧125V、  出力電力150W ハイパワー　
PC150S 入力電圧100-180V、  出力電圧150V、  出力電力150W ハイパワー　
PC175S 入力電圧100-180V、  出力電圧175V、  出力電力150W ハイパワー　
PC200S 入力電圧100-180V、  出力電圧200V、  出力電力150W ハイパワー　
PC225S 入力電圧100-180V、  出力電圧225V、  出力電力125W ハイパワー　
PC250S 入力電圧100-180V、  出力電圧250V、  出力電力125W ハイパワー　
PC275S 入力電圧100-180V、  出力電圧275V、  出力電力100W ハイパワー　
PC300S 入力電圧100-180V、  出力電圧300V、  出力電力100W ハイパワー　
PD3.3S 入力電圧200-380V、  出力電圧3.3V、  出力電力50W ハイパワー　
PD5S 入力電圧200-380V、  出力電圧5V、  出力電力75W ハイパワー　

PD5.2S 入力電圧200-380V、  出力電圧5.2V、  出力電力75W ハイパワー　
PD9S 入力電圧200-380V、  出力電圧9V、  出力電力100W ハイパワー　
PD12S 入力電圧200-380V、  出力電圧12V、  出力電力100W ハイパワー　
PD15S 入力電圧200-380V、  出力電圧15V、  出力電力100W ハイパワー　
PD24S 入力電圧200-380V、  出力電圧24V、  出力電力100W ハイパワー　
PD28S 入力電圧200-380V、  出力電圧28V、  出力電力100W ハイパワー　
PD48S 入力電圧200-380V、  出力電圧48V、  出力電力100W ハイパワー　
PD100S 入力電圧200-380V、  出力電圧100V、  出力電力100W ハイパワー　
PD125S 入力電圧200-380V、  出力電圧125V、  出力電力150W ハイパワー　
PD150S 入力電圧200-380V、  出力電圧150V、  出力電力150W ハイパワー　
PD175S 入力電圧200-380V、  出力電圧175V、  出力電力150W ハイパワー　
PD200S 入力電圧200-380V、  出力電圧200V、  出力電力150W ハイパワー　
PD225S 入力電圧200-380V、  出力電圧225V、  出力電力125W ハイパワー　
PD250S 入力電圧200-380V、  出力電圧250V、  出力電力125W ハイパワー　
PD275S 入力電圧200-380V、  出力電圧275V、  出力電力100W ハイパワー　
PD300S 入力電圧200-380V、  出力電圧300V、  出力電力100W ハイパワー　
PD325S 入力電圧200-380V、  出力電圧325V、  出力電力100W ハイパワー　
PD350S 入力電圧200-380V、  出力電圧350V、  出力電力100W ハイパワー　
PA5D 入力電圧18-36V、  出力電圧±5V、  出力電力76W ハイパワー　
PA9D 入力電圧18-36V、  出力電圧±9V、  出力電力81W ハイパワー　
PA12D 入力電圧18-36V、  出力電圧±12V、  出力電力83W ハイパワー　
PA15D 入力電圧18-36V、  出力電圧±15V、  出力電力84W ハイパワー　
PA24D 入力電圧18-36V、  出力電圧±24V、  出力電力85W ハイパワー　
PA28D 入力電圧18-36V、  出力電圧±28V、  出力電力86W ハイパワー　
PA48D 入力電圧18-36V、  出力電圧±48V、  出力電力86W ハイパワー　
PB5D 入力電圧36-72V、  出力電圧±5V、  出力電力78W ハイパワー　
PB9D 入力電圧36-72V、  出力電圧±9V、  出力電力82W ハイパワー　
PB12D 入力電圧36-72V、  出力電圧±12V、  出力電力84W ハイパワー　
PB15D 入力電圧36-72V、  出力電圧±15V、  出力電力85W ハイパワー　
PB24D 入力電圧36-72V、  出力電圧±24V、  出力電力87W ハイパワー　
PB28D 入力電圧36-72V、  出力電圧±28V、  出力電力87W ハイパワー　
PB48D 入力電圧36-72V、  出力電圧±48V、  出力電力88W ハイパワー　
PC5D 入力電圧100-180V、  出力電圧±5V、  出力電力78W ハイパワー　
PC9D 入力電圧100-180V、  出力電圧±9V、  出力電力84W ハイパワー　
PC12D 入力電圧100-180V、  出力電圧±12V、  出力電力86W ハイパワー　
PC15D 入力電圧100-180V、  出力電圧±15V、  出力電力87W ハイパワー　
PC24D 入力電圧100-180V、  出力電圧±24V、  出力電力88W ハイパワー　
PC28D 入力電圧100-180V、  出力電圧±28V、  出力電力88W ハイパワー　
PC48D 入力電圧100-180V、  出力電圧±48V、  出力電力88W ハイパワー　
PD5D 入力電圧200-380V、  出力電圧±5V、  出力電力78W ハイパワー　
PD9D 入力電圧200-380V、  出力電圧±9V、  出力電力84W ハイパワー　
PD12D 入力電圧200-380V、  出力電圧±12V、  出力電力85W ハイパワー　
PD15D 入力電圧200-380V、  出力電圧±15V、  出力電力86W ハイパワー　
PD24D 入力電圧200-380V、  出力電圧±24V、  出力電力87W ハイパワー　
PD28D 入力電圧200-380V、  出力電圧±28V、  出力電力87W ハイパワー　
PD48D 入力電圧200-380V、  出力電圧±48V、  出力電力88W ハイパワー　

HPB3.3S 入力電圧36-72V、  出力電圧3.3V、  出力電力60W ハイパワー　
HPB5S 入力電圧36-72V、  出力電圧5V、  出力電力100W ハイパワー　

HPB5.2S 入力電圧36-72V、  出力電圧5.2V、  出力電力100W ハイパワー　
HPB9S 入力電圧36-72V、  出力電圧9V、  出力電力150W ハイパワー　
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HPB12S 入力電圧36-72V、  出力電圧12V、  出力電力150W ハイパワー　
HPB15S 入力電圧36-72V、  出力電圧15V、  出力電力150W ハイパワー　
HPB24S 入力電圧36-72V、  出力電圧24V、  出力電力150W ハイパワー　
HPB28S 入力電圧36-72V、  出力電圧28V、  出力電力150W ハイパワー　
HPB48S 入力電圧36-72V、  出力電圧48V、  出力電力150W ハイパワー　
HPB100S 入力電圧36-72V、  出力電圧100V、  出力電力150W ハイパワー　
HPC3.3S 入力電圧100-180V、  出力電圧3.3V、  出力電力75W ハイパワー　
HPC5S 入力電圧100-180V、  出力電圧5V、  出力電力100W ハイパワー　

