三菱電機 超小型DIPIPMTM Ver.6
新電元工業 コンバーター・ブレーキ パワーモジュール
２つのパワーモジュールでインバーターシステムの主回路が構成可能
プリント基板からの高さが共通で取付けが容易となり機器の小型化に貢献
◆インバーターシステムの主回路の構成が可能

◆プリント基板からの高さが共通なため、放熱フィンの設計・取り付けが容易
◆産業用機器の小型化、生産性の改善に貢献
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ヒートシンク
5.5mm
DSP

◆三菱電機/新電元工業 製品組み合わせ（例） ＊お客様のご使用条件に応じて、組み合わせが異なる場合があります。
三菱電機 超小型DIPIPMTM Ver.6
(三相インバーター)

PSS20S92E6 / PSS20S92F6（20A/600V）
PSS30S92E6 / PSS30S92F6（30A/600V）
PSS35S92E6 / PSS35S92F6（35A/600V）

新電元工業 パワーモジュール
(三相コンバーター＋ブレーキ)

MG020200（20A/800V）※
MG020201（30A/800V）※
※VRSM

＜三菱電機 超小型DIPIPMTM Ver.6＞

三菱電機株式会社 半導体・デバイス製品

http://www.MitsubishiElectric.co.jp/semiconductors/

＜新電元工業 コンバーター・ブレーキ パワーモジュール＞

新電元工業株式会社 半導体製品

http://www.shindengen.co.jp/product/semi/

製品のお問い合わせについては、それぞれのメーカーあるいはメーカーの代理店にお願いします。
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三菱電機 超小型DIPIPMTM Ver.6
新電元工業 コンバーター・ブレーキパワーモジュール

半導体・デバイス事業部

〒100-8310 東京都千代田区丸の内二丁目7番3号（東京ビル）

（技術・資料お問い合わせ）
お問い合わせ先

http://www.MitsubishiElectric.co.jp/semiconductors/ 〈三菱半導体ホームページ〉

（営業お問い合わせ窓口）

（2015年5月1日現在）

代理店

三菱電機本社・支社・支店

本社地区
菱洋エレクトロ株式会社
大宮支店
八王子支店
横浜支店
松本支店
株式会社立花エレテック 東京支社
協栄産業株式会社
栃木営業所
日立営業所
群馬営業所

（03）5565-1511
（048）614-8841
（042）645-8531
（045）474-1011
（0263）36-8011
（03）6400-3619
（03）3481-2044
（028）683-3011
（029）272-3911
（027）327-4345

協栄産業株式会社 北海道支店

（011）642-6101

菱洋エレクトロ株式会社 仙台支店
協栄産業株式会社 東北支店

（022）266-3800
（022）232-7711

協栄産業株式会社 新潟営業所

（025）281-1171

菱洋エレクトロ株式会社 名古屋支店
株式会社立花エレテック 名古屋支社
協栄産業株式会社 名古屋支店
菱電商事株式会社 名古屋支社
静岡支社
浜松支店
岡谷鋼機株式会社 名古屋本店
刈谷支店

（052）203-0277
（052）935-1619
（052）332-3861
（052）211-1217
（054）286-2215
（053）469-0576
（052）204-8302
（0566）21-3222

菱洋エレクトロ株式会社 大阪支店
京都営業所
株式会社立花エレテック
神戸支店
協栄産業株式会社 大阪営業所
菱電商事株式会社 関西支社
京都支店
姫路営業所

（06）6201-2245
（075）371-5751
（06）6539-2707
（078）332-7812
（06）6343-9663
（06）4797-3956
（075）231-4396
（079）287-2000

立花エレテック 北陸支店
菱電商事株式会社 広島支社
菱電商事株式会社 四国支社

（087）885-3913

菱洋エレクトロ株式会社 福岡営業所
菱電商事株式会社 九州支社

（092）474-4311
（092）736-5759

菱電商事株式会社
東京支社 神奈川支店
北関東支社
加賀デバイス株式会社
株式会社カナデン
株式会社たけびし 東京支店
萬世電機株式会社 東京支店
株式会社コシダテック
東海エレクトロニクス株式会社 東京支店

（03）
5396-6224
（045）
264-7125
（027）
280-5515
（03）
5657-0144
（03）
3433-1227
（045）
474-3259
（03）
3219-1800
（03）5789-1615
（03）
3704-2587

菱電商事株式会社 東北支社
株式会社カナデン 東北支店

（022）
217-5722
（022）
266-3118

中部支社地区
東海エレクトロニクス株式会社本社
津支店
小牧支店
中部三菱電機機器販売株式会社本社
エレックヒシキ株式会社本社
株式会社菱和 浜松支店

（052）
261-3215
（059）
226-0515
（0568）
75-4701
（052）
889-0032
（052）
704-2121
（053）
450-3162

関西支社地区
加賀デバイス株式会社 関西支店
株式会社カナデン 関西支社
株式会社たけびし
大阪支店
萬世電機株式会社
東海エレクトロニクス株式会社 大阪支店

（06）
6105-0449
（06）
6763-6809
（075）
325-2211
（06）
6341-5081
（06）
6454-8233
（06）
6310-6115

（076）233-3505

菱電商事株式会社 北陸支店

（076）
224-4102

（082）227-5411

山陽三菱電機販売株式会社

（082）
243-9300

九州支社地区
株式会社カナデン 九州支店
株式会社たけびし 九州支店

2015 MITSUBISHI ELECTRIC CORPORATION. ALL RIGHTS RESERVED.

（093）
561-6483
（092）
473-7580

本

社

東京都千代田区丸の内二丁目7番3号
（東京ビル）
パワーデバイス営業部
第一営業課
（03）3218-3239
第二営業課
（03）3218-3239
液晶営業部
第二営業課
（03）3218-3736
高周波光デバイス営業第二部
国内営業課
（03）3218-4880

中部支社

愛知県名古屋市西区牛島町6番1号
（名古屋ルーセントタワー）
半導体・デバイス部
第一営業課
（052）565-3339
第二営業課
（052）565-3268
第三営業課
（052）565-3269
第四営業課
（052）565-3278

関西支社

大阪府大阪市北区大深町4番20号
（グランフロント大阪タワーA）
半導体・デバイス部
第一営業課
（06）6486-4500
第二営業課
（06）6486-4508
第三営業課
（06）6486-4509
第四営業課
（06）6486-4519

九州支社

福岡県福岡市中央区天神二丁目12番1号（天神ビル）
本社 パワーデバイス営業部
第三営業課 九州支社駐在
（092）721-2146

2015年5月作成

