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お取り扱い商材のご紹介

ユニ電子株式会社

商品の問合せ先
TEL : 03-6811-7478 (東京)

: 06-4805-8230 (大阪)
FAX : 03-5463-3355 (東京)

: 06-4805-8231 (大阪)
Email : uni@uni-elec.co.jp
URL : http://www.uni-elec.co.jp
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会社紹介

製品の特長

実績

HP：http://www.seongji.co.kr/

SJT（エスジェーティー）Seong-Ji Groupe

車載、産業用途向け静電タッチパネル/静電タッチスイッチ

車載向け実績

■タッチパネル専業メーカー
■2インチ～50インチクラスまでのサイズに対応
■車載、産業用途に特化し安定生産にフォーカス
■超短納期開発体制
■車載、産業分野の要求に対する各種カスタム対応
■IATF16949取得工場による前工程、後工程一貫生産
■国内カーナビメーカー（Tier1)への採用実績
（OEM / DOP / After Marketへの多くの実績）

本社所在地：韓国 （本社機能・R&D・生産）
事業内容：静電タッチパネル/タッチスイッチの開発・製造・販売

■T社向けカーナビ（OEM・DOP）
■H社向けカーナビ（OEM）
■N社向けディスプレイオーディオ（OEM)
■S社向けカーナビ（OEM）
■P社向けカーナビ（After Market）
■海外メーカー向けカーナビ（G社、B社他）
■K社向けMFP(Multi-Function-Printer)

産業向け実績 製品イメージ

ディスプレイ製品
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会社紹介

製品の特長

実績

HP：https://www.atpinc.com/jp

ATP Electronics

高耐久性NANDフラッシュストレージ製品及びDRAMメモリーモジュール

・ネットワーキング/テレコム
・IoT機器
・ファクトリーオートメーション
・産業機器/組み込みPC
・エンタープライズモビリティ

・ヘルスケア/医療機器
・車載インフィテインメント
・船舶機器/鉄道機器
・航空電子機器/軍事機器

車載、ヘルスケア、テレコム、IoT、航空機器や多くの工業機器に高い信頼性、
耐久性、パフォーマンス性能を持つソリューションを提供

■NANDウェハー加工工程から全ての製造工程・品質を管理
■インダストリアル・車載等の要求が厳しいアプリケーションに特化
■製品出荷前に自社開発による機能テストを全数実施
■顧客・アプリケーション要求に対応した各種カスタム対応
■米国Micron社を中心に、パートナー企業との強力なパートナー
シップによる長期安定供給を実現

本社所在地：台湾 台北市
自社工場：台湾 高雄市 日本オフィス：東京都品川区

事業内容：メモリカード、SSD、マネージドNAND、DRAMモジュール製造・販売

メモリー製品
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Logttaシリーズ（ログッタ シリーズ）

会社紹介

所在地：東京都品川区

事業内容：自社開発センサーの販売

製品の特長

1. シリーズの種類は温湿度、CO2、加速度センサーに
加え、アナログセンサー変換ユニットがある。

2. Bluetooth Low Energy（BLE）通信によるIoT
市場に特化し、電池駆動が可能で小型・軽量のセ
ンサー

3. センサー単独でログ機能がある。

実績

・屋内、冷蔵庫の温湿度モニタリング（温湿度センサー）
・ホテルや病院のロビーなどの換気モニタリンツ（CO2センサー）

メーカーHP：http://www.uni-elec.co.jp/logtta_page.html Logtta（ログッタ）シリーズはユニ電子株式会社が自社開発するセンサーです。IoT市場
の様々なシーンに利用が可能です。Logttaをベースにしたカスタム開発なども可能です。

Bluetooth Low Energy通信のセンサー/ロガー

温湿度センサー（標準）
室内の温湿度監視に

CO2センサー

温湿度センサー（防水）
植物工場など

温湿度センサー（FPC）
冷蔵庫・保冷庫の内部

加速度センサー
アナログセンサー
変換ユニット

IoT製品
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会社紹介

製品の特長

HP：https://www.sunplus.com/

SUNPLUS（サンプラス）

CarPlay/Android Auto対応Display Audio、先進運転支援システム(ADAS)、HD Audio Processor

■CP/AA対応Display Audio (SPHE8368 series)
・ARM Cortex-A55 Dual/Quad core
・AVM/ADAS機能の3Dモデルをサポートする3D GPU搭載
・独立した高性能Audio DSP
・IVI + クラスター用デュアルディスプレイ対応
・豊富なA/V入力
・自社ラボによるCarPlay ITU-Tテストサービス