HPC5.2S 入力電圧100-180V、  出力電圧5.2V、  出力電力100W ハイパワー　
HPC9S 入力電圧100-180V、  出力電圧9V、  出力電力150W ハイパワー　
HPC12S 入力電圧100-180V、  出力電圧12V、  出力電力200W ハイパワー　
HPC15S 入力電圧100-180V、  出力電圧15V、  出力電力200W ハイパワー　
HPC24S 入力電圧100-180V、  出力電圧24V、  出力電力200W ハイパワー　
HPC28S 入力電圧100-180V、  出力電圧28V、  出力電力200W ハイパワー　
HPC48S 入力電圧100-180V、  出力電圧48V、  出力電力200W ハイパワー　
HPC100S 入力電圧100-180V、  出力電圧100V、  出力電力150W ハイパワー　
HPD3.3S 入力電圧200-380V、  出力電圧3.3V、  出力電力75W ハイパワー　
HPD5S 入力電圧200-380V、  出力電圧5V、  出力電力100W ハイパワー　

HPD5.2S 入力電圧200-380V、  出力電圧5.2V、  出力電力100W ハイパワー　
HPD9S 入力電圧200-380V、  出力電圧9V、  出力電力150W ハイパワー　
HPD12S 入力電圧200-380V、  出力電圧12V、  出力電力200W ハイパワー　
HPD15S 入力電圧200-380V、  出力電圧15V、  出力電力200W ハイパワー　
HPD24S 入力電圧200-380V、  出力電圧24V、  出力電力200W ハイパワー　
HPD28S 入力電圧200-380V、  出力電圧28V、  出力電力200W ハイパワー　
HPD48S 入力電圧200-380V、  出力電圧48V、  出力電力200W ハイパワー　
HPD100S 入力電圧200-380V、  出力電圧100V、  出力電力150W ハイパワー　
HPB5D 入力電圧36-72V、  出力電圧±5V、  出力電力75W ハイパワー　
HPB9D 入力電圧36-72V、  出力電圧±9V、  出力電力80W ハイパワー　
HPB12D 入力電圧36-72V、  出力電圧±12V、  出力電力82W ハイパワー　
HPB15D 入力電圧36-72V、  出力電圧±15V、  出力電力83W ハイパワー　
HPB24D 入力電圧36-72V、  出力電圧±24V、  出力電力84W ハイパワー　
HPB28D 入力電圧36-72V、  出力電圧±28V、  出力電力85W ハイパワー　
HPB48D 入力電圧36-72V、  出力電圧±48V、  出力電力84W ハイパワー　
HPC5D 入力電圧100-180V、  出力電圧±5V、  出力電力76W ハイパワー　
HPC9D 入力電圧100-180V、  出力電圧±9V、  出力電力80W ハイパワー　
HPC12D 入力電圧100-180V、  出力電圧±12V、  出力電力83W ハイパワー　
HPC15D 入力電圧100-180V、  出力電圧±15V、  出力電力84W ハイパワー　
HPC24D 入力電圧100-180V、  出力電圧±24V、  出力電力86W ハイパワー　
HPC28D 入力電圧100-180V、  出力電圧±28V、  出力電力86W ハイパワー　
HPC48D 入力電圧100-180V、  出力電圧±48V、  出力電力85W ハイパワー　
HPD5D 入力電圧200-380V、  出力電圧±5V、  出力電力77W ハイパワー　
HPD9D 入力電圧200-380V、  出力電圧±9V、  出力電力80W ハイパワー　
HPD12D 入力電圧200-380V、  出力電圧±12V、  出力電力82W ハイパワー　
HPD15D 入力電圧200-380V、  出力電圧±15V、  出力電力83W ハイパワー　
HPD24D 入力電圧200-380V、  出力電圧±24V、  出力電力85W ハイパワー　
HPD28D 入力電圧200-380V、  出力電圧±28V、  出力電力86W ハイパワー　
HPD48D 入力電圧200-380V、  出力電圧±48V、  出力電力86W ハイパワー　
XPA3.3S 入力電圧18-36V、  出力電圧3.3V、  出力電力82.5W ハイパワー　
XPA5S 入力電圧18-36V、  出力電圧5V、  出力電力125W ハイパワー　

XPA5.2S 入力電圧18-36V、  出力電圧5.2V、  出力電力125W ハイパワー　
XPA9S 入力電圧18-36V、  出力電圧9V、  出力電力175W ハイパワー　
XPA12S 入力電圧18-36V、  出力電圧12V、  出力電力200W ハイパワー　
XPA15S 入力電圧18-36V、  出力電圧15V、  出力電力200W ハイパワー　
XPA24S 入力電圧18-36V、  出力電圧24V、  出力電力225W ハイパワー　
XPA28S 入力電圧18-36V、  出力電圧28V、  出力電力225W ハイパワー　
XPB3.3S 入力電圧36-72V、  出力電圧3.3V、  出力電力30.3W ハイパワー　
XPB5S 入力電圧36-72V、  出力電圧5V、  出力電力30W ハイパワー　

XPB5.2S 入力電圧36-72V、  出力電圧5.2V、  出力電力28.8W ハイパワー　
XPB9S 入力電圧36-72V、  出力電圧9V、  出力電力27.8W ハイパワー　
XPB12S 入力電圧36-72V、  出力電圧12V、  出力電力22.9W ハイパワー　
XPB15S 入力電圧36-72V、  出力電圧15V、  出力電力18.3W ハイパワー　
XPB24S 入力電圧36-72V、  出力電圧24V、  出力電力12.5W ハイパワー　
XPB28S 入力電圧36-72V、  出力電圧28V、  出力電力10.7W ハイパワー　
LFA3.3S 入力電圧18-36V、  出力電圧3.3V、  出力電力1.5W ミリタリー　
LFA5S 入力電圧18-36V、  出力電圧5V、  出力電力1.25W ミリタリー　

