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アロー・ユーイーシー・ジャパン、チップワンストップ
クアルコム社のSnapdragonTM
SnapdragonTM 410
410プロセッサを搭載した
プロセッサを搭載したDragonBoard
™410cを
410cを
クアルコム社の
プロセッサを搭載した DragonBoard™
米国アローエレクトロニクス社のグローバル独占販売権のもと発売開始
アロー・ユーイーシー・ジャパン株式会社および株式会社チップワンストップは、クアルコム社の
Snapdragon
Snapdragon™ 410プロセッサを搭載した
プロセッサを搭載したDragonBoard
プロセッサを搭載したDragonBoard™ 410cの発売を、
410cの発売を、米国アローエレクトロニクス社
とそのグループ会社のグローバル独占販売権のもと、日本国内にて販売を開始致します。
96Boards
96Boards™仕様（*）
）に基づくDragonBoard
DragonBoard™™ 410cは、32
32ビットと64
64ビットの動作が可能なコア当た
ビットの動作が可能なコア当た
り最大1.2GHz
1.2GHzのクロック速度のクアッドコア
のクロック速度のクアッドコア
のクロック速度のクアッドコアARM®Cortex
ARM®Cortex™A53から成る
から成るQualcomm®
Qualcomm® Snapdragon™
Snapdragon
410プロセッサを備えています。
プロセッサを備えています。
DragonBoard
DragonBoard™ 410cは、Android
410c
Android、Ubuntuベース
ベースLinux、
、Windows10
Windows10 IoTをサポートし、高度な処理能
IoTをサポートし、高度な処理能
力や、無線
力や、無線LAN、ブルートゥース、
、ブルートゥース、GPSの全てをクレジットカードサイズのボードに搭載して提供して
、ブルートゥース、
の全てをクレジットカードサイズのボードに搭載して提供して
います。また、
います。また、Qualcomm®
Qualcomm® Adreno™
Adreno 306 GPU
GPUにより、最大
により、最大13 MPのカメラをサポートする統合された
のカメラをサポートする統合された
ISPや、H.264
H.264（AVC）による
）による1080p
1080p HDビデオキャプチャや再生等、マルチメディアを含む豊富な機能
HDビデオキャプチャや再生等、マルチメディアを含む豊富な機能
をサポートするように設計されています。
また、IoT
IoT市場向けのコアテクノロジーである
市場向けのコアテクノロジーである
市場向けのコアテクノロジーであるWLAN、ブルートゥ
、ブルートゥース、
ース、GPSを搭載していることで、
を搭載していることで、
スマホ同様の無線機能により広範囲のアプリケーションに応用できます。
チップワンストップでは
チップワンストップではWebサイトにて
サイトにて1個からの小口販売対応、アロー・ユーイーシー・ジャパン
個からの小口販売対応、アロー・ユーイーシー・ジャパン
ではお客様向けシステムの量産対応及び、Snapdragon
Snapdragon™ 410プロセッサ組み込みに対する技術サポート
410プロセッサ組み込みに対する技術サポート
等を実施致します。
詳しい情報は、弊社
詳しい情報は、弊社Webサイト http://sp.chip1stop.com/dragonboard410cをご覧下さい。
http://sp.chip1stop.com/dragonboard410c をご覧下さい。
注文受付開始日：
販売価格：
出荷予定日：