■ADAS (SPHE670x series)
・ARM Cortex-A55 Quad core
・独立した高性能Audio DSP
・高性能3D GPU
・豊富なインターフェイス(BT1120,USB,SDIO,UART,I2C…)
・Full HDエンコーダ/デコーダ

■HD Audio Processor (SPA300 series)
・32-bit RISC CPU, 32-bit Multi-core DSPs
・内蔵128Mb DDR
・16～512Mb SPI NOR Flash用1/2/4bit SPI Flashインターフェイス
・Dolby ATMOS (Dolby DAP含む)をサポート
・DTS:X (+DTS Virtual:X)をサポート
・MP3/AAC/HEAAV/WMA/WMA Pro/FLAC/ALAC/WAV HiRes
デコーダをサポート

本社所在地：台湾、新竹サイエンスパーク
設立 ：1990年

In Put

SPHE8368-PJ

Rear Seat

BGA422

USB Servo 

(Optional)

ADC

DAC

Camera  in

Mic in

AUX in

BT HCI

TTL/LVDS Panel

T-CON

EC/NR

3D GPU

L/R

L/R

TDM

SPHE888

Audio AMP

UART

Out Put

In Put / Out Put

MIPI

DSP

SD USB
NAND Flash DDR3

DDR3

MCU

T-BOX

GPS

UARTI2C

半導体・電子部品
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SENSIRION AG（センシリオン）

会社紹介

所在地：神奈川県横浜市（本社：スイス）

事業内容：各種センサー

製品の特長

・温湿度センサー： 超小型、低消費電力、高精度
・CO2センサー： 超小型PA方式、環境モニター
・液体流量センサー ：医療機器、半導体製造装置
・ガス流量センサー： 医療機器、ガスメーター
・微差圧センサー： 医療機器、クリーンルーム
・PMセンサー： 室内環境モニター
・VOCセンサー： 室内環境モニター

実績

・自動車の室内の温湿度測定に利用
・医療機器の呼吸の吸排出量の測定に利用

メーカーHP：https://sensirion.com/ センシリオン社は従来のCO2センサーのサイズを7倍も小さくする技術の開発であったり、初め
てシロキサンに耐性があるガスセンサーの開発など、信頼性がありながら小型化する技術力を
特徴としてセンサーメーカーです。

最先端のMEMS技術を用いたセンサーカンパニー

湿度センサー（静電容量方式） CO2センサー（PA方式）

超小型液体流量センサー 気体流量センサー

半導体・電子部品
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会社紹介

製品の特長

実績

HP：https://www.semtech.com/

SEMTECH（セムテック）

ESDプロテクション、 LoRaネットワーク(WALP)、CAPセンサ（高感度静電センサ）

■ESDプロテクションダイオード
・ESD保護特性に優れ高速ライン対応が可能
・安定した納期対応可の為、現在置き換え検討依頼多数
■LoRaネットワークソリューション
・SEMTECHが策定したLPWA無線通信方式
・ローパワー、長距離通信
・920MHz帯周波数を使用し免許不要
■CAPセンサ
・超高感度静電センサ
・非接触スイッチ対応

本社所在地：アメリカ
事業内容：ESDプロテクション、 LoRa (WALP), CAPセンサ

■ESDプロテクション：TV、PCのHDMI保護、USB保護他多数
■LoRa：各種IoT向けに多数実績
■CAPセンサ：スマホ、ヘッドフォン等に多数実績

LoRa(WALPネットワーク）

ESDプロテクション

CAPセンサ

■HDMIのESDプロテクション
■USBのESDプロテクション
■LANのＥSDプロテクション
他社で対応できない高速通信ラインのプロテクションが可能

■人体近接検知他

IoT製品
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Sensory,Inc.(センサリ社)