LFA5.2S 入力電圧18-36V、  出力電圧5.2V、  出力電力1.25W ミリタリー　
LFA9S 入力電圧18-36V、  出力電圧9V、  出力電力1.25W ミリタリー　
LFA12S 入力電圧18-36V、  出力電圧12V、  出力電力1.25W ミリタリー　
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LFA15S 入力電圧18-36V、  出力電圧15V、  出力電力1.0W ミリタリー　
LFA24S 入力電圧18-36V、  出力電圧24V、  出力電力0.75W ミリタリー　
LFA28S 入力電圧18-36V、  出力電圧28V、  出力電力0.5W ミリタリー　
LFA48S 入力電圧18-36V、  出力電圧48V、  出力電力0.5W ミリタリー　
LFA100S 入力電圧18-36V、  出力電圧100V、  出力電力0.5W ミリタリー　
LFA125S 入力電圧18-36V、  出力電圧125V、  出力電力0.5W ミリタリー　
LFA150S 入力電圧18-36V、  出力電圧150V、  出力電力0.5W ミリタリー　
LFA175S 入力電圧18-36V、  出力電圧175V、  出力電力0.5W ミリタリー　
LFA200S 入力電圧18-36V、  出力電圧200V、  出力電力0.5W ミリタリー　
LFB3.3S 入力電圧36-72V、  出力電圧3.3V、  出力電力1.5W ミリタリー　
LFB5S 入力電圧36-72V、  出力電圧5V、  出力電力1.0W ミリタリー　

LFB5.2S 入力電圧36-72V、  出力電圧5.2V、  出力電力1.0W ミリタリー　
LFB9S 入力電圧36-72V、  出力電圧9V、  出力電力1.0W ミリタリー　
LFB12S 入力電圧36-72V、  出力電圧12V、  出力電力0.75W ミリタリー　
LFB15S 入力電圧36-72V、  出力電圧15V、  出力電力0.75W ミリタリー　
LFB24S 入力電圧36-72V、  出力電圧24V、  出力電力0.5W ミリタリー　
LFB28S 入力電圧36-72V、  出力電圧28V、  出力電力0.5W ミリタリー　
LFB48S 入力電圧36-72V、  出力電圧48V、  出力電力0.5W ミリタリー　
LFB100S 入力電圧36-72V、  出力電圧100V、  出力電力0.5W ミリタリー　
LFB125S 入力電圧36-72V、  出力電圧125V、  出力電力0.5W ミリタリー　
LFB150S 入力電圧36-72V、  出力電圧150V、  出力電力0.5W ミリタリー　
LFB175S 入力電圧36-72V、  出力電圧175V、  出力電力0.5W ミリタリー　
LFB200S 入力電圧36-72V、  出力電圧200V、  出力電力0.5W ミリタリー　
LFB225S 入力電圧36-72V、  出力電圧225V、  出力電力0.5W ミリタリー　
LFB250S 入力電圧36-72V、  出力電圧250V、  出力電力0.5W ミリタリー　
LFC3.3S 入力電圧100-180V、  出力電圧3.3V、  出力電力1.25W ミリタリー　
LFC5S 入力電圧100-180V、  出力電圧5V、  出力電力1.00W ミリタリー　

LFC5.2S 入力電圧100-180V、  出力電圧5.2V、  出力電力1.00W ミリタリー　
LFC9S 入力電圧100-180V、  出力電圧9V、  出力電力0.75W ミリタリー　
LFC12S 入力電圧100-180V、  出力電圧12V、  出力電力0.75W ミリタリー　
LFC15S 入力電圧100-180V、  出力電圧15V、  出力電力0.75W ミリタリー　
LFC24S 入力電圧100-180V、  出力電圧24V、  出力電力0.5W ミリタリー　
LFC28S 入力電圧100-180V、  出力電圧28V、  出力電力0.5W ミリタリー　
LFC48S 入力電圧100-180V、  出力電圧48V、  出力電力0.5W ミリタリー　
LFC100S 入力電圧100-180V、  出力電圧100V、  出力電力0.5W ミリタリー　
LFC125S 入力電圧100-180V、  出力電圧125V、  出力電力0.5W ミリタリー　
LFC150S 入力電圧100-180V、  出力電圧150V、  出力電力0.5W ミリタリー　
LFC175S 入力電圧100-180V、  出力電圧175V、  出力電力0.5W ミリタリー　
LFC200S 入力電圧100-180V、  出力電圧200V、  出力電力0.5W ミリタリー　
LFC225S 入力電圧100-180V、  出力電圧225V、  出力電力0.5W ミリタリー　
LFC250S 入力電圧100-180V、  出力電圧250V、  出力電力0.5W ミリタリー　
LFD3.3S 入力電圧200-380V、  出力電圧3.3V、  出力電力1.50W ミリタリー　
LFD5S 入力電圧200-380V、  出力電圧5V、  出力電力1.25W ミリタリー　

LFD5.2S 入力電圧200-380V、  出力電圧5.2V、  出力電力1.25W ミリタリー　
LFD9S 入力電圧200-380V、  出力電圧9V、  出力電力1.25W ミリタリー　
LFD12S 入力電圧200-380V、  出力電圧12V、  出力電力1.00W ミリタリー　
LFD15S 入力電圧200-380V、  出力電圧15V、  出力電力1.00W ミリタリー　
LFD24S 入力電圧200-380V、  出力電圧24V、  出力電力0.75W ミリタリー　
LFD28S 入力電圧200-380V、  出力電圧28V、  出力電力0.50W ミリタリー　
LFD48S 入力電圧200-380V、  出力電圧48V、  出力電力0.50W ミリタリー　
LFD100S 入力電圧200-380V、  出力電圧100V、  出力電力0.50W ミリタリー　
LFD125S 入力電圧200-380V、  出力電圧125V、  出力電力0.5W ミリタリー　
LFD150S 入力電圧200-380V、  出力電圧150V、  出力電力0.5W ミリタリー　
LFD175S 入力電圧200-380V、  出力電圧175V、  出力電力0.5W ミリタリー　
LFD200S 入力電圧200-380V、  出力電圧200V、  出力電力0.5W ミリタリー　
LFD225S 入力電圧200-380V、  出力電圧225V、  出力電力0.5W ミリタリー　
LFD250S 入力電圧200-380V、  出力電圧250V、  出力電力0.5W ミリタリー　
LMA3.3S 入力電圧18-36V、  出力電圧3.3V、  出力電力1.5W ミリタリー　
LMA5S 入力電圧18-36V、  出力電圧5V、  出力電力1.25W ミリタリー　

