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販売体制
正規代理店として常備在庫を保有し、
小ロット・短納期オーダーに積極的に対応いたします！

▶正規代理店
　・不具合解析対応
　・サンプル対応
　・特価対応

▶戦略在庫
　・国内倉庫での品質・在庫管理
　・短納期対応
　　　- 在庫品種　2000点以上
　　　- 在庫金額　2億円以上

▶MOQ・SPQブレーク
　・メーカー最低発注数量（MOQ）未満での販売
　・最小梱包単位（SPQ）未満での販売
　・リールへの再梱包

▶全国の営業拠点からのサポート
　・国内営業所 16拠点
　・仕入先数　1800社以上

入荷､検品→保管､加工→ピッキング作業→梱包､出荷 
　　　　　　　　　　　　　  （小分け､個装､脱気等）

配送情報出荷情報ﾄﾚｻﾋﾞﾘﾃｨ出荷情報在庫管理入荷情報
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様々な開発経験を持つエンジニアが
製品提案から評価・性能出しまでトータルにサポート!

▶民生機器とLSIの開発経験があるスペシャリスト
　

▶ACDC, DCDC電源設計、半導体メーカーでのFAE経験
　

▶15年以上のLSI開発経験がある半導体のスペシャリスト　　　
　

▶センサ、MCU、SmartMesh無線等のIoT関連担当　
　

▶主なサポート内容
    ・お客様のご意向に沿った製品を提案いたします
　・回路図や基板設計のチェック・アドバイスを行います
　・動作検証や性能出しでお困りの時は立会検証をいたします
　・オンサイトでのLTspice等の技術セミナーにも対応いたします

FAE 技術サポート

　・ビデオ機器、映像・音声信号処理LSI開発
　・携帯電話用トランシーバIC開発、FAE
　・旧Hittite、ADIのFAEを5年以上経験

　・民生・産機用ACDCコンバータ設計
　・FPGA用DCDCコンバータ設計
　・電源、アナログICのFAEを5年以上経験

　・インピーダンスマッチング回路
　・増幅回路、センサー、ADC、DAC、PLL、DLL
　・デジタル回路

　・タッチセンサーモジュール開発
　・画像処理IC技術サポート
　・CMOSカメラモジュール技術サポート　　
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アナログ・デバイセズは、世界をリードする高性
能アナログ・テク ノロジー企業として、きわめて
困難な技術的課題の解決に注力して います。比
類のないセンシング、計測、パワーマネージメン
ト、伝送、 そしてデータ変換技術を駆使し、リアル
な物理的世界とデジタルの 世界の架け橋として
お客様の課題解決に役立つソリューションを 提
供しています。
2014年にヒッタイト社を、2017年にリニアテクノ
ロジー社を統合 したことで、アナログ・デバイセ
ズはDC～100GHzに及ぶシグ ナル・チェーンお
よびnW～kWにわたるパワーチェーンを包括的
に 提供できる唯一の高性能半導体企業になりま
した。
現在、約45,000の製品を世界の約125,000社の
お客様に提供して います。

設立
本社所在地 
従業員数 
売上高 
NASDAQ
製品数 
顧客数  
CEO
R&D 投資

1965年
マサチューセッツ州ノーウッド
 約16,400
約60億ドル 
 ADI
約 45,000  
125,000社
Vincent Roche  
年間売上の約19%

2019年11月現在

エンドマーケット別売上構成比

コンスーマ 産業・計測

50％

21％

15％

オートモーティブ

通信インフラ

会社概要

13％

アナログ・デバイセズとは
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品質保証と信頼性
アナログ・デバイセズは、世界の主要OEMおよび電装系車載企業に製品を供給し
ています。
当社は品質、信頼性の確保と顧客第一主義に注力することにより、車載品質への取
り組みを強化しています。 当社の製品は0.1FITというクラス最高の信頼性を実現し
ています

▶ 車載規格への対応
・TS16949車載品質規格認証取得
・AEC-Q100準拠による車載対応評価・品質確認
・ISO26262に沿った製品開発、アプケーションサポート、品質対応

過酷な温度環境に耐える充実した製品の温度グレード
IグレードとHグレードには、厳しい車載環境のご要求にお応えするために、車載用
品質オプションをご用意しています。 詳しくは弊社営業、または代理店にお問い合
わせください。

米州
欧州

アジア

日本

カリフォルニア州ミルピタス(米国)
地域本部

マサチューセッツ州ノーウッド(米国
グローバル本社

リムリック(アイルランド)
地域本部

ミュンヘン(ドイツ)
地域本部

上海(中国)

グローバルな顧客基盤

東京(日本)
地域本部

地域本部
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　Industry 4.0のための技術とソリューション