会社紹介

所在地：神奈川県横浜市（本社：米国）

事業内容：音声認識ソフト、顔認証ソフト

製品の特長

・高度な音声認識を低価格なソフトウェアで実現させる。
・特定話者、不特定話者の音声認識が可能。
・AI技術と独自のアルゴリズムで信頼性の高い顔認
証・音声認識。
・「サウンド認証」ガラスの割れる音、犬の吠える音、ア
ラーム音、サイレン、銃声などの音を認証させることも可能。
・「顔認証」はスマートフォンやタブレットPC、または金融機
関などセキュリティが必要なアプリにも。

実績

・Canon(ﾊﾟﾜｰｼｮｯﾄﾋﾟｯｸ)、サムスンスマートスピーカ、冷蔵庫

・LG OLED TV、NEC LivePC、みずほ銀行、ノキア9スマホタブレット

メーカーHP：https://www.sensory.com/ ■音声認識ウェイクワードには、「Ok Google、Alexa、Hey Siri」などがあります。今日のウェ
イクワードの音声認識は、クラウド処理とAIを使用して可能になります。Sensoryのウェイク
ワードとフレーズ認識エンジンはさらに進み、高精度、高セキュリティのエンジンを提供します。

音声認識ソフト・TrulyHandsfree™、顔認証ソフト・TrulySecure™

音声認識・顔認証

https://www.sensory.com/
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ELT Sensor（イー・エル・ティ―・センサー）

会社紹介

所在地：韓国

事業内容：各種ガスセンサーの製造・販売

製品の特長

【CO2センサー】
長年の市場実績があるNDIR方式で、シングル・デュアル
タイプや、低濃度から高濃度までカバーする。経年劣化
が少なく、長寿命であることが特徴。モジュールだけでなく
トランスミッター、モニターなどの完成品も販売する。
【メタン、エチレン、プロパン、ブタンセンサー】
ピンコンパチで様々な種類のガスセンサーのラインナップ。

実績

・農業用のCO2モニタリングシステム

・学校等の換気モニター用

メーカーHP：http://www.eltsensor.co.kr/jp/main センシリオン社は従来のCO2センサーのサイズを7倍も小さくする技術の開発であったり、初め
てシロキサンに耐性があるガスセンサーの開発など、信頼性がありながら小型化する技術力を
特徴としてセンサーメーカーです。

ガスセンサー専門メーカー

CO2センサー（NDIR方式） CH4/C2H4/C3H8/C4H10センサー
（メタン、エチレン、プロパン、ブタン）

CO2トランスミッター モニター（CO2、CO、VOC）

半導体・電子部品
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会社紹介

製品の特長

実績

■RFコネクタ
・省スペースで高パフォーマンスのアンテナ接続用小型RF同軸コネクタ
・20億個以上のMHF®コネクタの販売実勢により、業界スタンダード化
・5G、Wi-Fi6等の新たな通信規格対応品もリリース
・ケーブルバリエーションも充実
■細線同軸コネクタ
・近年の機器内の信号速度の高速化に伴い、伝送優位性の高い細線同軸
ケーブルが必要となるケースが増える
・I-PEXは細線同軸ケーブル用コネクタのパイオニアであり、ノートパソコンのパ
ネル接続用コネクタとして市場シェア No.1
■FPC/FFC、BtoBコネクタ
・メカニカルロック、オートロックによる高い保持力（FPC、FFC)
・高速伝送、高耐熱設計により車載むけアプリにも対応（FFC）
・高速伝送、EMC性能向上による、5G通信への対応（BtoB）

HP：https://www.corp.i-pex.com

本社所在地：京都市伏見区桃山町
事業内容：コネクタ及びエレクトロニクス機構部品

■スマートフォン、タブレット、ノートブックパソコン、通信モジュー
ル、車載インフォテイメントボード、コンシューマゲーム機

RFコネクタ MHFシリーズ
・超低背コネクタ
・AWG30-36の多様なケーブルサイズに適合
・中心導体と外部導体の一括無ハンダ結線技術
（無半田の結線は、電気特性のばらつきが少ない)
・ケーブルハーネス品での供給が可能

