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Electronic Parts /   Sensors
電子部品・センサ

ポテンショメータPotentiometers

Multi-turn 
SM Trimmer
多回転型 SMトリマ

Single-turn 
Cermet Trimmer
1回転型 サーメットトリマ

Single-turn 
SM Trimmer
1回転型 SMトリマ

接触タイプの巻線抵抗素子型、コンダクティブプ
ラスチック素子型、および非接触式をラインナッ
プ。多様な分野で位置決め、角度センサとして広
く活用されています。

Our 3 types of contact potentiometers − winding resistor 
element, conductive plastic element and its noncontact 
potentiometer − are used for positioning and as angle 
sensors in a wide variety of applications.

抵抗体では巻線型・コンダクティブプラスティック
型・非接触型、抵抗形状では1回転型・多回転型・直
線型を揃えています。位置・角度センサとして計測
機器・通信機器・医療機器などに採用されていま
す。

In the resistive element, we o�er wire-wound, conductive 
plastic and non-contact types, while in the resistive shape we 
provide single-turn, multi-turn and straight line types. These 
have been adopted in measurement devices, telecommuni-
cations equipment and medical equipment as position and 
angle sensors.

Potentiometers ポテンショメータ

密閉構造で通信機器、計測機器、コンピュータ周辺機器、放送機器、電
源機器、医療機器などの広範な産業分野に利用されています。接点構
造上、ノイズが少なく、同時に設定・調整しやすい点に特長があります。

With a reliable sealed structure, these are used in a wide range of industrial 
�elds, including communications equipment, measurement devices, 
computer peripherals, broadcasting equipment, power devices and 
medical equipment. These products feature low noise contact structure 
and at the same time are easy to set or adjust.

Trimmer Potentiometers
トリマポテンショメータ

メモリ付きのローコスト製品で、メモリは１００万
回の設定書き換え保存が可能です。

This is a low-cost product with memory. This memory 
can store one million rewrite settings.

Digital Potentiometers
デジタルポテンショメータ

磁気で、光で、抵抗変化で角度を検出します。

Angular detection using magnetic, optical and 
variable resistance techniques.

Potentiometers
ポテンショメータ

Conductive Plastic Potentiometer
コンダクティブプラスチック式
ポテンショメータ

Optical Potentiometer
光学式ポテンショメータ

Digital Potentiometers
デジタルポテンショメータ
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Variable Attenuator
可変アッテネータ

Slide Switch
スライドスイッチ

Panel Seal Rocker Switches
パネル防水ロッカースイッチ

Dip Switch
ディップスイッチ

Detection Switch
検出スイッチ

Rotary Coded Switch
ロータリコードスイッチ

Toggle Switch
トグルスイッチ

Lever & Rocker Switch
レバー&ロッカースイッチ

Pushbutton Switch
押ボタンスイッチ

Circuit Breaker
サーキット・ブレーカー

Fast Acting Protector
ファストアクティングプロテクタ

回路保護部品
Circuit Protection Components

PRCPは、ポリマーPTCサーミ
スターを用いた復帰型の過
電流保護素子です。過電流
の原因を取り除くことで、繰
り返し使用可能な製品です。
C-FAPは、サージ電流や過電
流に高速応答し自己復帰す
る半導体の過電流保護素子
です。

The PRCP is a self-resettable-type overcurrent protection component used in polymer PTC 
thermistors. By removing the cause of the overcurrent, this is a product that can be used 
repeatedly. The C-FAP is a semiconductor overcurrent protection component with a fast 
response and self-recovery to surge currents and overcurrent.

アッテネータ
Attenuators

T2114は、通信機器などの600Ω系の音声信号のレベル調整に
使用されるステップ可変タイプです。

The T2114 is a step-variable type used in the level adjustment of 
600Ω audio signal systems, such as in telecommunications 
equipment. 

スイッチ
Switches

情報機器、通信機器、制御機器、測定機器といったプログラム設定、回路設定、回路切替
などに利用されています。

These products are used for program settings, circuit con�guration and circuit switching, 
such as in information systems, communications equipment, control equipment and 
measurement devices.
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エンコーダセンサ
 Encoder Sensors

独自の光学技術と生産技術を活かした製品です。光学
式センサ用はφ12mmと小型で、金融端末などに採用
されています。光学式設定用は16mm角で医療機器・
通信機などに広く採用されています。

These are products that have taken advantage of our 
unique optical technology and production technology. 
The optical sensor is a compact φ12mm and is used in 
banking terminals and so on. The settings optical sensor 
has a 16mm-square-shaped body and is widely used in 
medical equipment and communications devices.

