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アマチュア無線の醍醐味,ここにあり

刊行形態 雑誌増刊

シリーズ名 CQ ham radio 増刊

巻数 1

判型式 B5判

ページ数 128ページ

CQ ham radio 増刊 No.1 HF交信入門マニュアル

奥付発行日 2016年03月01日

ISBNｺｰﾄﾞ雑誌ｺｰﾄﾞ 04208-03

CQ ham radio

2016年02月13日 発売予定の新刊案内をお届けします．

概要文:

　HF交信をこれから始めたい，さらにステップアップしたいというハム必見です．充実したハムライフを送る
ための1冊として，ぜひお楽しみください．
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販売形態: 委託配本 扱い

 書名

        月          日

貴店印 注文数 CQ出版株式会社

CQ ham radio 増刊 No.1 HF交信入門マニュア
ル

アマチュア無線の醍醐味,ここにあり

CQ ham radio 増刊 1

+税

巻数

部

定価:

付録:

04208-03

 ISBNコード  
 雑誌コード

 本体価格 1800 円定 価  1,944 円

本体価格: 1800 円
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刊行形態 雑誌本誌

シリーズ名 別冊CQ ham radio

巻数

判型式 B5判

ページ数 128ページ

別冊CQ ham radio QEX Japan No.18

奥付発行日 2016年03月01日

ISBNｺｰﾄﾞ

CQ ham radio編集部 編

雑誌ｺｰﾄﾞ 07997-03

別冊CQ ham radio

2016年02月19日 発売予定の新刊案内をお届けします．

概要文:

  　◎全国・電波ホットスポット探検隊 好評連載中!!　アマチュア無線の技術を取り上げる雑誌として定着し
つつあるQEX Japan．No.18の特集は「マイクロウェーブ簡単入門『すぐできる5GHz FM/ATV通信』」を取
り上げます．手軽になった5GHz帯を無線局免許状に付加して，FMやATV通信を楽しんでみませんか．
 

　その他，巻頭特別企画「JARDアマチュア局保証業務を徹底解説」や製作記事や解説記事が多数掲載
されています．

販売形態: 委託配本 扱い

 書名

        月          日

貴店印 注文数 CQ出版株式会社

別冊CQ ham radio QEX Japan No.18

別冊CQ ham radio

+税

CQ ham radio編集部 編

巻数

部

定価:

付録:

07997-03

 ISBNコード  
 雑誌コード

 本体価格 1800 円定 価  1,944 円

本体価格: 1800 円
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月刊トランジスタ技術,Interface,Design Wave Magazine 10年分(2001-2010)から集大成

刊行形態 書籍

シリーズ名 アーカイブス

巻数

判型式 B5判

ページ数 80ページ

ARMプロセッサ活用記事全集[1700頁収録CD-
ROM付き]

奥付発行日 2016年03月01日

ISBNｺｰﾄﾞ 978-4-7898-4560-1

トランジスタ技術編集部 編

雑誌ｺｰﾄﾞ

2016年02月25日 発売予定の新刊案内をお届けします．

概要文:

　付属CDにARMプロセッサ活用関連記事，約1700頁分をPDFで収録．誌面は，解説とテーマごとに整理
した記事ダイジェストを掲載．
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販売形態: 委託配本 扱い

 書名

        月          日

貴店印 注文数 CQ出版株式会社

ARMプロセッサ活用記事全集[1700頁収録CD-ROM
付き]

月刊トランジスタ技術,Interface,Design Wave Magazine 10年分(2001
-2010)から集大成

アーカイブス

+税

トランジスタ技術編集部 編

巻数

部
978-4-7898-4560-1

定価:

付録: CD-ROM 1枚付

 ISBNコード  
 雑誌コード

 本体価格 5800 円定 価  6,264 円

本体価格: 5800 円
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まるごと解説! 基本からカメラ/オーディオ/解析まで! 有線LANも高速Wi-FiもOK

刊行形態 書籍

シリーズ名 ボード・コンピュータ

巻数

判型式 B5判

ページ数 248(4C;8)

