
インタフェース付き

タッチパネルCDシリーズタッチパネルCDシリーズタッチパネルCDシリーズ
瞬低対策用電源装置

型式 : TPC-F019C19S(S7X)型式 : TPC-F019C19S(S7X)
価格 : 価格 : ￥256,400-256,400-
型式 : TPC-F019C19S(S7X)
価格 : ￥256,400-

パネルコンピュータパネルコンピュータ パネルコンピュータ＋I/Oパネルコンピュータ＋I/Oパネルコンピュータ
屋外での使用にも耐えられる 屋外での使用にも耐えられる 耐環境性 耐環境性 を持ったを持った
タッチパネル一体型 タッチパネル一体型 の組み込み向けの組み込み向け
小型コンピュータ。小型コンピュータ。

新登場新登場新登場

パネルコンピュータ＋I/O

耐環境性 耐環境性 を持ったタッチパネルと を持ったタッチパネルと 豊富なI/O 豊富なI/O を自由にを自由に
組み合わせることで制御システムから案内端末まで様々な組み合わせることで制御システムから案内端末まで様々な
用途で活用いただけます。用途で活用いただけます。

(100台購入時単価)

型式 : TIO-B2937A（S7X)型式 : TIO-B2937A（S7X)
価格 : ￥238,300-価格 : ￥238,300-
型式 : TIO-B2937A（S7X)
価格 : ￥238,300-

(100台購入時単価)

型式 : JPS-BUTPC2型式 : JPS-BUTPC2
価格 : ￥35,900-価格 : ￥35,900-

電池(eneloop)は別売電池(eneloop)は別売

型式 : JPS-BUTPC2
価格 : ￥35,900-

電池(eneloop)は別売
上記以外に 9種類 の構成が選択できます。

10インチ19インチ

167167

2929

109109167

29

109

省エネCDシリーズ省エネCDシリーズ省エネCDシリーズ
はがきサイズコンピュータ

はがきサイズ
はがきサイズ のコンピュータ
CPU : Intel Atom E3845 1.91GHz (Bay Trail)
OS : Windows Embedded Standard 7
　　  (64bit)（日/英/中：出荷時起動日本語)
メモリ : 2GB(4GB)
起動デバイス : SSD 16GB(32GB)
補助デバイス : CFast 未実装
                     (4GB/8GB/16GB/32GB)
ディスプレイ : DisplayPort v1.1a×1
LAN : 1Gbps×2
USB : 3ポート(USB2.0×2, USB3.0×1)

単位[mm]

DVI-I(アナログ)対応

お求めやすいコンピュータお求めやすいコンピュータ
DVI-I(アナログ出力)DVI-I(アナログ出力) に対応に対応し、し、
既存システムの置き換えに最適既存システムの置き換えに最適
DVI-I(アナログ出力) に対応し、
既存システムの置き換えに最適
Atom Atom E3826(2コア)搭載モデルも準備中E3826(2コア)搭載モデルも準備中

新登場新登場新登場

型式 ： ETC-G019(S7X)
価格 ： ￥131,200-

(100台購入時単価)

型式 ： ETC-G119(S7X)
価格 ： ￥139,200- 

(100台購入時単価)

型式 ： ETC-GP15(S7)
価格 : ￥89,900-

(100台購入時単価)

瞬低対策用電源装置

(100台購入時単価)

型式 : JPS-BUSTC
価格 : ￥27,000-
 
電池(eneloop)は別売

お求めやすい価格
E3826(2コア) 搭載の
お求めやすいコンピュータ

上記以外に 34種類 のカード型モジュール
から選択できます。

型式 ： FPC-B019(S7X)K01型式 ： FPC-B019(S7X)K01
価格 ： 価格 ： ￥154,400- ￥154,400- (100台購入時単価)(100台購入時単価)
型式 ： FPC-B019(S7X)K01
価格 ： ￥154,400- (100台購入時単価)

※ 動作温度範囲 0℃～＋50℃ / FAN付 ※ 動作温度範囲 0℃～＋50℃

コンピュータ＋カード
カード型モジュールをカード型モジュールを
最大4枚 最大4枚 まで組込可能な小型計測制御まで組込可能な小型計測制御
コントローラ。必要なインタフェースをコントローラ。必要なインタフェースを
自由に組み合わせることができます。自由に組み合わせることができます。
CSI-291144相当×1組込CSI-291144相当×1組込
20MSPS DIO32点TTL(DMA転送)20MSPS DIO32点TTL(DMA転送)