Rotary Encoders
ロータリエンコーダ

光学式・磁気式・レーザ式の３種類で
す。小型の低トルクタイプから超高分
解能のハイグレードタイプまで、ユー
ザの多様なニーズに対応しています。

Our 3 types of encoders − optical, 
magnetic, and laser − meet customers' 
diverse requirements with a product 
range from compact low-torque types to 
ultra-high-resolution high-grade types.

Encoders
エンコーダ

センサ・モータ一体化型のエンコーダ付
モータは、位置、回転数の検出により速度制
御を行います。産業用ロボット、工作機械、
各種自動化機器における動作制御の要で
す。

Encoder motors with combined sensors 
and motors detect the position, number of 
revolutions, and control speed. Our 
encoder motors are key components for 
controlling the movement of industrial 
robots, processing units, and automation 
systems.

Encoder Motors
エンコーダ付モータ

内製AMRを用いた磁気式エンコーダ
です。微細着磁技術との組み合わせ
により磁気式の耐環境性能と光学式
並みの精度を両立しました。

Magnetic type and used to produce 
AMR in house. With �ne magnetized 
technology, Our magnetic encoder is 
achieved to an accuracy or an 
environment resistance as much as 
the optical type.

Industrial Encoders
産業用エンコーダ

その他
Others

小切手に記載された文字や偽造防止の特殊文字の
読取り、パスポートや免許証など各種IDカードの読
取りなど、用途に応じたカスタマイズに対応します。

It can be customized in accordance with 
applications such as reading of characters printed 
on checks and special characters for forgery 
prevention and reading of various types of ID cards 
such as passports and driver's licenses.

Image Scanner Units
イメージスキャナユニット

高速信号伝送（最大1.5Gbps）および、長寿命（最大8,000
万回転）に対応した製品です。

Our slip ring o�ers the high transfer rate signal（1.5 Gbps 
max）with high reliable life（80M rotations max）.

Slip Rings
スリップリング

Rotary Encoder
ロータリ
エンコーダ

Linear Encoder
リニア
エンコーダJoystick Encoder

ジョイスティックエンコーダ
Settings Optical Rotary Encoder
設定用光学式ロータリエンコーダ

Passport Readers / Various Image Readers
パスポートリーダ／各イメージリーダ用
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Pressure Transducer
圧力トランスジューサ

Pressure Transducer with Amp
アンプ内蔵
圧力トランスジューサ

Pressure Switch
圧力スイッチ

Pressure Gauge
圧力ゲージ

Handy Manometer
ハンディマノメータ

圧力センサ
Pressure Sensors

圧力トランスジューサ、アンプ付圧力トランスジューサ、圧力スイッ
チ、圧力表示器、圧力指示計などを取り揃えています。また、真空圧
やゲージ圧（1kPa～35MPa）、差圧など、あらゆる圧力範囲が測定
でき、使用媒体も気体、液体、腐食性ガスなどに対応しています。

Our product lineup features pressure transducers, pressure transducers 
with amps, pressure switches, pressure display devices, pressure 
indicators and more. Furthermore, our products can measure wide 
pressure ranges, such as vacuum pressure, gauge pressure (1kPa ‒ 
35MPa) and di�erential pressure. The pressure mediums of gas, �uids, 
corrosive gases and others are compatible.
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Fluid Leak Sensor
漏液センサ

漏液センサ
Fluid Leak Sensors

半導体製造装置の液漏れ検出等に使用されていま
す。遮光板を不要にし高感度検出を実現しています。

This product is used for the �uid leak detection in 
semiconductor manufacturing equipment. This 
eliminates the use of gobos and achieves highly 
sensitive detection.
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Readout of Magnetic Ink, Authentication, Identi�cation
磁気インクの読み取り、真偽鑑別、識別用

磁気量センサ
Magnetic Quantity Sensors

紙幣鑑別用磁気センサです。フラックスゲートセンサ
技術の応用により磁気インクに含まれる磁性体の材
質情報を取得可能です。

Product for bill validator. Enable to detect a material of 
magnetic ink by our development of the �ux gate 
technology.
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