SmartMeshR
産業向け大規模ワイヤレス・センサー・ネットワーク

堅牢なネットワーク

センサー 通信プロセッサADC アンプ

パワー・
マネジメント

レギュレータ
または

リファレンス

柔軟な入出力範囲を持つリニア電圧
レギュレータとスイッチング・レギュ
レータ

低ノイズ、低消費電力アプリケー
ション用のレギュレータ・ポートフ
ォリオ

低ノイズ・シグナルチェーン用
の高精度リファレンスとレギュ
レータ

通信インターフェース
SPI、RS-485、LVDS用の
絶縁トランシーバと非絶縁
トランシーバ

MEMSセンサー多軸、広帯域幅、
低ノイズの集積化モジュール

>16ビットのSARコンバータと
低消費電力シグマ・デルタ
(Σ-Δ)コンバータ

超低消費電力のマイクロ
コントローラとDSP
 

ワイヤレス通信
ワイヤレス通信用工業無線と
SmartMesh®技術

次世代の状態基準保全

使いやすさ 容易な開発
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ソリューション提案ソリューション提案
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µModule
回路設計のコスト革命

小型、薄型、多チャンネル、大電流、
絶縁等、豊富な製品ラインナップが
ございます。

【設計時間ゼロ】 【超小型】 【高信頼性】

▶ 簡単設計
すぐに使えるモジュールを開発
自社の高性能アナログICと、FET、インダクタ、コンデ
ンサなど最適化された周辺回路をワンパッケージ
化しているため、外付部品はほとんど必要ありませ
ん。そのため設計工数を削減することが可能です。
「ICだけでなく最適な周辺回路も提供して欲しい」と
電源回路設計に対するお客さまのご要望から誕生
したマイクロ・モジュールの導入で、開発期間やコ
ストなどシステム設計全般にわたる課題解決も実
現します。

 電源回路比
μModule リニア・レギュレータ

スイッチング・レギュレータ スイッチング・コントローラ

LTM4644
Quad 4A μModule Regulator

LTC3605x4
4A Monolithic Regulators

・900mm2vs.240mm2= 73％reduction

開発リソースの投資
効率を高め、
設計外注費も削減！

設計自由度の向上、
基板面積を大幅に
削減しコストダウン

量産後のトラブル対応、
費用を低減
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LTM4624
Single 4A
6.25mm x 6.25mm 

LTM4700
Single 100A/ Dual 50A
22mm x 15mm 
 

LTM4644
Quad 4A Array
9mm x 15mm 
 

部品単価を超えた、真のコストダウンと付加価値をお届けします。



2019年11月現在
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▶ LTspice®
LTspiceは、アナログ・デバイセズが提供する無償SPICEシミュレータです。容
易に 回路図入力機能に加え、優れた波形ビューワを搭載しているだけでなく
、部品数やノード数に 制限の無い、たいへん優れたシミュレーションツールで
す。通常のSPICEシミュレータ から改善を図られたLTspiceは、解析時間に非
常に時間がかかるスイッチング・レギュ レータの波形表示を高速に行うこと
ができます

▶ LTpower CAD and LTpowerPlanner
LTpowerCAD®プログラムは必要な機能をすべて備えた無償電源設計ツール
で、これにより電源設計の作業を著しく簡素化できます。このプログラムは、現
在はアナログ・デバイセズの1部門となっているリニア・テクノロジーの電源製
品を使用するアプリケーションに固有の、部品パラメータの推奨値や性能予
測値を提供します。LTpowerCAD®プログラムには、LTpowerPlanner電源アー
キテクチャ設計ツールも含まれており、システムレベルの電源設計と最適化
に活用できます。

▶ Circuits from the Lab リファレンス・デザイン
Circuits from the Lab®リファレンス・デザインは、アナログ・デバイセズの
熟練エンジニアが、 さまざまな分野の最終製品を目指して作り込んだ基
板、レイアウトも含む全ての設計情報、 ソフトウェアなどはもちろん、性能
評価リポートも含んだソリューションです。

LTpowerPlanner

System Level Power  Tree
Search/Select  a  Solution Circuit Parameter Design Simulation

LTpowerCAD LTspice
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EngineerZone® オンライン・サポート・コミュニティ (英語)
EngineerZoneは、アナログ・デバイセズ製品を使用するエンジニア向けの
オンライ ン・サポート・コミュニティです。製品の照会、知識の共有、設計
に関する質問と回答の 検索などができます。アナログ・デバイセズの開発事
業部エンジニアや他の設計者との 協力・交流の場として利用できる公開
フォーラムです。ez.analog.comをご覧ください。

シミュレーション・ツール



IグレードとHグレードには、厳しい車載環境のご要求にお応えするために、車載用
品質オプションをご用意しています。 詳しくは弊社営業、または代理店にお問い合
わせください。
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Spice Up Your Solutions.