LMA5.2S 入力電圧18-36V、  出力電圧5.2V、  出力電力1.25W ミリタリー　
LMA9S 入力電圧18-36V、  出力電圧9V、  出力電力1.25W ミリタリー　
LMA12S 入力電圧18-36V、  出力電圧12V、  出力電力1.25W ミリタリー　
LMA15S 入力電圧18-36V、  出力電圧15V、  出力電力1.0W ミリタリー　
LMA24S 入力電圧18-36V、  出力電圧24V、  出力電力0.75W ミリタリー　
LMA28S 入力電圧18-36V、  出力電圧28V、  出力電力0.5W ミリタリー　
LMA48S 入力電圧18-36V、  出力電圧48V、  出力電力0.5W ミリタリー　
LMA100S 入力電圧18-36V、  出力電圧100V、  出力電力0.5W ミリタリー　
LMA125S 入力電圧18-36V、  出力電圧125V、  出力電力0.5W ミリタリー　
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LMA150S 入力電圧18-36V、  出力電圧150V、  出力電力0.5W ミリタリー　
LMA175S 入力電圧18-36V、  出力電圧175V、  出力電力0.5W ミリタリー　
LMA200S 入力電圧18-36V、  出力電圧200V、  出力電力0.5W ミリタリー　
LMB3.3S 入力電圧36-72V、  出力電圧3.3V、  出力電力1.5W ミリタリー　
LMB5S 入力電圧36-72V、  出力電圧5V、  出力電力1.0W ミリタリー　

LMB5.2S 入力電圧36-72V、  出力電圧5.2V、  出力電力1.0W ミリタリー　
LMB9S 入力電圧36-72V、  出力電圧9V、  出力電力1.0W ミリタリー　
LMB12S 入力電圧36-72V、  出力電圧12V、  出力電力0.75W ミリタリー　
LMB15S 入力電圧36-72V、  出力電圧15V、  出力電力0.75W ミリタリー　
LMB24S 入力電圧36-72V、  出力電圧24V、  出力電力0.5W ミリタリー　
LMB28S 入力電圧36-72V、  出力電圧28V、  出力電力0.5W ミリタリー　
LMB48S 入力電圧36-72V、  出力電圧48V、  出力電力0.5W ミリタリー　
LMB100S 入力電圧36-72V、  出力電圧100V、  出力電力0.5W ミリタリー　
LMB125S 入力電圧36-72V、  出力電圧125V、  出力電力0.5W ミリタリー　
LMB150S 入力電圧36-72V、  出力電圧150V、  出力電力0.5W ミリタリー　
LMB175S 入力電圧36-72V、  出力電圧175V、  出力電力0.5W ミリタリー　
LMB200S 入力電圧36-72V、  出力電圧200V、  出力電力0.5W ミリタリー　
LMB225S 入力電圧36-72V、  出力電圧225V、  出力電力0.5W ミリタリー　
LMB250S 入力電圧36-72V、  出力電圧250V、  出力電力0.5W ミリタリー　
LMC3.3S 入力電圧100-180V、  出力電圧3.3V、  出力電力1.25W ミリタリー　
LMC5S 入力電圧100-180V、  出力電圧5V、  出力電力1.00W ミリタリー　

LMC5.2S 入力電圧100-180V、  出力電圧5.2V、  出力電力1.00W ミリタリー　
LMC9S 入力電圧100-180V、  出力電圧9V、  出力電力0.75W ミリタリー　
LMC12S 入力電圧100-180V、  出力電圧12V、  出力電力0.75W ミリタリー　
LMC15S 入力電圧100-180V、  出力電圧15V、  出力電力0.75W ミリタリー　
LMC24S 入力電圧100-180V、  出力電圧24V、  出力電力0.5W ミリタリー　
LMC28S 入力電圧100-180V、  出力電圧28V、  出力電力0.5W ミリタリー　
LMC48S 入力電圧100-180V、  出力電圧48V、  出力電力0.5W ミリタリー　
LMC100S 入力電圧100-180V、  出力電圧100V、  出力電力0.5W ミリタリー　
LMC125S 入力電圧100-180V、  出力電圧125V、  出力電力0.5W ミリタリー　
LMC150S 入力電圧100-180V、  出力電圧150V、  出力電力0.5W ミリタリー　
LMC175S 入力電圧100-180V、  出力電圧175V、  出力電力0.5W ミリタリー　
LMC200S 入力電圧100-180V、  出力電圧200V、  出力電力0.5W ミリタリー　
LMC225S 入力電圧100-180V、  出力電圧225V、  出力電力0.5W ミリタリー　
LMC250S 入力電圧100-180V、  出力電圧250V、  出力電力0.5W ミリタリー　
LMD3.3S 入力電圧200-380V、  出力電圧3.3V、  出力電力1.50W ミリタリー　
LMD5S 入力電圧200-380V、  出力電圧5V、  出力電力1.25W ミリタリー　

