
◆◆◆◆厳選厳選厳選厳選されたされたされたされた素材素材素材素材ととととスペックスペックスペックスペック◆◆◆◆

＊＊＊＊    特殊特殊特殊特殊ニードルニードルニードルニードル    ：：：：    曲曲曲曲げげげげ針針針針    ＊＊＊＊    

 プローブニードルは半導体回路や微小電気回路の通電検査用電極針として長年用いられております。 　　　　

 弊社では、長年の取扱い経験から厳選した素材とスペックを選定して標準在庫品を用意しております。  d

 また、タングステンカーバイトやパラジウムについては、お客様の仕様に合わせた特注製作※も受け承って

 おります。

※標準在庫品以外の仕様につきましては、100本以上にて承ります。
　　　　　ｈ

　仕様及び在庫（納期）については、営業部までお問い合わせ下さい。

    　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　        　　　　

　　　　＊＊＊＊　　　　基基基基　　　　本本本本　　　　形形形形　　　　状状状状　　　　＊＊＊＊ 　全 　　　　　 長 （Ｌ）　：　標準 ＝ 　＜３８㎜　曲げ位置と角度による

 　　  軸径（Ｄ）±25μ

 　　　　 　　　　先端半径(Ｒ）±1μR 　材　　　  質 （Ｗ） ：　 タングステン

　軸 部 の 直 径 （D）  ：　標準 ＝ ０．５０㎜ ；　　０．６６㎜ 

　　角度（θ）±2°

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　        　　　　　　　　 　先  端  角  度  （θ） ：　標準 ＝ ５°(±1°)

　　　　　　　　　　　　　　　　全長全長全長全長（Ｌ）（Ｌ）（Ｌ）（Ｌ）±±±±1.21.21.21.2㎜㎜㎜㎜

　先  端  半  径  （R）　：　標準 ＝ ２μ(±1)；　1２μ；　２５μ

　＊針 No. 表記内容

　　　　ＷＷＷＷ    ２６２６２６２６－－－－０５０５０５０５－－－－０５０５０５０５    xxxx    １１１１    1/21/21/21/2””””　 　曲  げ  角  度  （ｄ）　：　標準 ＝ ７５°(±5°)　　　　h ＝ 8㎜(±1㎜)

    　　　　　　　　　　　　　　　　（（（（LLLL））））全全全全　　　　長長長長：：：：　　　　３３３３////４４４４””””(19㎜）  １１１１””””(25㎜)  １１１１    1/4"1/4"1/4"1/4"(32㎜)  １１１１    1/2"1/2"1/2"1/2"(38㎜)

    　　　　　　　　        （Ｒ）（Ｒ）（Ｒ）（Ｒ）先端半径先端半径先端半径先端半径：：：：００５００５００５００５(1.2μ) ０１０１０１０１(2μ)    ０２０２０２０２（5μ) ０５０５０５０５ (12μ) １０１０１０１０    (25μ) ２０２０２０２０(50μ) 　（曲がり針等の仕様については、別途ご希望の寸法に加工いたします。）

 （（（（θθθθ））））先端角度先端角度先端角度先端角度：：：：    ０５０５０５０５( 5度)  ０８０８０８０８(8度)        １０１０１０１０(10度)        ２０２０２０２０(20度)

 （Ｄ）（Ｄ）（Ｄ）（Ｄ）軸軸軸軸        径径径径：：：：    ２０２０２０２０(φ0.5㎜)  ２６２６２６２６(φ0.66㎜)  ２８２８２８２８(φ0.71㎜)

    　　　　材材材材    　　　　質質質質：：：：    WWWW(タングステン)  ＳＳＳＳ(オスミウム合金)  ＴＴＴＴ(タングステンカーバイト)  ＰＰＰＰ(パラジウム合金)

　　　　　　　　Ｔ－４Ｔ－４Ｔ－４Ｔ－４プローブニードルプローブニードルプローブニードルプローブニードル　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 ＵＬＳＩＵＬＳＩＵＬＳＩＵＬＳＩ 、、、、 ＶＬＳＩＶＬＳＩＶＬＳＩＶＬＳＩ    にににに 最適最適最適最適 、、、、 しかもしかもしかもしかも 低価格低価格低価格低価格 　　　　

