
２０１１年１１月２６日(土)・ ２７日(日)開催!!２０１１年１１月２６日(土)・ ２７日(日)開催!!

開催日
時　  間
会　  場

参加費
定　  員

:
:
:

:
:

２０１１年１１月２６日(土)・２７日(日)の２日間（１日完結）
１１:００～１７:００(途中お昼休みあり)
大阪市浪速区日本橋西２-５-１
共立電子産業㈱　本社ビル １Ｆ セミナールーム

無料(但しキット代、各自必要な部品代等は参加者負担)
１日あたり１２名

サポートアシスタントや作業スペース確保のため基本的に予約制といたします。
定員に達した場合は予約を締め切ることがありますことをご了承ください。
なお、定員に満たない場合は当日参加も承ります。
皆様のご参加をスタッフ一同、心よりお待ちいたしております。

※

マイコン用
学習ボード各種

ＡＶＲマイコン電子工作製作会ＡＶＲマイコン電子工作製作会

・ＡＶＲ ＳＴＵＤＩＯ
　※参加者様へのお願い
　ＡＶＲマイコンをプログラミングするための統合開発ソフト『ＡＶＲ ＳＴＵＤＩＯ ４』または『ＡＶＲ ＳＴＵＤＩＯ ５』は無料でダウンロード
　できますが、都合上製作会側ではご用意できませんので参加者様自身で事前にアトメル社のホームページからダウンロードとイン
　ストールをお願いいたします。ホームページもソフトウェアも英語ですが簡単にダウンロード、インストールできます。
　２０１１.７.１５現在、アトメル社のホームページ（http://www２.atmel.com）からダウンロード可能です。

参加者様で準備していただくもの：
・当日使用するＡＶＲライター等の実費分
・ノートＰＣ ※ＯＳがＷｉｎｄｏｗｓ ＸＰ以上がインストールされており、ＵＳＢポートが使用可能なもの
・注意：ノートＰＣのハード、ソフトにいかなる損害が出ようとも製作会側では一切責任、保障を持ちません。参加者様の自己責任でお願い致します。
・注意：また、親御さんのＰＣであっても必ずＰＣ所有者の使用許可を頂いてください。
・ＡＶＲ ＡＴｔｉｎｙ２３１３とＡＴｍｅｇａ１６８のデータシート、アセンブラシート（アトメルＨＰよりダウンロード可）

ＡＶＲ Ｓｔｕｄｉｏ ＡＶＲマイコン
トレーニングボード

電子部品類

注意:参加者様持込のハードやプログラムの手直し、改造、バグ取りは一切致しません。注意:参加者様持込のハードやプログラムの手直し、改造、バグ取りは一切致しません。

※駐車場はご利用できません。館内は全面禁煙です。
文

愛染橋病院

アトメル社の高性能ワンチップマイコン（ＡＶＲ ＡＴｔｉｎｙ２３１３ / ＡＴｍｅｇａ１６８）を使用した

キット等を中心に、アセンブラ言語でのマイコン電子工作製作会を開催いたします！

セミナーや講習会方式ではなく、入門者の方を中心にみんなで

『気軽に』・『楽しく』サークル感覚で行うのが当製作会のスタイルです

ので、ぜひお気軽に参加してみてください!!

当日はキット製作を含め、ハンダ付けが必要に

なりますが、スタッフが可能な限りサポートします。

製作会への参加費用は無料ですが、ＡＶＲライター等、

製作会で使用するキットや部品は実費になります。

アトメル社の高性能ワンチップマイコン（ＡＶＲ ＡＴｔｉｎｙ２３１３ / ＡＴｍｅｇａ１６８）を使用した

キット等を中心に、アセンブラ言語でのマイコン電子工作製作会を開催いたします！

セミナーや講習会方式ではなく、入門者の方を中心にみんなで

『気軽に』・『楽しく』サークル感覚で行うのが当製作会のスタイルです

ので、ぜひお気軽に参加してみてください!!