2015 年 11 月 16 日（月）
11,000 円（税抜）
2015 年 11 月下旬より順次対応

(*) 96Boards™（
™（http://www.96Boards.org
http://www.96Boards.org）は、ソフトウェア、メーカー、組込系
http://www.96Boards.org）は、ソフトウェア、メーカー、組込系 OEM コミュニティにサービス提供を意
図してリナロ
図してリナロ（Linaro™）が主催する
™）が主催する 32 ビットおよび 64 ビットの ARM®オープンプラットフォームです。
オープンプラットフォームです。
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【www.chip1stop.com
www.chip1stop.comについて】
について】
株式会社チップワンストップが運営する電子部品・半導体の通販サイト。当Web
株式会社チップワンストップが運営する電子部品・半導体の通販サイト。当 Webサイトを通じて、エ
サイトを通じて、エ
レクトロニクス業界の設計・開発技術者及び購買担当者に対し、試作・開発用の少量多品種の電子部品・
半導体を、メーカーや品目の区別なく少量から一括かつ短納期で販売しております。
半導体を、メーカーや品目の区別なく少量から一括かつ短納期で販売しております。2015年
年9月26日現
日現
在、約1,400
1,400万点の部品情報（技術・在庫・価格・納期などの情報）データベースを保有し、約
万点の部品情報（技術・在庫・価格・納期などの情報）データベースを保有し、約
万点の部品情報（技術・在庫・価格・納期などの情報）データベースを保有し、約197,000
197,000
名（約76,000
76,000社）の登録
社）の登録Web会員の方にご利用いただいております。
会員の方にご利用いただいております。
Web サイトにおいては、商品データベース約
サイトにおいては、商品データベース約1,400万点は世界最大級。すぐにお届けできる即納在庫
万点は世界最大級。すぐにお届けできる即納在庫
点数は約230
230万点ご用意して
万点ご用意しています。また商品の検索では、電子回路設計におけるお悩みによって対策
います。また商品の検索では、電子回路設計におけるお悩みによって対策
品を探す、ニュース記事から関連商品を購入する、セレクションガイドから視覚的に商品を探す、など
様々な角度から商品をお探しできる専用ページを多数ご用意しております。
配送料は
配送料はWeb サイトからのご注文の場合、一件当たりの商品合計金額が5,000
サイトからのご注文の場合、一件当たりの商品合計金額が 5,000円（税別）未満の場合
円（税別）未満の場合
450円（税別）、
円（税別）、FAX
FAX からのご注文時には1,000
からのご注文時には1,000 円（税別）となります。なお、
円（税別）となります。なお、Web/FAX
Web/FAX 注文ともに
商品合計金額が
商品合計金額が5,000円（税別）以上の場合は、送料は無料となります。
円（税別）以上の場合は、送料は無料となります。
【株式会社チップワンストップ概要】
株式会社チップワンストップ概要】
商号
：株式会社チップワンストップ（Chip
：株式会社チップワンストップ（Chip One Stop, Inc.
Inc.）
代表者 ：代表取締役社長 高乗正行
本店
：〒
：〒222-8525
8525 横浜市港北区新横浜 3-19-1
1 LIVMO ライジングビル 10 階
東京支社：〒
東京支社：〒105-6235
6235 東京都港区愛宕 2-5--1 愛宕グリーンヒルズ MORI タワー 35 階
設立
：
：2001 年 2 月 9 日
資本金 ：
：10 億 6,728 万円
事業内容：
事業内容：電子部品・半導体のネット通販サイト「
電子部品・半導体のネット通販サイト「
電子部品・半導体のネット通販サイト「www.chip1stop.com
www.chip1stop.com」の運営
www.chip1stop.com」の運営
URL
：
：http://ir.chip1stop.com/
http://ir.chip1stop.com/
【アロー・ユーイーシー・ジャパン株式会社について】
商号
：アロー・ユーイーシー・ジャパン株式会社
代表者 ：代表取締役会長兼社長 高乗正行
本店
：〒
：〒105-6235
6235 東京都港区愛宕 2-5--1 愛宕グリーンヒルズ MORI タワー
設立
：
：1983 年 1 月 28 日
資本金 ：
：9,000 万円
業務内容：
業務内容：半導体、電子部品の国内及び
半導体、電子部品の国内及び海外販売
半導体、電子部品の国内及び海外販売並びに技術サポート
技術サポート
URL
：
：http://www.arrowuec.co.jp/
http://www.arrowuec.co.jp/

35 階

以

上

Qualcomm, Snapdragon, Adreno and DragonBoard are trademarks of Qualcomm Incorporated, registered in the United
States and other countries.