　　　　　　

◆◆◆◆使用素材使用素材使用素材使用素材のののの特長特長特長特長◆◆◆◆ 　ピコプローブ用チップと同一の非常に細い針先（キャットウィスカー状）を使用しています。主に、サブミクロン回路のドライブや

　　　　 ※タングステン以外は、独自独自独自独自のののの精密機械研磨精密機械研磨精密機械研磨精密機械研磨ににににより先端半径の加工がされております。 　一般プロービング用として適しています。　

タングステンタングステンタングステンタングステン（Ｗ）（Ｗ）（Ｗ）（Ｗ）　　　　  タングステンは、電気特性検査用として最も一般的に使われているプローブニードル材質です。

　　　　 　 電解研磨※により先端部を放物線状に仕上げてあり、接触抵抗接触抵抗接触抵抗接触抵抗がががが低低低低くくくく機械的強度機械的強度機械的強度機械的強度に優れています。 　　　　　　　　　　　　ＭＯＤＥＬＭＯＤＥＬＭＯＤＥＬＭＯＤＥＬ　　　　ＮＯ．ＮＯ．ＮＯ．ＮＯ． 先端半径先端半径先端半径先端半径（Ｒ）（Ｒ）（Ｒ）（Ｒ） 針直径針直径針直径針直径（（（（φφφφ）））） 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　形形形形　　　　　　　　　　　　　　　　状状状状

　　Ｔ－４－５ ＜０．1μ 　　　　　　　５μ

オスミウムオスミウムオスミウムオスミウム合金合金合金合金（Ｓ）（Ｓ）（Ｓ）（Ｓ）  　端部にＮｉ合金を使用し、先端部にオスミウム合金を溶接研磨することにより低価格化を実現しました。 　　Ｔ－４－10 ＜０．１μ 　　　　　　　10μ 　軸部　φ0.5㎜ x 50㎜  針長≒5㎜

　　電気的特性は白金属の中では最良で、対摩耗性と耐食性も高く、低接触抵抗低接触抵抗低接触抵抗低接触抵抗です。 　　Ｔ－４－２２ ＜１μ 　　　　　　　２２μ

　　Ｔ－４－３５ ＜２μ 　　　　　　　３５μ

ﾀﾝｸﾞｽﾃﾝｶｰﾊﾞｲﾄ（Ｔ）ﾀﾝｸﾞｽﾃﾝｶｰﾊﾞｲﾄ（Ｔ）ﾀﾝｸﾞｽﾃﾝｶｰﾊﾞｲﾄ（Ｔ）ﾀﾝｸﾞｽﾃﾝｶｰﾊﾞｲﾄ（Ｔ）  　硬度硬度硬度硬度がががが非常非常非常非常にににに高高高高くくくく、、、、電気的特性にも優れており、対磨耗性対磨耗性対磨耗性対磨耗性を重視した検査用ニードルとして 　　Ｔ－４－６０ ＜３μ 　　　　　　　６０μ 　　　（適切な形状に曲げ可能）　

　　　　 　　広く使用されています。突上突上突上突上げげげげピンピンピンピン、、、、ケガキピンケガキピンケガキピンケガキピン、、、、酸化膜除去用酸化膜除去用酸化膜除去用酸化膜除去用としても最適です。 　　Ｔ－４－１２５ ＜５μ 　　　　　　１２５μ

パラジウムパラジウムパラジウムパラジウム合金合金合金合金（Ｐ）（Ｐ）（Ｐ）（Ｐ）  　パラジウムをベースにした貴金属貴金属貴金属貴金属のののの合金針合金針合金針合金針で、良好良好良好良好なななな電気特性電気特性電気特性電気特性と高い対摩耗性のある