すぐに作れる! ラズベリー・パイ×ネットワーク入
門

奥付発行日 2016年03月01日

ISBNｺｰﾄﾞ 978-4-7898-4710-0

Interface編集部 編

雑誌ｺｰﾄﾞ

2016年02月29日 発売予定の新刊案内をお届けします．

概要文:

ライブ・カメラやオーディオ/ラジオ・サーバ，セキュリティ・サーバ，電話交換サーバ，パケット蓄積&発生
装置を製作．また，どのようなしくみで通信が成り立つのかも解説．
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販売形態: 委託配本 扱い

 書名

        月          日

貴店印 注文数 CQ出版株式会社

すぐに作れる! ラズベリー・パイ×ネットワー
ク入門

まるごと解説! 基本からカメラ/オーディオ/解析まで! 有線LANも高速
Wi-FiもOK

ボード・コンピュータ

+税

Interface編集部 編

巻数

部
978-4-7898-4710-0

定価:

付録:

 ISBNコード  
 雑誌コード

 本体価格 2700 円定 価  2,916 円

本体価格: 2700 円
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アニメーションOKの高速応答タイプから400×240の高精細タイプまで

刊行形態 書籍

シリーズ名 電子工作Hi-Techシリーズ

巻数

判型式 B5変型判

ページ数 240ページ

スイスイ描けるMyグラフィック表示器作り

奥付発行日 2016年03月01日

ISBNｺｰﾄﾞ 978-4-7898-4576-2

石神 芳郎 著

雑誌ｺｰﾄﾞ

2016年02月29日 発売予定の新刊案内をお届けします．

概要文:

　グラフィック液晶のGLCD(128×64ピクセル)とHR-TFT(400×240ピクセル)とつながるインテリジェントな
グラフィック・コントローラを作り，データ・ロガーなどに活用します．
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販売形態: 委託配本 扱い

 書名

        月          日

貴店印 注文数 CQ出版株式会社

スイスイ描けるMyグラフィック表示器作り

アニメーションOKの高速応答タイプから400×240の高精細タイプま
で

電子工作Hi-Techシリーズ

+税

石神 芳郎 著

巻数

部
978-4-7898-4576-2

定価:

付録: CD-ROM 1枚付

 ISBNコード  
 雑誌コード

 本体価格 2700 円定 価  2,916 円

本体価格: 2700 円
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温度/位置/速度/力…外乱に強いフィードバック・システム作りと評価技術

刊行形態 雑誌増刊

シリーズ名 トランジスタ技術SPECIAL増刊

巻数

判型式 B5判

ページ数 240ページ

高効率・高速応答!サーボ&ベクトル制御 実用設
計

奥付発行日 2016年03月15日

ISBNｺｰﾄﾞ

渡辺 健芳 著

雑誌ｺｰﾄﾞ 16712

トランジスタ技術SPECIAL

2016年03月03日 発売予定の新刊案内をお届けします．

概要文:

電源コネクタを使用せずに非接触で電力を伝送するワイヤレス給電技術は，携帯電話やスマートフォン
などのモバイル機器や，電動歯ブラシや電気カミソリなどの電気用品ですでに実用化され普及が進んで
います．ワイヤレス給電技術には，電磁誘導，電界結合，それらに共振を利用した磁界共鳴，電界共鳴
などさまざまな方式があり，それぞれの長所を生かしたアプリケーションが模索されています．特集では，
磁界，電界，共振を利用した方式のそれぞれについて，現状の技術動向を詳解します．さらに，世界的
なワイヤレス給電の規格化の動向と現状，ワイヤレス給電システムの測定/評価技術について解説します
．
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販売形態: 委託配本 扱い

 書名

        月          日

貴店印 注文数 CQ出版株式会社

高効率・高速応答!サーボ&ベクトル制御 実用
設計

温度/位置/速度/力…外乱に強いフィードバック・システム作りと評価
技術

トランジスタ技術SPECIAL増刊

+税

渡辺 健芳 著

巻数

部

定価:

付録: CD-ROM 1枚付

16712

 ISBNコード  
 雑誌コード

 本体価格 3600 円定 価  3,888 円

本体価格: 3600 円