狭所への設置
インタフェース部を
片面に集中 狭所等への設置を
考慮しました。

型式 : ETC-G919(S7X)型式 : ETC-G919(S7X)
価格 : 価格 : ￥196,000-196,000-

(100台購入時単価100台購入時単価)

型式 : ETC-G919(S7X)
価格 : ￥196,000-

(100台購入時単価)

ストレージ強化
起動デバイスSSD(8GB)と
CFast×３スロット
を搭載し、データストレージを強化。

型式 : ETC-G819(S7X)型式 : ETC-G819(S7X)
価格 : 価格 : ￥198,400- 198,400- 

(100台購入時単価100台購入時単価)

型式 : ETC-G819(S7X)
価格 : ￥198,400- 

(100台購入時単価)

コンピュータ＋I/O
計測制御向けの 計測制御向けの 豊富な豊富なI/OI/O
[前面]デジタル入出力：共用32点[前面]デジタル入出力：共用32点
         RS-485：1ch         RS-485：1ch
[背面]アナログ入力：S16/D8ch[背面]アナログ入力：S16/D8ch
         アナログ出力：4ch         アナログ出力：4ch
         RS-232C：1ch         RS-232C：1ch

上記以外に 9種類 の構成が選択できます。

型式 ： IUC-B2934(S7X)
価格 ： ￥184,000- 

(100台購入時単価)

瞬低対策用電源装置
JPS-BUSTC

瞬低対策用電源装置
JPS-BUTPC2

型式 : JPS-BUETCA
価格 : ￥28,800-
 
電池(eneloop)は別売

A5サイズコンピュータ

新登場新登場新登場 新登場新登場新登場

A5サイズ のコンピュータ
CPU : Intel Atom E3845 1.91GHz (Bay Trail)
OS : Windows Embedded Standard 7
　　  (64bit)（日/英/中：出荷時起動日本語)
メモリ : 4GB(8GB)
起動デバイス : CFast 16GB(32GB)
補助デバイス : CFast 未実装
                     (4GB/8GB/16GB/32GB)
ディスプレイ : DisplayPort v1.1a×1
LAN : 1Gbps×2
USB : 5ポート(USB2.0×4, USB3.0×1)

型式 : ETC-F019(S7X)
価格 : ￥186,400-

DVI-I(アナログ)対応

DVI-I(アナログ出力)DVI-I(アナログ出力) に対応し、に対応し、
既存システムの置き換えに最適既存システムの置き換えに最適

お求めやすい価格

E3826(2コアE3826(2コア) 搭載し搭載し
インタフェースをインタフェースを
必要最小限に絞りました。必要最小限に絞りました。

コンピュータ＋I/O
計測制御向けの 計測制御向けの 豊富なI/O豊富なI/O
[前面]カウンタ：2ch, USB：1ポート[前面]カウンタ：2ch, USB：1ポート
[背面]デジタル入力：32点, デジタル出力：32点[背面]デジタル入力：32点, デジタル出力：32点
        アナログ入力：8ch, アナログ出力：6ch        アナログ入力：8ch, アナログ出力：6ch

設置方法考えました
インタフェース部を片面に集中
片側をすっきり使いやすくしました。

ストレージ強化
2.5インチ HDD×2を搭載し2.5インチ HDD×2を搭載し
RAID 0 / 1RAID 0 / 1 に対応。 に対応。
データサーバに最適データサーバに最適

瞬低対策用電源装置
各CDシリーズと本製品を接続することにより、各CDシリーズと本製品を接続することにより、
瞬低が発生しても継続動作することができます。瞬低が発生しても継続動作することができます。
市販のeneloop pro(単三型)が利用でき、市販のeneloop pro(単三型)が利用でき、
電池の取り替えも容易に行うことができます。電池の取り替えも容易に行うことができます。

各CDシリーズと本製品を接続することにより、
瞬低が発生しても継続動作することができます。
市販のeneloop pro(単三型)が利用でき、
電池の取り替えも容易に行うことができます。

式
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E3826(2コア) 搭載し
インタフェースを
必要最小限に絞りました。

DVI-I(アナログ出力) に対応し、
既存システムの置き換えに最適

型式 : ITC-B3620(S7X)
価格 : ￥319,300-

(100台購入時単価)

型式 : ETC-F919(S7X)
価格 : ￥190,300-

(100台購入時単価)

型式 : BOX-F019(S7X)
価格 : ￥226,400-

(100台購入時単価)

型式 : ETC-FA19(S7X)
価格 : ￥194,400-

(100台購入時単価)(100台購入時単価)

型式 : ETC-FP15(S7)
価格 : ￥136,800-

(100台購入時単価)

(100台購入時単価)