　　　　ブレードニードルブレードニードルブレードニードルブレードニードル　

別称別称別称別称：：：：パリネイパリネイパリネイパリネイ 　　ニードルに仕上げ、価格も貴金属貴金属貴金属貴金属としてはとしてはとしてはとしては廉価設定廉価設定廉価設定廉価設定になっています。

ブレードニードルはセラミックプレートにベリリウムニードルが接続された基板対応のDCニードルです。取

扱いが容易で基板等にはんだ付けしてオリジナルのDCプローブの製作等に使用ができます。

標標標標    準準準準    在在在在    庫庫庫庫    品品品品        　　　　    針針針針    ＮｏＮｏＮｏＮｏ....

MODELMODELMODELMODEL　　　　KC1KC1KC1KC1：：：：セラミックブレードセラミックブレードセラミックブレードセラミックブレード　　　　++++　　　　ベリリウムベリリウムベリリウムベリリウム銅銅銅銅ニードルニードルニードルニードル

タングステンタングステンタングステンタングステン オスミウムオスミウムオスミウムオスミウム合金合金合金合金 タングステンカーバイトタングステンカーバイトタングステンカーバイトタングステンカーバイト パラジウムパラジウムパラジウムパラジウム合金合金合金合金　　　　　　　　
別途、DCプローブ組立キット組立キットもご提供しております。
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◆◆◆◆厳選厳選厳選厳選されたされたされたされた素材素材素材素材ととととスペックスペックスペックスペック◆◆◆◆

＊＊＊＊    特殊特殊特殊特殊ニードルニードルニードルニードル    ：：：：    曲曲曲曲げげげげ針針針針    ＊＊＊＊    

プローブニードルは半導体回路や微小電気回路の通電検査用電極針として長年用いられております。 　　　　

弊社では、長年の取扱い経験から厳選した素材とスペックを選定して標準在庫品を用意しております。  d

また、タングステンカーバイトやパラジウムについては、お客様の仕様に合わせた特注製作※も受け承って

おります。

※標準在庫品以外の仕様につきましては、100本以上にて承ります。
　　　　　ｈ

仕様及び在庫（納期）については、営業部までお問い合わせ下さい。

＊＊＊＊　　　　基基基基　　　　本本本本　　　　形形形形　　　　状状状状　　　　＊＊＊＊ 　全 　　　　　 長 （Ｌ）　：　標準 ＝ 　＜３８㎜　曲げ位置と角度による

軸径（Ｄ）±25μ

先端半径(Ｒ）±1μR 　材　　　  質 （Ｗ） ：　 タングステン

　軸 部 の 直 径 （D）  ：　標準 ＝ ０．５０㎜ ；　　０．６６㎜ 

角度（θ）±2°

　先  端  角  度  （θ） ：　標準 ＝ ５°(±1°)

全長全長全長全長（Ｌ）（Ｌ）（Ｌ）（Ｌ）±±±±1.21.21.21.2㎜㎜㎜㎜

　先  端  半  径  （R）　：　標準 ＝ ２μ(±1)；　1２μ；　２５μ

＊針 No. 表記内容

ＷＷＷＷ    ２６２６２６２６－－－－０５０５０５０５－－－－０５０５０５０５    xxxx    １１１１    1/21/21/21/2””””　 　曲  げ  角  度  （ｄ）　：　標準 ＝ ７５°(±5°)　　　　h ＝ 8㎜(±1㎜)

（（（（LLLL））））全全全全　　　　長長長長：：：：　　　　３３３３////４４４４””””(19㎜） １１１１””””(25㎜) １１１１    1/4"1/4"1/4"1/4"(32㎜) １１１１    1/2"1/2"1/2"1/2"(38㎜)

（Ｒ）（Ｒ）（Ｒ）（Ｒ）先端半径先端半径先端半径先端半径：：：：００５００５００５００５(1.2μ) ０１０１０１０１(2μ)    ０２０２０２０２（5μ) ０５０５０５０５ (12μ) １０１０１０１０    (25μ) ２０２０２０２０(50μ) 　（曲がり針等の仕様については、別途ご希望の寸法に加工いたします。）