LMD5.2S 入力電圧200-380V、  出力電圧5.2V、  出力電力1.25W ミリタリー　
LMD9S 入力電圧200-380V、  出力電圧9V、  出力電力1.25W ミリタリー　
LMD12S 入力電圧200-380V、  出力電圧12V、  出力電力1.00W ミリタリー　
LMD15S 入力電圧200-380V、  出力電圧15V、  出力電力1.00W ミリタリー　
LMD24S 入力電圧200-380V、  出力電圧24V、  出力電力0.75W ミリタリー　
LMD28S 入力電圧200-380V、  出力電圧28V、  出力電力0.50W ミリタリー　
LMD48S 入力電圧200-380V、  出力電圧48V、  出力電力0.50W ミリタリー　
LMD100S 入力電圧200-380V、  出力電圧100V、  出力電力0.50W ミリタリー　
LMD125S 入力電圧200-380V、  出力電圧125V、  出力電力0.5W ミリタリー　
LMD150S 入力電圧200-380V、  出力電圧150V、  出力電力0.5W ミリタリー　
LMD175S 入力電圧200-380V、  出力電圧175V、  出力電力0.5W ミリタリー　
LMD200S 入力電圧200-380V、  出力電圧200V、  出力電力0.5W ミリタリー　
LMD225S 入力電圧200-380V、  出力電圧225V、  出力電力0.5W ミリタリー　
LMD250S 入力電圧200-380V、  出力電圧250V、  出力電力0.5W ミリタリー　
LFA5D 入力電圧18-36V、  出力電圧±5V、  出力電力50W ミリタリー　
LFA9D 入力電圧18-36V、  出力電圧±9V、  出力電力60W ミリタリー　
LFA12D 入力電圧18-36V、  出力電圧±12V、  出力電力60W ミリタリー　
LFA15D 入力電圧18-36V、  出力電圧±15V、  出力電力65W ミリタリー　
LFA24D 入力電圧18-36V、  出力電圧±24V、  出力電力75W ミリタリー　
LFA28D 入力電圧18-36V、  出力電圧±28V、  出力電力75W ミリタリー　
LFA48D 入力電圧18-36V、  出力電圧±48V、  出力電力75W ミリタリー　
LFB5D 入力電圧36-72V、  出力電圧±5V、  出力電力50W ミリタリー　
LFB9D 入力電圧36-72V、  出力電圧±9V、  出力電力65W ミリタリー　
LFB12D 入力電圧36-72V、  出力電圧±12V、  出力電力75W ミリタリー　
LFB15D 入力電圧36-72V、  出力電圧±15V、  出力電力75W ミリタリー　
LFB24D 入力電圧36-72V、  出力電圧±24V、  出力電力75W ミリタリー　
LFB28D 入力電圧36-72V、  出力電圧±28V、  出力電力75W ミリタリー　
LFB48D 入力電圧36-72V、  出力電圧±48V、  出力電力75W ミリタリー　
LFC5D 入力電圧100-180V、  出力電圧±5V、  出力電力50W ミリタリー　
LFC9D 入力電圧100-180V、  出力電圧±9V、  出力電力65W ミリタリー　
LFC12D 入力電圧100-180V、  出力電圧±12V、  出力電力75W ミリタリー　
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LFC15D 入力電圧100-180V、  出力電圧±15V、  出力電力75W ミリタリー　
LFC24D 入力電圧100-180V、  出力電圧±24V、  出力電力75W ミリタリー　
LFC28D 入力電圧100-180V、  出力電圧±28V、  出力電力75W ミリタリー　
LFC48D 入力電圧100-180V、  出力電圧±48V、  出力電力75W ミリタリー　
LFD5D 入力電圧200-380V、  出力電圧±5V、  出力電力50W ミリタリー　
LFD9D 入力電圧200-380V、  出力電圧±9V、  出力電力65W ミリタリー　
LFD12D 入力電圧200-380V、  出力電圧±12V、  出力電力75W ミリタリー　
LFD15D 入力電圧200-380V、  出力電圧±15V、  出力電力75W ミリタリー　
LFD24D 入力電圧200-380V、  出力電圧±24V、  出力電力75W ミリタリー　
LFD28D 入力電圧200-380V、  出力電圧±28V、  出力電力75W ミリタリー　
LFD48D 入力電圧200-380V、  出力電圧±48V、  出力電力75W ミリタリー　
LMA5D 入力電圧18-36V、  出力電圧±5V、  出力電力50W ミリタリー　
LMA9D 入力電圧18-36V、  出力電圧±9V、  出力電力60W ミリタリー　
LMA12D 入力電圧18-36V、  出力電圧±12V、  出力電力60W ミリタリー　
LMA15D 入力電圧18-36V、  出力電圧±15V、  出力電力65W ミリタリー　
LMA24D 入力電圧18-36V、  出力電圧±24V、  出力電力75W ミリタリー　
LMA28D 入力電圧18-36V、  出力電圧±28V、  出力電力75W ミリタリー　
LMA48D 入力電圧18-36V、  出力電圧±48V、  出力電力75W ミリタリー　
LMB5D 入力電圧36-72V、  出力電圧±5V、  出力電力50W ミリタリー　
LMB9D 入力電圧36-72V、  出力電圧±9V、  出力電力65W ミリタリー　
LMB12D 入力電圧36-72V、  出力電圧±12V、  出力電力75W ミリタリー　
LMB15D 入力電圧36-72V、  出力電圧±15V、  出力電力75W ミリタリー　
LMB24D 入力電圧36-72V、  出力電圧±24V、  出力電力75W ミリタリー　
LMB28D 入力電圧36-72V、  出力電圧±28V、  出力電力75W ミリタリー　
LMB48D 入力電圧36-72V、  出力電圧±48V、  出力電力75W ミリタリー　
LMC5D 入力電圧100-180V、  出力電圧±5V、  出力電力50W ミリタリー　
LMC9D 入力電圧100-180V、  出力電圧±9V、  出力電力65W ミリタリー　
LMC12D 入力電圧100-180V、  出力電圧±12V、  出力電力75W ミリタリー　
LMC15D 入力電圧100-180V、  出力電圧±15V、  出力電力75W ミリタリー　
LMC24D 入力電圧100-180V、  出力電圧±24V、  出力電力75W ミリタリー　
LMC28D 入力電圧100-180V、  出力電圧±28V、  出力電力75W ミリタリー　
LMC48D 入力電圧100-180V、  出力電圧±48V、  出力電力75W ミリタリー　
LMD5D 入力電圧200-380V、  出力電圧±5V、  出力電力50W ミリタリー　
LMD9D 入力電圧200-380V、  出力電圧±9V、  出力電力65W ミリタリー　
LMD12D 入力電圧200-380V、  出力電圧±12V、  出力電力75W ミリタリー　
LMD15D 入力電圧200-380V、  出力電圧±15V、  出力電力75W ミリタリー　
LMD24D 入力電圧200-380V、  出力電圧±24V、  出力電力75W ミリタリー　
LMD28D 入力電圧200-380V、  出力電圧±28V、  出力電力75W ミリタリー　
LMD48D 入力電圧200-380V、  出力電圧±48V、  出力電力75W ミリタリー　
FA3.3S 入力電圧18-36V、  出力電圧3.3V、  出力電力2.00W ミリタリー　
FA5S 入力電圧18-36V、  出力電圧5V、  出力電力2.00W ミリタリー　

FA5.2S 入力電圧18-36V、  出力電圧5.2V、  出力電力2.00W ミリタリー　
FA9S 入力電圧18-36V、  出力電圧9V、  出力電力1.50W ミリタリー　
FA12S 入力電圧18-36V、  出力電圧12V、  出力電力1.25W ミリタリー　
FA15S 入力電圧18-36V、  出力電圧15V、  出力電力1.00W ミリタリー　
FA24S 入力電圧18-36V、  出力電圧24V、  出力電力0.75W ミリタリー　
FA28S 入力電圧18-36V、  出力電圧28V、  出力電力0.50W ミリタリー　
FA48S 入力電圧18-36V、  出力電圧48V、  出力電力0.50W ミリタリー　
FA100S 入力電圧18-36V、  出力電圧100V、  出力電力0.50W ミリタリー　
FA125S 入力電圧18-36V、  出力電圧125V、  出力電力0.5W ミリタリー　
FA150S 入力電圧18-36V、  出力電圧150V、  出力電力0.5W ミリタリー　
FA175S 入力電圧18-36V、  出力電圧175V、  出力電力0.5W ミリタリー　
FA200S 入力電圧18-36V、  出力電圧200V、  出力電力0.5W ミリタリー　
FA225S 入力電圧18-36V、  出力電圧225V、  出力電力0.5W ミリタリー　
FA250S 入力電圧18-36V、  出力電圧250V、  出力電力0.5W ミリタリー　
FB3.3S 入力電圧36-72V、  出力電圧3.3V、  出力電力1.50W ミリタリー　
FB5S 入力電圧36-72V、  出力電圧5V、  出力電力1.00W ミリタリー　