(100台購入時単価)

瞬低対策用電源装置
JPS-BUETCA

A5サイズ

単位[mm]

※ HDD搭載モデル：＋5℃～＋50℃上記以外に 16種類 の構成が選択できます。

2.5インチ HDD×2を搭載し
RAID 0 / 1 に対応。
データサーバに最適

耐環境性 を持ったタッチパネルと 豊富なI/O を自由に
組み合わせることで制御システムから案内端末まで様々な
用途で活用いただけます。

計測制御向けの 豊富なI/O
[前面]デジタル入出力：共用32点
         RS-485：1ch
[背面]アナログ入力：S16/D8ch
         アナログ出力：4ch
         RS-232C：1ch CSI-291144相当×1組込

20MSPS DIO32点TTL(DMA転送)

新登場新登場新登場

Atom Atom E3826(2コア)搭載モデルも準備中E3826(2コア)搭載モデルも準備中Atom E3826(2コア)搭載モデルも準備中

計測制御向けの 豊富なI/O
[前面]カウンタ：2ch, USB：1ポート
[背面]デジタル入力：32点, デジタル出力：32点
        アナログ入力：8ch, アナログ出力：6ch

[下面]デジタル入出力：共用32点[下面]デジタル入出力：共用32点[下面]デジタル入出力：共用32点

車載CDシリーズ車載CDシリーズ車載CDシリーズ

屋外での使用にも耐えられる 耐環境性 を持った
タッチパネル一体型 の組み込み向け
小型コンピュータ。

カード型モジュールを
最大4枚 まで組込可能な小型計測制御
コントローラ。必要なインタフェースを
自由に組み合わせることができます。

オプション 瞬低対策用電源装置, 防湿・耐腐食性ガスコーティング, スクリーニング出荷, 修理サービス延長契約, 定額修理契約瞬低対策用電源装置, 防湿・耐腐食性ガスコーティング, スクリーニング出荷, 修理サービス延長契約, 定額修理契約瞬低対策用電源装置, 防湿・耐腐食性ガスコーティング, スクリーニング出荷, 修理サービス延長契約, 定額修理契約

選べるOS選べるOS(Windows 7(Windows 7, , Windows Embedded Standard 7Windows Embedded Standard 7, , Windows 10 IoT Enterprise)Windows 10 IoT Enterprise)選べるOS(Windows 7, Windows Embedded Standard 7, Windows 10 IoT Enterprise) マルチコア/リアルタイム処理強化マルチコア/リアルタイム処理強化(Interface Linux System）(Interface Linux System）マルチコア/リアルタイム処理強化(Interface Linux System）

高速CPU(4コア)高速CPU(4コア)高速CPU(4コア) PowerON起動PowerON起動PowerON起動 堅牢筐体堅牢筐体堅牢筐体 豊富なI/O豊富なI/O豊富なI/O耐振動 / 対衝撃(5G / 100G)耐振動 / 対衝撃(5G / 100G)耐振動 / 対衝撃(5G / 100G)超小型コンピュータ超小型コンピュータ超小型コンピュータ

OSのROM化OSのROM化OSのROM化 温度拡張－30℃～＋70℃温度拡張－30℃～＋70℃温度拡張－30℃～＋70℃ 電源電圧＋7V～＋37V電源電圧＋7V～＋37V電源電圧＋7V～＋37V電源ブチ切り対応電源ブチ切り対応電源ブチ切り対応 セキュリティ機能セキュリティ機能セキュリティ機能

長期保守長期保守長期保守産業用グレード部品採用産業用グレード部品採用産業用グレード部品採用 産業用SLCタイプSSD採用産業用SLCタイプSSD採用産業用SLCタイプSSD採用 長期供給, 設計資産の継続長期供給, 設計資産の継続長期供給, 設計資産の継続 互換性維持互換性維持互換性維持

※ 動作温度範囲 0℃～＋50℃

※ 動作温度範囲 0℃～＋50℃

Atom E3826(2コア)搭載モデルも準備中

TEL L ： 050-3032-9900 050-3032-9900
FAX FAX ： 050-3032-9901 050-3032-9901

URLURL ： www.interface.co.jp  www.interface.co.jp 
E-mail E-mail ： support@interface.co.jp support@interface.co.jp

詳しくは詳しくはwebsitewebsiteまでまで

製品の仕様、デザイン、価格については、予告なく変更する場合があります。本広告に記載した会社名、商品名は、各会社の商標または登録商標です。  SAMT-16-000056-01

wwwwww.interface.co.jp  interface.co.jp  wwwwww.interface.co.jp  interface.co.jp  
☎