細線同軸 CABLINEシリーズ
・充実した芯数ラインアップ
・メカニカルロック機構など多様なオプション装備
・メタルシェル構造によるEMI対策
・誤嵌合防止構造により作業の継続性を向上

FPC/FFCコネクタ MINIFLEX、EVAFLEXシリーズ
・独自のアクチュエータ形状による半ロック防止
・空閉じ操作も問題なし
・切欠FPC対応品はFPC保持力がさらに向上（LK）

BtoBコネクタ NOVASTACKシリーズ
・プラグ/レセプタクル全ての信号端子をシールドで囲う構造に
より、360度の優れたEMIシールド性を実現
・アンテナの近くにコネクタを配置する自由な基板設計が可能

I-PEX株式会社

高周波・高速伝送用小型コネクタ

半導体・電子部品
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会社紹介

製品の特長

実績

HP：https://www.corp.i-pex.com

本社所在地：京都市伏見区桃山町
事業内容 ：コネクタ及びエレクトロニクス機構部品事業

自動車電装・関連部品事業
半導体設備及びその他の事業

I-PEX株式会社

熱硬化性樹脂成型

■熱硬化樹脂成型（トランスファー成型）
■PPS材等と比較し、樹脂収縮量が小さいため、
為寸法精度に優れ、全体が均一に硬化する為
成型後の反りや歪が少ない

■加熱することで硬化する為、耐熱性に優れている
■成形品の軽量化・防水対応・強度向上・価格低減・
組み立て作業低減等が可能

■製品仕様に合わせた材料提案が可能

自動車用カードキー基板一括封止品
（国内自動車メーカー）

■コネクタ部の一体成型も可能
■-40～125℃対応
■対応可能サイズは100mmｘ300mmまで
（樹脂使用量との兼合いもある為、製品サイズは都度ご相談）
■トランスファー成型装置の製造販売も行っており、トランスファー成型装置
での取引も可能

■対応工場
国内工場：小郡・大刀洗・大野城・山梨
海外工場：上海・アラバマ・マレーシア・タイ・フィリピン

■上記全工場でIATF16949取得済

半導体・電子部品
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会社紹介

製品の特長

実績

HP：https://www.sunelec.co.jp/jp/

本社所在地：大阪府四條畷市
事業内容：アルミ電解コンデンサの設計・製造・販売

サン電子工業株式会社

ハイブリッド電解コンデンサ「EP-cap」シリーズ ■アルミ電解コンデンサと比較し性能と寿命の優位性
・アルミ電解コンデンサ ⇒ 125℃/2,000時間程度
・EP-cap ⇒ 125℃/4,000時間と約2倍！！

■性能面でアルミ電解コンデンサを複数使用されている場合、
EP-cap ×1個で置き換え提案も可能

■アルミ電解コンデンサよりもESRとリプル電流に優れている
■機器の小型化・低背化の貢献
■員数の低減に貢献
■AEC-Q200取得済
■車載用途で約3億個/年の実績（EP-capのみ）
■100%国内生産（島根県 出雲工場）

※一般電解コンデンサもラインアップしております

・電動オイルポンプ
・EPS
・車載インバーター
・EFI(フューエルインジェクション）
・DCDCコンバーター

・ボディコントロールモジュール
・車載USB給電 車載非接充電
・ブレーキ関連
・ADAS
・メーター

機器の小型化・低背化の貢献！！
員数の低減に貢献！！

半導体・電子部品
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会社紹介

製品の特長

実績

HP：https://www.sunelec.co.jp/jp/

所在地：山口県下関市 （本社：大阪府四條畷市）
事業内容：DC-DCコンバータ、AC-DC電源、高密度設計基板の設計・製造

サン電子工業株式会社

EMS（生産受託サービス）

■DC-DCコンバータ
DSCや監視カメラ等、小形高効率で省電力、省資源
時代に対応

■AC-DC電源
電流共振コンバータの採用による高効率かつ低ノイズ、
各種保護機能にも対応

■OEMアッセンブリー
プリント基板の設計、材料調達から組立完成品での
納入を行っており、製造ラインの24時間稼働と合わせ、
生産数量に関わらず一貫した受注体制 での対応が可能