当日はキット製作を含め、ハンダ付けが必要に

なりますが、スタッフが可能な限りサポートします。

製作会への参加費用は無料ですが、ＡＶＲライター等、

製作会で使用するキットや部品は実費になります。

次回ＡＶＲマイコン電子工作製作会開催予定：２０１１年１２月１７日（土）・１８日（日）

★

ＡＶＲマイコン電子工作製作会を開催します！

ＡＶＲマイコンを使った電子工作をしてみませんか？

ＬＥＤ、ＬＣＤなどの表示器やモーターなどを

簡単に制御できるようになれるかもしれませんよ！！

ＡＶＲマイコン電子工作製作会を開催します！

ＡＶＲマイコンを使った電子工作をしてみませんか？

ＬＥＤ、ＬＣＤなどの表示器やモーターなどを

簡単に制御できるようになれるかもしれませんよ！！



通常価格:￥1,200-

ハイパワーＬＥＤ
     ＰＷＭコントローラ基板

７セグＬＥＤ温度計基板

ＰＷＭ
ＤＣモータコントローラ基板

ＬＣＤ温度計基板

ドットLED電子掲示板基板

3W型ハイパワーLEDの明るさをPWM制御で
調節する回路実験基板。AVRトレーニング
ボードに接続して使用。

ＡＶＲライター ＡＶＲＷＲＴ３

低価格のデジットオリジナル
ＵＳＢ接続型ＡＶＲライター（プログラマ）

ＡＶＲブートローダー１６８ＡＶＲブートローダー１２８
[基板完成品]