▶ 無償シミュレーション・ツール LTspice®
LTspiceは、アナログ・デバイセズが提供する無料のSPICEシミュレータで
す。容易 に回路図入力機能に加え、優れた波形ビューワを搭載している
だけでなく、部品数 やノード数に制限の無い、たいへん優れたシミュレ
ーションツールです。通常の
SPICEシミュレータから改善を図られたLTspiceは、解析時間に非常に時
間がかか るスイッチング・レギュレータの波形表示を高速に行うことが
できます。

▶ バージョンアップしたLTspiceXVII
LTspiceXVIIはLTspiceIVからバージョンアップしました。64bitのPCに対
応し、 シミュレーション速度は約1.3倍以上となり、回路規模によっては旧
バージョンの
70%以上に短縮できます。また本バージョンからUnicodeに対応し、半角
英数字に 限られていたノード名や部品名などが漢字かな文字で表記で
きるようになりました。

LTspice IV
Total elapsed time: 
25.239 seconds.

LTspice XVII
Total elapsed time: 
18.638 seconds.

▶ アナログ・デバイセズ部品ライブラリが続々登場
旧リニアテクノロジー製品に加え、アナログ・デバイセズの部品ライブラ
リを追加し ています。新規追加された製品だけでもすでに100製品以上
となり、リリースされた 新製品さえもすぐにシミュレーションをして頂くこ
とができます。

▶ LTspice Users Club どなたでもご入会いただけます。（入会費・年会費無料） www.ltspice.jp

26%高速化
（64bit OS使用時）

使用PC

LTspice XVII: 64bit対応
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予知保全向けソリューションに最適！ 
ADXL1002振動センサー評価キット

MEMS加速度センサー＋MCU処理で簡単に振動検査が可能 
・アルミ筐体により軽量化と低コストを実現
・センシング誤差を抑えた構造設計
・超低消費電カマイコンADuCM4050によるFFT処理
・ダイトロンオリジナル拡張基板により追加配線等の手間を削減
・評価キット提供により、すぐに評価着手可能

※PC準備およびソフト
インストールのみ必要

▶振動センサー基本仕様
・高Gレンジ　±50gレンジ　　・超低ノイズ25μg/√Hz
・3dBバンド幅0.1kHz ～11kHz 　　・共振周波数　21kHz

▶評価キット内容
・ADXL1002搭載 振動センサーピックアップ(5mケーブル付)
・MCU基板(EV-COG-AD4050LZ)
・拡張基板1(EV-GER-EXPANDER1Z)
・拡張基板2(ダイトロンオリジナル基板)
・USB to microBケーブル(1m)
・CD-R(PCセットアップ用)
・取扱説明書

ADXL1002 振動センサー評価キット
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24GHz　MIMO
レーダーIoTセンサー

▶特徴
・mi Radar™8 と小型PCを一体化した24GHzレーダー
センサーシステムです。
・複数のCPUコアを使った並列処理により高度な信
号処理を実現しています。
・IoTクラウドシステムとの接続が可能です。
・スマートフォンにアプリをインストールすれば接続
可能です。

▶利用シーン
・監視システム  
人および車の危険範囲への侵入検出およ
び障害物検出。
・介護サービス 
非接触で複数人の生体情報（心拍数、呼吸
数）を24時間365日の検出。（毛布や衣服を
通しての検知）
・健康予防等
乳幼児突然死症候群(SIDS)の予防、
睡眠時無呼吸症候群(SAS)の予防。

▶主要性能
・周波数 : 24GHz
・認　証： ARIB-T73 (Japan)
・送信出力 ：-4/2/8 dBm (選択可能)
・アンテナ数 : 送信2，受信4(MIMO方式）
・視野角 : 仰角  ±8° & 方位角 ±45°
・分解能 : 距離  0.8m & 方位角 13°
・サイズ (mm) : 125 x 125 x 45
・信号処理：内蔵PC
・電　源 : DC+5V, <3.0A (ACｱﾀﾞﾌﾟﾀ付属）

▶ホストインターフェース
・TCP/IP 
・有線LAN/WiFi 

▶ソフトウェア
・TCP/IPによるコマンド・データ送受信
・センサーパラメータ設定（測定モード等）
・検出データ（距離と方位、心拍数/呼吸数等）
・スマートフォン表示フォーマット
　（極座標プロット、数値表示）
・クラウドインターフェース用SDKリリース予定　
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国内事業部門
■多摩営業所
　〒186-0003　東京都国立市富士見台3-15-1
　TEL : 042-571-8811　FAX : 042-571-8810
■東京電子営業所
　〒102-8730　東京都千代田区麹町3-6
　　　　　　　(住友不動産麹町ビル3号館)
　TEL : 03-3264-0203　FAX : 03-3261-3984
　
　■横浜営業所　〒222-0033　横浜市港北区新横浜3-18-14
                               (住生新横浜第2ビル)
　TEL : 045-473-1221　FAX : 045-473-7175