•ＬＥＤ照明用AC-DC
•プロジェクター用AC-DC
•射出成形機用電源
•インバータコントロール基板
•水道メーター用基板
•パチンコ電飾基板
•アミューズメント用電源基板
•在宅医療支援システム

•デジタルカメラ用DC-DC
•プロジェクター用DC-DC
•監視カメラ用DC-DC
•電動灯油ポンプ
•園芸センサー付き給水制御器

•船舶用モーター制御表示基板
•セキュリティ機器用センサー基板
•業務用ヘアアイロン温度制御基板
•携帯電話基板
•アーケードゲーム制御/電源基板
•ＰＣマザーボード基板
•カーナビ制御/電源基板
•自動ドア制御基板

EMS・受託開発
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会社紹介

製品の特長

実績

内橋エステック株式会社

温度ヒューズのパイオニア企業

・スイッチング電源 ・電子点灯管
・トランス ・バッテリーパックの保護回路
・モーター ・エアコン等の端子台
・バリスター ・家電ヒーター
・アダプタ ・基板上の部品保護（FET、抵抗、バリスタなど）

薄型で感音性に優れた新製品もラインアップ！

車載実績も豊富です！
■車載エアコン
■EV/HEV/PHEV
■充電スタンド
■電磁クラッチ
■車載カメラ etc

所在地：大阪市鶴見区 工場：ベトナム＆中国

事業内容：温度ヒューズ・ヒューズ抵抗器の製造販売

メーカーHP： https://www.uchihashi.co.jp/

■異常時に発熱体の温度を感知し回路を遮断、焼損防止

■フェールセーフ部品として最もシンプルな構造
■特殊合金の加工応用技術による製品開発
■材料から製品までの一貫生産体制
■ISO14001、ISO9001認証取得

電子部品
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会社紹介

製品の特長

実績

内橋エステック株式会社

はんだ・フラックス製品

各種棒はんだ/フラックス
・基板EMSメーカー各社
・各種電子部品
(トランス/モーター/バリスタ他)
・溶融はんだめっき電線

所在地：大阪市鶴見区 工場：同左
事業内容：はんだ・フラックスの製造販売

メーカーHP： https://www.uchihashi.co.jp/

■各種はんだ製品（鉛フリー対応）
■液状フラックス 樹脂系タイプ(無洗浄)・水溶性タイプ(洗浄)をラインアップ
製品：ハイパーフラックスAR-M1(樹脂系)：高固形分 ハロゲンフリー
用途：トランス・モーター等 電子部品端子はんだ付け etc

■狭ピッチ電極などのマイクロソルダリングに対応した極細ハンダもラインアップ
製品：やに入り極細線はんだ(組成：Sn-3Ag-0.5Cu)

ワイヤ最小径：Φ0.07㎜/5μm刻み加工
リボン最薄サイズ：厚み0.019㎜×幅0.2㎜

用途：極細同軸ハーネス vs 基板Assy etc
■ソルダファイバー・ソルダリボン(やに無し)
最小径Φ0.05㎜実績あり
各種はんだ組成・寸法カスタム対応
組成/加工例：低温Bi-Sn-Ag(140℃)、In-Sn(118℃)

ファイバー最小径φ0.2、リボン最薄0.08㎜×幅0.4㎜
用途：FPC等耐熱の低い微細実装 etc

■ISO14001、ISO9001認証取得

はんだ製品

鉛フリーやに入りはんだ

イメージ図

ファイバー形状 リボン形状

やに入り極細線ハンダ
・細線同軸ケーブル
（ノートPC/スマートフォン/ドローン/車載USB他）
・ファイバースコープ内視鏡、医療機器
ソルダファイバー/ソルダリボン
・ヒューズ用可溶合金
・パワーモジュール/その他ダイボンディング材
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ワイエステクノ株式会社

会社紹介

製品の特長

実績

■客先要求仕様に応じた生産工場の選定により下記の最適化が可能。
・コストパフォーマンス、品質管理レベル、生産能力
■工場側に自社スタッフを置くことにより下記の対応が可能。
・仕様変更時の迅速な対応
・的確な技術フォロー
・試作品の短納期対応
・不具合時の迅速対応
■下記認証取得
・ISO16949、ISO45001、ISO14001、ISO9000