オリジナルナイトライダーＩＩ

ＡＶＲブートローダー３２８

ＡＴｍｅｇａ１68
　　　　汎用基板キット

ＡＴｔｉｎｙ２３１３＋トランジスタ
　　　　　　　　　汎用基板キット

ＡＴｔｉｎｙ２６１
　　　　小型マイコンボード

ＡＴｔｉｎｙ４６１
　　　　小型マイコンボード

ＡＴｔｉｎｙ８６１
　　　　小型マイコンボード

￥１,１８０- ￥１,２４０- ￥１,２８０-

￥１,２３０- ￥７８０- ￥１,８２０-

￥３,９００- ￥２,７００- ￥２,９００-

￥３,８００- ￥３,２００- ￥１,６００-￥１,１７５-￥１,１１０-

￥１,６７７- ￥１,２６５-

￥１,２６２-

￥２,１００-

￥１,１１０-

5×7のドットマトリクスLEDを2個使用して
電光掲示板を作る回路実験基板。
AVRトレーニングボードに接続して使用。

温度センサIC「LM35DZ」を２ｃｈ使って、
温度測定する回路実験基板。AVRトレーニング
ボードに接続して使用。

温度センサIC「LM35DZ」を使って、温度
測定する回路実験基板。AVRトレーニング
ボードに接続して使用。

NJM2670Dを使用したバイポーラタイプ
ステッピングモータの回転を制御する回
路実験基板。AVRトレーニングボードに接
続して使用。

ＡＴｔｉｎｙ２３１３マイコンボードをベースに
トランジスタアレイを１個追加した
バージョンアップ基板。

ＡＴｔｉｎｙ２３１３を手軽に使用できる
ようにマイコンボード化
にしました！

ＡＴｍｅｇａ１６８を手軽に使用できる
ようにマイコンボード化
にしました！

ＡＴｔｉｎｙ２６１を手軽に使用できる
ように小型マイコンボード化
にしました！

ＡＴｔｉｎｙ４６１を手軽に使用できる
ように小型マイコンボード化
にしました！

ＡＴｔｉｎｙ８６１を手軽に使用できる
ように小型マイコンボード化
にしました！

１６個のＬＥＤをプログラムにより自在に
点灯させるオリジナルナイトライダーキット

ＵＳＢにつなぐだけでユーザープロ
グラムを書込み・実行できるライタ
不要のマイコンボード
ＡＴｍｅｇａ１２８版 ＡＴｍｅｇａ１６８版

ＵＳＢにつなぐだけでユーザープロ
グラムを書込み・実行できるライタ
不要のマイコンボード
ＡＴｍｅｇａ３２８版

①

②
③
④

⑤

⑥

⑦

アトメル社ホームページのTOPページ左上の検索窓に”AVR STUDIO 4”と入力して虫眼鏡の絵の検索ボタンにカーソルを合わ
せるとメニューが現れるので”Entire Site”をクリック。
検索結果の”megaAVR AVR Studio 4 - Atmel Corporation”をクリック。
Softwareの所にあるAVR Studio 4.xx (build xxx)の横の円盤(赤文字でRegisterと書いてあります)をクリック。
Document Download のページになり、ユーザー登録画面が出ますので各項目を入力。
項目の*印はすべて埋めないとダウンロードできませんので書き込めるだけ書き込んでください。
不明な所などはnotでもOK。
書き込んだら　Click to DownloadボタンをクリックするとEmail Validationというページに切り替わると同時に、登録時に記入し
たメールアドレスへダウンロードページのURLを記載したメールが届きますので、そのURLにアクセスしてください。
”Thank you for registering to download AVR Studio 4.xx (build xxx).To begin the download process, please click here.”と出
ますのでhere(青色)の部分をクリックするとダウンロードが開始されますので、ファイルを保存してください。
保存したファイルを実行するとインストールが開始いたします。

【手順 ： AVR Studio4の場合】
■AVR Studioダウンロード入手方法（無料）

アトメル社ホームページのTOPページ上のメニュー”Products”をクリック。
画面が切り替わると、中ほどにある”AVR Solutions”をクリック。
画面が切り替わると、画面右にある”Get Started”の中の”Start Now”をクリック。
画面中央の”Step 1: Download AVR Studio”の中の”AVR Studio 5”をクリック。
Atmel AVR Studio 5.0というページの画面下の方の”Software Description”の中にAVR Studio 5 といくつか記載されている内
の”AVR Studio 5 installer”の横の円盤(赤文字でRegisteと書いてあります)をクリック。
Document Download のページになります。
*印は埋めないとダウンロードできませんので書き込めるだけ書き込んでください。
*不明な所などはnotでもOK。
書き込んだら　Click to DownloadボタンをクリックするとEmail Validationというページに切り替わると同時に、登録時に記入し
たメールアドレスへダウンロードページのURLを記載したメールが届きますので、そのURLにアクセスしてください。
”Thank you for registering to download AVR Studio 5 installer.To begin the download process, please click here.”と出ます
のでhere(青色)の部分をクリックするとダウンロードが開始されますので、ファイルを保存してください。
保存したファイルを実行するとインストールが開始いたします。

①
②
③
④
⑤

⑥

⑦

⑧

⑨

【手順 ： AVR Studio5の場合】 〒５５６-０００５ 大阪市浪速区日本橋４-６-７
[ＴＥＬ]０６-６６４４-４５５５/[ＦＡＸ]０６-６６４４-１７４４
[営業時間]ＡＭ１０:００～ＰＭ８:００ 年 中 無 休

キット販売元:デジット営業所

ＡＶＲトレーニングボード基板

￥２,９００-

高性能マイコンＡＴｍｅｇａ１６８を使用した
マイコントレーニングボードキット

初めての方はまず
　　　　　　コレから！

ＡＴｔｉｎｙ２３１３
　　　マイコンボードキット

3W型ハイパワー
　　　　LEDは別売

通常価格:￥1,300-

通常価格:￥1,200-
[基板完成品] [基板完成品] [基板完成品]

通常価格:￥1,800-

ＬＣＤで温度を表示！
ＬＣＤは別売です。

通常価格:￥1,300-

ＡＢＬ-１２８
[基板完成品]

ＡＢＬ-１６８

ＵＳＢにつなぐだけでユーザープロ
グラムを書込み・実行できるライタ
不要のマイコンボード

[基板完成品]
ＡＢＬ-３２８

DCモータドライバICを使用してDCモー
タの回転を制御する回路実験基板。
AVRトレーニングボード
に接続して使用。

DCモータドライバICを使用してDCモー
タの回転を制御する回路実験基板。
AVRトレーニングボードに接続して使用。

DCモータ付属！

ステッピングモータ
　　　　　　　　　ドライブ基板

ステッピングモータ
　　　　　　は別売です。

通常価格:￥1,250-

オリジナルナイトライダー１６
８モードバージョン

ＤＮＲ-１６

ＬＥＤ１６個をプログラムにより８種類のパターン
８段階のスピード、明るさを切り替えて点灯させる
オリジナルナイトライダーキット。

ＡＴｔｉｎｙ２３１３
バーサライト基板キット

１６個のＬＥＤを一定間隔で点灯
基板を左右に振ると文字や模様が
残像現象によって浮かび上がる！