FB5.2S 入力電圧36-72V、  出力電圧5.2V、  出力電力1.00W ミリタリー　
FB9S 入力電圧36-72V、  出力電圧9V、  出力電力1.00W ミリタリー　
FB12S 入力電圧36-72V、  出力電圧12V、  出力電力0.75W ミリタリー　
FB15S 入力電圧36-72V、  出力電圧15V、  出力電力0.75W ミリタリー　
FB24S 入力電圧36-72V、  出力電圧24V、  出力電力0.50W ミリタリー　
FB28S 入力電圧36-72V、  出力電圧28V、  出力電力0.50W ミリタリー　
FB48S 入力電圧36-72V、  出力電圧48V、  出力電力0.50W ミリタリー　
FB100S 入力電圧36-72V、  出力電圧100V、  出力電力0.50W ミリタリー　
FB125S 入力電圧36-72V、  出力電圧125V、  出力電力0.5W ミリタリー　
FB150S 入力電圧36-72V、  出力電圧150V、  出力電力0.5W ミリタリー　
FB175S 入力電圧36-72V、  出力電圧175V、  出力電力0.5W ミリタリー　
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FB200S 入力電圧36-72V、  出力電圧200V、  出力電力0.5W ミリタリー　
FB225S 入力電圧36-72V、  出力電圧225V、  出力電力0.5W ミリタリー　
FB250S 入力電圧36-72V、  出力電圧250V、  出力電力0.5W ミリタリー　
FB275S 入力電圧36-72V、  出力電圧275V、  出力電力0.5W ミリタリー　
FB300S 入力電圧36-72V、  出力電圧300V、  出力電力0.5W ミリタリー　
FC3.3S 入力電圧100-180V、  出力電圧3.3V、  出力電力1.00W ミリタリー　
FC5S 入力電圧100-180V、  出力電圧5V、  出力電力1.00W ミリタリー　

FC5.2S 入力電圧100-180V、  出力電圧5.2V、  出力電力1.00W ミリタリー　
FC9S 入力電圧100-180V、  出力電圧9V、  出力電力0.75W ミリタリー　
FC12S 入力電圧100-180V、  出力電圧12V、  出力電力0.75W ミリタリー　
FC15S 入力電圧100-180V、  出力電圧15V、  出力電力0.75W ミリタリー　
FC24S 入力電圧100-180V、  出力電圧24V、  出力電力0.50W ミリタリー　
FC28S 入力電圧100-180V、  出力電圧28V、  出力電力0.50W ミリタリー　
FC48S 入力電圧100-180V、  出力電圧48V、  出力電力0.50W ミリタリー　
FC100S 入力電圧100-180V、  出力電圧100V、  出力電力0.50W ミリタリー　
FC125S 入力電圧100-180V、  出力電圧125V、  出力電力0.5W ミリタリー　
FC150S 入力電圧100-180V、  出力電圧150V、  出力電力0.5W ミリタリー　
FC175S 入力電圧100-180V、  出力電圧175V、  出力電力0.5W ミリタリー　
FC200S 入力電圧100-180V、  出力電圧200V、  出力電力0.5W ミリタリー　
FC225S 入力電圧100-180V、  出力電圧225V、  出力電力0.5W ミリタリー　
FC250S 入力電圧100-180V、  出力電圧250V、  出力電力0.5W ミリタリー　
FC275S 入力電圧100-180V、  出力電圧275V、  出力電力0.5W ミリタリー　
FC300S 入力電圧100-180V、  出力電圧300V、  出力電力0.5W ミリタリー　
FD3.3S 入力電圧200-380V、  出力電圧3.3V、  出力電力1.50W ミリタリー　
FD5S 入力電圧200-380V、  出力電圧5V、  出力電力1.25W ミリタリー　

FD5.2S 入力電圧200-380V、  出力電圧5.2V、  出力電力1.25W ミリタリー　
FD9S 入力電圧200-380V、  出力電圧9V、  出力電力1.25W ミリタリー　
FD12S 入力電圧200-380V、  出力電圧12V、  出力電力1.00W ミリタリー　
FD15S 入力電圧200-380V、  出力電圧15V、  出力電力1.00W ミリタリー　
FD24S 入力電圧200-380V、  出力電圧24V、  出力電力0.75W ミリタリー　
FD28S 入力電圧200-380V、  出力電圧28V、  出力電力0.50W ミリタリー　
FD48S 入力電圧200-380V、  出力電圧48V、  出力電力0.50W ミリタリー　
FD100S 入力電圧200-380V、  出力電圧100V、  出力電力0.50W ミリタリー　
FD125S 入力電圧200-380V、  出力電圧125V、  出力電力0.5W ミリタリー　
FD150S 入力電圧200-380V、  出力電圧150V、  出力電力0.5W ミリタリー　
FD175S 入力電圧200-380V、  出力電圧175V、  出力電力0.5W ミリタリー　
FD200S 入力電圧200-380V、  出力電圧200V、  出力電力0.5W ミリタリー　
FD225S 入力電圧200-380V、  出力電圧225V、  出力電力0.5W ミリタリー　
FD250S 入力電圧200-380V、  出力電圧250V、  出力電力0.5W ミリタリー　
FD275S 入力電圧200-380V、  出力電圧275V、  出力電力0.5W ミリタリー　
FD300S 入力電圧200-380V、  出力電圧300V、  出力電力0.5W ミリタリー　
FD325S 入力電圧200-380V、  出力電圧325V、  出力電力0.5W ミリタリー　
FD350S 入力電圧200-380V、  出力電圧350V、  出力電力0.5W ミリタリー　
MA3.3S 入力電圧18-36V、  出力電圧3.3V、  出力電力2.00W ミリタリー　
MA5S 入力電圧18-36V、  出力電圧5V、  出力電力2.00W ミリタリー　