（（（（θθθθ））））先端角度先端角度先端角度先端角度：：：：    ０５０５０５０５( 5度) ０８０８０８０８(8度) １０１０１０１０(10度)    ２０２０２０２０(20度)

（Ｄ）（Ｄ）（Ｄ）（Ｄ）軸軸軸軸    径径径径：：：：    ２０２０２０２０(φ0.5㎜) ２６２６２６２６(φ0.66㎜) ２８２８２８２８(φ0.71㎜)

材材材材    質質質質：：：：    WWWW(タングステン) ＳＳＳＳ(オスミウム合金) ＴＴＴＴ(タングステンカーバイト) ＰＰＰＰ(パラジウム合金)

　　　　　　　　Ｔ－４Ｔ－４Ｔ－４Ｔ－４プローブニードルプローブニードルプローブニードルプローブニードル　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 ＵＬＳＩＵＬＳＩＵＬＳＩＵＬＳＩ 、、、、 ＶＬＳＩＶＬＳＩＶＬＳＩＶＬＳＩ    にににに 最適最適最適最適 、、、、 しかもしかもしかもしかも 低価格低価格低価格低価格 　　　　

◆◆◆◆使用素材使用素材使用素材使用素材のののの特長特長特長特長◆◆◆◆ 　ピコプローブ用チップと同一の非常に細い針先（キャットウィスカー状）を使用しています。主に、サブミクロン回路のドライブや

※タングステン以外は、独自独自独自独自のののの精密機械研磨精密機械研磨精密機械研磨精密機械研磨ににににより先端半径の加工がされております。 　一般プロービング用として適しています。　

タングステンタングステンタングステンタングステン（Ｗ）（Ｗ）（Ｗ）（Ｗ）　　　　 タングステンは、電気特性検査用として最も一般的に使われているプローブニードル材質です。

電解研磨※により先端部を放物線状に仕上げてあり、接触抵抗接触抵抗接触抵抗接触抵抗がががが低低低低くくくく機械的強度機械的強度機械的強度機械的強度に優れています。 　　　　　　　　　　　　ＭＯＤＥＬＭＯＤＥＬＭＯＤＥＬＭＯＤＥＬ　　　　ＮＯ．ＮＯ．ＮＯ．ＮＯ． 先端半径先端半径先端半径先端半径（Ｒ）（Ｒ）（Ｒ）（Ｒ） 針直径針直径針直径針直径（（（（φφφφ）））） 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　形形形形　　　　　　　　　　　　　　　　状状状状

　　Ｔ－４－５ ＜０．1μ 　　　　　　　５μ

オスミウムオスミウムオスミウムオスミウム合金合金合金合金（Ｓ）（Ｓ）（Ｓ）（Ｓ） 端部にＮｉ合金を使用し、先端部にオスミウム合金を溶接研磨することにより低価格化を実現しました。 　　Ｔ－４－10 ＜０．１μ 　　　　　　　10μ 　軸部　φ0.5㎜ x 50㎜  針長≒5㎜

電気的特性は白金属の中では最良で、対摩耗性と耐食性も高く、低接触抵抗低接触抵抗低接触抵抗低接触抵抗です。 　　Ｔ－４－２２ ＜１μ 　　　　　　　２２μ

　　Ｔ－４－３５ ＜２μ 　　　　　　　３５μ

ﾀﾝｸﾞｽﾃﾝｶｰﾊﾞｲﾄ（Ｔ）ﾀﾝｸﾞｽﾃﾝｶｰﾊﾞｲﾄ（Ｔ）ﾀﾝｸﾞｽﾃﾝｶｰﾊﾞｲﾄ（Ｔ）ﾀﾝｸﾞｽﾃﾝｶｰﾊﾞｲﾄ（Ｔ） 硬度硬度硬度硬度がががが非常非常非常非常にににに高高高高くくくく、、、、電気的特性にも優れており、対磨耗性対磨耗性対磨耗性対磨耗性を重視した検査用ニードルとして 　　Ｔ－４－６０ ＜３μ 　　　　　　　６０μ 　　　（適切な形状に曲げ可能）　