HP：http://www.ystechno.com

本社所在地：神奈川県横浜市
事業内容：PCB/FPC/FFCの開発設計および製造

■Automotive：JVCKENWOOD、SONY、KYOCERA
■Camera：KONICAMINOLTA、NICON、CANON
■Office：PANASONIC、RICHO、ALPS
■Medical：FUJIFILM

客先
部品リスト
回路図
基板外形図
設計指示書

ワイエステクノ
部品登録
外形設計
部品配置
配線設計

図面・EQ作成
承認後、製造
GO

図面・EQ確認
及び承認

協力工場
基板製造
部品実装
検査
梱包・発送

設計/製造のフロー

PCB
・片面、両面、多層（4～
20層）
・各種表面処理対応
・インピーダンス要求に対応
・HDI基板
・放熱基板
・大型基板(600mmを超
えるサイズ）にも対応

FPC
・片面、両面、多層
・リジッド＆フレキ
・インピーダンス要求に対応
・長尺FPC
・車載LED/FPC

FFC
・各種折り曲げ対応
・シールド対応

各種基板 設計開発製造サービス

受託開発
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株式会社 北光

会社紹介

所在地：宮城県栗原市

事業内容：インサート成形、樹脂成形、金型製作

製品の特長

・金属部品のインサート成形技術の開発

・バスバー（金属端子）への電子部品実装のプロセス構築

・大型化・高精度化する自動車部品用金型等の製作力強化

・カスタム対応/幅広い機能の連携による一貫生産対応
（金型製作から対応できる会社は比較的に少ない）

・ISO14001、ISO9001、IATF16949認証取得

・成形品を生産して30年以上/実績品質十分の老舗製造メーカー

実績

・車載用電動コンプレッサ（Ｈ社、欧州車載メーカー）
・車載用コンバータ（Ｔ社）

メーカーHP：https://www.t-hokkoh.com/index.html
■得意分野

-スーパーエンプラ(PPS・PBT)のインサート成形について、バリやガスの対策に
力を入れており、品質安定性がある。

-薄板(1.0mm以下)のバスバー生産が得意。

-設備は充実したラインナップ。
→加工精度は±0.05mm以内で、10t-150t成形機で様々なニーズに合わせて提供可能

納入実績トータルとして、→
約1,000万個、30年間、各国内外の車両メーカーに採用

技術力 設備対応

コスト
品質
納期

インサート成形

脱炭素化に向けたエコカー生産の増加に伴い、部品の
電子化や複合化が進み、インサート成形加工品の
需要が増加。また、部品の安定供給の要求が増加。
北光は、それに特価した生産対応ができる。

成形品

https://www.t-hokkoh.com/index.html
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会社紹介

製品の特長

実績

HP：http://www.spjk.co.kr/page/sub_01_01.php?locale=ja_JP

Seong Pyeong CO., LTD.    

自動車・IT・電子製品用コネクタ

・自動車 ・携帯電話 ・家電 etc

本社所在地：韓国 慶南昌原市

■スチールと超硬部品の超精密金型製作の専門メーカー

■プレス金型の設計では韓国国内および海外でも認められている
高耐久性と高精密

■現在はコネクタのプレス生産ラインも新設したコネクタの生産メーカー

■IATF16949取得済

自動車用部品

携帯電話用部品

半導体・電子部品
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会社紹介

製品の特長

実績

VITZRO CELL CO.,LTD.

自動車・IT・電子製品用コネクタ

HP：http://www.vitzrocell.co.kr/

・スマートメーター
・オイル＆ガス ・ミリタリー
・スマートシティ
・オートモーティブ
・再生可能エネルギー etc

■リチウム1次電池メーカー（生産量世界第3位）
■高電圧 （3.6V）
■低い放電率 （年間1％未満）
■広範囲の使用温度範囲 （-55℃～85℃）
■巻線タイプ＆ボビンタイプ
■軍事＆産業用が主力
■複数のパテント保有
■原材料から最終製品まで対応
■TS16949取得済

本社所在地：韓国

電池製品