MA5.2S 入力電圧18-36V、  出力電圧5.2V、  出力電力2.00W ミリタリー　
MA9S 入力電圧18-36V、  出力電圧9V、  出力電力1.50W ミリタリー　
MA12S 入力電圧18-36V、  出力電圧12V、  出力電力1.25W ミリタリー　
MA15S 入力電圧18-36V、  出力電圧15V、  出力電力1.00W ミリタリー　
MA24S 入力電圧18-36V、  出力電圧24V、  出力電力0.75W ミリタリー　
MA28S 入力電圧18-36V、  出力電圧28V、  出力電力0.50W ミリタリー　
MA48S 入力電圧18-36V、  出力電圧48V、  出力電力0.50W ミリタリー　
MA100S 入力電圧18-36V、  出力電圧100V、  出力電力0.50W ミリタリー　
MA125S 入力電圧18-36V、  出力電圧125V、  出力電力0.5W ミリタリー　
MA150S 入力電圧18-36V、  出力電圧150V、  出力電力0.5W ミリタリー　
MA175S 入力電圧18-36V、  出力電圧175V、  出力電力0.5W ミリタリー　
MA200S 入力電圧18-36V、  出力電圧200V、  出力電力0.5W ミリタリー　
MA225S 入力電圧18-36V、  出力電圧225V、  出力電力0.5W ミリタリー　
MA250S 入力電圧18-36V、  出力電圧250V、  出力電力0.5W ミリタリー　
MB3.3S 入力電圧36-72V、  出力電圧3.3V、  出力電力1.50W ミリタリー　
MB5S 入力電圧36-72V、  出力電圧5V、  出力電力1.00W ミリタリー　

MB5.2S 入力電圧36-72V、  出力電圧5.2V、  出力電力1.00W ミリタリー　
MB9S 入力電圧36-72V、  出力電圧9V、  出力電力1.00W ミリタリー　
MB12S 入力電圧36-72V、  出力電圧12V、  出力電力0.75W ミリタリー　
MB15S 入力電圧36-72V、  出力電圧15V、  出力電力0.75W ミリタリー　
MB24S 入力電圧36-72V、  出力電圧24V、  出力電力0.50W ミリタリー　
MB28S 入力電圧36-72V、  出力電圧28V、  出力電力0.50W ミリタリー　
MB48S 入力電圧36-72V、  出力電圧48V、  出力電力0.50W ミリタリー　
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MB100S 入力電圧36-72V、  出力電圧100V、  出力電力0.50W ミリタリー　
MB125S 入力電圧36-72V、  出力電圧125V、  出力電力0.5W ミリタリー　
MB150S 入力電圧36-72V、  出力電圧150V、  出力電力0.5W ミリタリー　
MB175S 入力電圧36-72V、  出力電圧175V、  出力電力0.5W ミリタリー　
MB200S 入力電圧36-72V、  出力電圧200V、  出力電力0.5W ミリタリー　
MB225S 入力電圧36-72V、  出力電圧225V、  出力電力0.5W ミリタリー　
MB250S 入力電圧36-72V、  出力電圧250V、  出力電力0.5W ミリタリー　
MB275S 入力電圧36-72V、  出力電圧275V、  出力電力0.5W ミリタリー　
MB300S 入力電圧36-72V、  出力電圧300V、  出力電力0.5W ミリタリー　
MC3.3S 入力電圧100-180V、  出力電圧3.3V、  出力電力1.00W ミリタリー　
MC5S 入力電圧100-180V、  出力電圧5V、  出力電力1.00W ミリタリー　

MC5.2S 入力電圧100-180V、  出力電圧5.2V、  出力電力1.00W ミリタリー　
MC9S 入力電圧100-180V、  出力電圧9V、  出力電力0.75W ミリタリー　
MC12S 入力電圧100-180V、  出力電圧12V、  出力電力0.75W ミリタリー　
MC15S 入力電圧100-180V、  出力電圧15V、  出力電力0.75W ミリタリー　
MC24S 入力電圧100-180V、  出力電圧24V、  出力電力0.50W ミリタリー　
MC28S 入力電圧100-180V、  出力電圧28V、  出力電力0.50W ミリタリー　
MC48S 入力電圧100-180V、  出力電圧48V、  出力電力0.50W ミリタリー　
MC100S 入力電圧100-180V、  出力電圧100V、  出力電力0.50W ミリタリー　
MC125S 入力電圧100-180V、  出力電圧125V、  出力電力0.5W ミリタリー　
MC150S 入力電圧100-180V、  出力電圧150V、  出力電力0.5W ミリタリー　
MC175S 入力電圧100-180V、  出力電圧175V、  出力電力0.5W ミリタリー　
MC200S 入力電圧100-180V、  出力電圧200V、  出力電力0.5W ミリタリー　
MC225S 入力電圧100-180V、  出力電圧225V、  出力電力0.5W ミリタリー　
MC250S 入力電圧100-180V、  出力電圧250V、  出力電力0.5W ミリタリー　
MC275S 入力電圧100-180V、  出力電圧275V、  出力電力0.5W ミリタリー　
MC300S 入力電圧100-180V、  出力電圧300V、  出力電力0.5W ミリタリー　
MD3.3S 入力電圧200-380V、  出力電圧3.3V、  出力電力1.50W ミリタリー　
MD5S 入力電圧200-380V、  出力電圧5V、  出力電力1.25W ミリタリー　