広く使用されています。突上突上突上突上げげげげピンピンピンピン、、、、ケガキピンケガキピンケガキピンケガキピン、、、、酸化膜除去用酸化膜除去用酸化膜除去用酸化膜除去用としても最適です。 　　Ｔ－４－１２５ ＜５μ 　　　　　　１２５μ

パラジウムパラジウムパラジウムパラジウム合金合金合金合金（Ｐ）（Ｐ）（Ｐ）（Ｐ） パラジウムをベースにした貴金属貴金属貴金属貴金属のののの合金針合金針合金針合金針で、良好良好良好良好なななな電気特性電気特性電気特性電気特性と高い対摩耗性のある

　　　　ブレードニードルブレードニードルブレードニードルブレードニードル　

別称別称別称別称：：：：パリネイパリネイパリネイパリネイ ニードルに仕上げ、価格も貴金属貴金属貴金属貴金属としてはとしてはとしてはとしては廉価設定廉価設定廉価設定廉価設定になっています。

ブレードニードルはセラミックプレートにベリリウムニードルが接続された基板対応のDCニードルです。

取扱いが容易で基板等にはんだ付けをしてオリジナルのDCプローブの製作等に使用できます。

標標標標    準準準準    在在在在    庫庫庫庫    品品品品    針針針針    ＮｏＮｏＮｏＮｏ....

MODELMODELMODELMODEL　　　　KC1KC1KC1KC1：：：：セラミックブレードセラミックブレードセラミックブレードセラミックブレード　　　　++++　　　　ベリリウムベリリウムベリリウムベリリウム銅銅銅銅ニードルニードルニードルニードル

タングステンタングステンタングステンタングステン オスミウムオスミウムオスミウムオスミウム合金合金合金合金 タングステンカーバイトタングステンカーバイトタングステンカーバイトタングステンカーバイト パラジウムパラジウムパラジウムパラジウム合金合金合金合金　　　　
別途、DCプローブ組立キットもご提供しております。

W20W20W20W20----05050505----005005005005    xxxx    1111    1/2"1/2"1/2"1/2" S26S26S26S26----05050505----05050505    xxxx    1111    1/2"1/2"1/2"1/2" T26T26T26T26----08080808----02020202    xxxx    1111    1/2"1/2"1/2"1/2" P26P26P26P26----10101010----05050505    xxxx    1111    1/2"1/2"1/2"1/2"

W20W20W20W20----05050505----    01010101    xxxx    1111    1/2"1/2"1/2"1/2" S26S26S26S26----10101010----05050505    xxxx    1111    1/4"1/4"1/4"1/4" T26T26T26T26----10101010----10101010    xxxx    1111    1/2"1/2"1/2"1/2" P26P26P26P26----10101010----10101010    xxxx    3/4"3/4"3/4"3/4"

W20W20W20W20----05050505----    10101010    xxxx    1111    1/2"1/2"1/2"1/2" S26S26S26S26----10101010----05050505    xxxx    1"1"1"1" P26P26P26P26----10101010----10101010    xxxx    1"1"1"1"

S26S26S26S26----10101010----10101010    xxxx    1"1"1"1" T28T28T28T28----10101010----10101010    xxxx    1"1"1"1" P26P26P26P26----10101010----10101010    xxxx    1111    1/4"1/4"1/4"1/4"

W26W26W26W26----05050505----005005005005    xxxx    1111    1/2"1/2"1/2"1/2" P26P26P26P26----10101010----20202020    xxxx    1"1"1"1"

W26W26W26W26----05050505----    01010101    xxxx    1111    1/2"1/2"1/2"1/2"

W26W26W26W26----05050505----    10101010    xxxx    1111    1/2"1/2"1/2"1/2" P20P20P20P20----05050505----05x105x105x105x1″″″″

W26W26W26W26----20202020----    40404040    xxxx    1111    1/2"1/2"1/2"1/2"
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