■宇都宮営業所
　〒320-0811　栃木県宇都宮市大通り1-4-22
　　　　　　　(MSC第2ビル)
　TEL : 028-624-8061　FAX : 028-624-4308
■仙台出張所
　〒981-3133　仙台市泉区泉中央1-7-1
　　　　　　　(地下鉄泉中央駅ビル)
　TEL : 022-341-8063　FAX : 022-341-8065

■松本営業所
　〒390-0811　長野県松本市中央1-4-20
　　　　　　　(日本生命松本駅前ビル)
　TEL : 0263-35-9316　FAX : 0263-32-0469

■茨城営業所
　〒312-0005　茨城県ひたちなか市新光町38
　　　　　　　(ひたちなかテクノセンターA201-2)
　TEL : 029-265-3850　FAX : 029-265-5281

■名古屋電子営業所
　〒460-0008　愛知県名古屋市中区栄3-10-22
　　　　　　　(東朋ビル)
　TEL : 052-249-3005　FAX : 052-263-3011

semicon-info@daitron.co.jp

https://www.daitron.co.jp/products/electronic_components/semiconductor/analog_devices/
当社ホームページのご案内

メールでのお問い合わせ先

■金沢営業所
　〒920-0853　石川県金沢市本町2-11-7
　　　　　　　(金沢フコク生命駅前ビル)
　TEL : 076-265-5887　FAX : 076-265-6768

■静岡営業所
　〒422-8067　静岡市駿河区南町18-1
　　　　　　　(サウスポット静岡)
　TEL : 054-280-5800　FAX : 054-280-5802
■大阪電子営業所
　〒532-0003　大阪市淀川区宮原4-6-11
　TEL : 06-6399-6814　FAX :06-6399-6824
　■京都営業所
　〒604-8171　京都市中央区烏丸通御池下ル虎屋町577-2
　　　　　　　(太陽生命御池ビル)
　TEL : 075-223-0440　FAX : 075-255-7635
■神戸営業所
　〒650-0044　神戸市中央区東川﨑町1-3-3
　　　　　　　(神戸ハーバーランドセンタービル)
　TEL : 078-341-2232　FAX : 078-341-2423
■広島営業所
　〒730-0015　広島市中区橋本町10-6
　　　　　　　(広島NSビル)
　TEL : 082-224-1071　FAX : 082-224-1073
■福岡電子営業所
　〒812-0013　福岡市博多区博多駅東3-1-26
　　　　　　　(博多駅イーストプレイス)
　TEL : 092-475-1521　FAX : 092-475-1520
■熊本営業所
　〒860-0844　熊本市中央区水道町7-16
　　　　　　　(富士水道町ビル)
　TEL : 096-351-0531　FAX : 096-351-0534

ANALOG.COM / JP / CATALOG

海外拠点
■DAITRON INC.(米国) ■DAITRON (KOREA) CO.,LTD. (韓国) ■大途電子 (上海) 有限公司 (中国) ■大途電子 (深圳) 有限公司 (中国) 
■大都電子 (香港) 有限公司 (中国)■台北支店(台湾) ■DAITRON (THAILAND) CO.,LTD. (タイ) ■マニラ駐在員事務所 (フィリピン)
 ■DAITRON (MALAYSIA) SDN.BHD. (マレーシア) ■ハノイ駐在員事務所(ベトナム) 

■電子デバイス営業部
　(東京)　〒102-8730　東京都千代田区麹町3-6
　　　　   (住友不動産麹町ビル3号館)
　                TEL : 03-3237-1471　FAX : 03-3261-3984
   
　(大阪)     〒532-0003　大阪市淀川区宮原4-6-11
　                 TEL : 06-6399-6824　FAX : 06-6399-6824
　
　

Circuits from the Lab®リファレンス・デザインは、アナログ・デバイセズの
熟練エンジニアが、 さまざまな分野の最終製品を目指して作り込んだ基
板、レイアウトも含む全ての設計情報、 ソフトウェアなどはもちろん、性能
評価リポートも含んだソリューションです。
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EngineerZoneは、アナログ・デバイセズ製品を使用するエンジニア向けの
オンライ ン・サポート・コミュニティです。製品の照会、知識の共有、設計
に関する質問と回答の 検索などができます。アナログ・デバイセズの開発事
業部エンジニアや他の設計者との 協力・交流の場として利用できる公開
フォーラムです。ez.analog.comをご覧ください。