MD5.2S 入力電圧200-380V、  出力電圧5.2V、  出力電力1.25W ミリタリー　
MD9S 入力電圧200-380V、  出力電圧9V、  出力電力1.25W ミリタリー　
MD12S 入力電圧200-380V、  出力電圧12V、  出力電力1.00W ミリタリー　
MD15S 入力電圧200-380V、  出力電圧15V、  出力電力1.00W ミリタリー　
MD24S 入力電圧200-380V、  出力電圧24V、  出力電力0.75W ミリタリー　
MD28S 入力電圧200-380V、  出力電圧28V、  出力電力0.50W ミリタリー　
MD48S 入力電圧200-380V、  出力電圧48V、  出力電力0.50W ミリタリー　
MD100S 入力電圧200-380V、  出力電圧100V、  出力電力0.50W ミリタリー　
MD125S 入力電圧200-380V、  出力電圧125V、  出力電力0.5W ミリタリー　
MD150S 入力電圧200-380V、  出力電圧150V、  出力電力0.5W ミリタリー　
MD175S 入力電圧200-380V、  出力電圧175V、  出力電力0.5W ミリタリー　
MD200S 入力電圧200-380V、  出力電圧200V、  出力電力0.5W ミリタリー　
MD225S 入力電圧200-380V、  出力電圧225V、  出力電力0.5W ミリタリー　
MD250S 入力電圧200-380V、  出力電圧250V、  出力電力0.5W ミリタリー　
MD275S 入力電圧200-380V、  出力電圧275V、  出力電力0.5W ミリタリー　
MD300S 入力電圧200-380V、  出力電圧300V、  出力電力0.5W ミリタリー　
MD325S 入力電圧200-380V、  出力電圧325V、  出力電力0.5W ミリタリー　
MD350S 入力電圧200-380V、  出力電圧350V、  出力電力0.5W ミリタリー　
FA5D 入力電圧18-36V、  出力電圧±5V、  出力電力37.5/37.5W ミリタリー　
FA9D 入力電圧18-36V、  出力電圧±9V、  出力電力50/50W ミリタリー　
FA12D 入力電圧18-36V、  出力電圧±12V、  出力電力50/50W ミリタリー　
FA15D 入力電圧18-36V、  出力電圧±15V、  出力電力50/50W ミリタリー　
FA24D 入力電圧18-36V、  出力電圧±24V、  出力電力50/50W ミリタリー　
FA28D 入力電圧18-36V、  出力電圧±28V、  出力電力50/50W ミリタリー　
FA48D 入力電圧18-36V、  出力電圧±48V、  出力電力50/50W ミリタリー　
FB5D 入力電圧36-72V、  出力電圧±5V、  出力電力37.5/37.5W ミリタリー　
FB9D 入力電圧36-72V、  出力電圧±9V、  出力電力50/50W ミリタリー　
FB12D 入力電圧36-72V、  出力電圧±12V、  出力電力50/50W ミリタリー　
FB15D 入力電圧36-72V、  出力電圧±15V、  出力電力50/50W ミリタリー　
FB24D 入力電圧36-72V、  出力電圧±24V、  出力電力50/50W ミリタリー　
FB28D 入力電圧36-72V、  出力電圧±28V、  出力電力50/50W ミリタリー　
FB48D 入力電圧36-72V、  出力電圧±48V、  出力電力50/50W ミリタリー　
FC5D 入力電圧100-180V、  出力電圧±5V、  出力電力37.5/37.5W ミリタリー　
FC9D 入力電圧100-180V、  出力電圧±9V、  出力電力50/50W ミリタリー　
FC12D 入力電圧100-180V、  出力電圧±12V、  出力電力50/50W ミリタリー　
FC15D 入力電圧100-180V、  出力電圧±15V、  出力電力50/50W ミリタリー　
FC24D 入力電圧100-180V、  出力電圧±24V、  出力電力50/50W ミリタリー　
FC28D 入力電圧100-180V、  出力電圧±28V、  出力電力50/50W ミリタリー　
FC48D 入力電圧100-180V、  出力電圧±48V、  出力電力50/50W ミリタリー　
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FD5D 入力電圧200-380V、  出力電圧±5V、  出力電力37.5/37.5W ミリタリー　
FD9D 入力電圧200-380V、  出力電圧±9V、  出力電力50/50W ミリタリー　
FD12D 入力電圧200-380V、  出力電圧±12V、  出力電力50/50W ミリタリー　
FD15D 入力電圧200-380V、  出力電圧±15V、  出力電力50/50W ミリタリー　
FD24D 入力電圧200-380V、  出力電圧±24V、  出力電力50/50W ミリタリー　
FD28D 入力電圧200-380V、  出力電圧±28V、  出力電力50/50W ミリタリー　
FD48D 入力電圧200-380V、  出力電圧±48V、  出力電力50/50W ミリタリー　
MA5D 入力電圧18-36V、  出力電圧±5V、  出力電力37.5/37.5W ミリタリー　
MA9D 入力電圧18-36V、  出力電圧±9V、  出力電力50/50W ミリタリー　
MA12D 入力電圧18-36V、  出力電圧±12V、  出力電力50/50W ミリタリー　
MA15D 入力電圧18-36V、  出力電圧±15V、  出力電力50/50W ミリタリー　
MA24D 入力電圧18-36V、  出力電圧±24V、  出力電力50/50W ミリタリー　
MA28D 入力電圧18-36V、  出力電圧±28V、  出力電力50/50W ミリタリー　
MA48D 入力電圧18-36V、  出力電圧±48V、  出力電力50/50W ミリタリー　
MB5D 入力電圧36-72V、  出力電圧±5V、  出力電力37.5/37.5W ミリタリー　
MB9D 入力電圧36-72V、  出力電圧±9V、  出力電力50/50W ミリタリー　
MB12D 入力電圧36-72V、  出力電圧±12V、  出力電力50/50W ミリタリー　
MB15D 入力電圧36-72V、  出力電圧±15V、  出力電力50/50W ミリタリー　
MB24D 入力電圧36-72V、  出力電圧±24V、  出力電力50/50W ミリタリー　
MB28D 入力電圧36-72V、  出力電圧±28V、  出力電力50/50W ミリタリー　
MB48D 入力電圧36-72V、  出力電圧±48V、  出力電力50/50W ミリタリー　
MC5D 入力電圧100-180V、  出力電圧±5V、  出力電力37.5/37.5W ミリタリー　
MC9D 入力電圧100-180V、  出力電圧±9V、  出力電力50/50W ミリタリー　
MC12D 入力電圧100-180V、  出力電圧±12V、  出力電力50/50W ミリタリー　
MC15D 入力電圧100-180V、  出力電圧±15V、  出力電力50/50W ミリタリー　
MC24D 入力電圧100-180V、  出力電圧±24V、  出力電力50/50W ミリタリー　
MC28D 入力電圧100-180V、  出力電圧±28V、  出力電力50/50W ミリタリー　
MC48D 入力電圧100-180V、  出力電圧±48V、  出力電力50/50W ミリタリー　
MD5D 入力電圧200-380V、  出力電圧±5V、  出力電力37.5/37.5W ミリタリー　
MD9D 入力電圧200-380V、  出力電圧±9V、  出力電力50/50W ミリタリー　
MD12D 入力電圧200-380V、  出力電圧±12V、  出力電力50/50W ミリタリー　
MD15D 入力電圧200-380V、  出力電圧±15V、  出力電力50/50W ミリタリー　
MD24D 入力電圧200-380V、  出力電圧±24V、  出力電力50/50W ミリタリー　
MD28D 入力電圧200-380V、  出力電圧±28V、  出力電力50/50W ミリタリー　
MD48D 入力電圧200-380V、  出力電圧±48V、  出力電力50/50W ミリタリー　

この製品のお問合せは　㈱ナセル システム営業部　03-5921-5099 www.nacelle.co.jp


