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ピコプローブ 技術資料

修理・その他
グランドチップが破損したプローブにつきましては、基本的に修理対応をさせていただいておりますが、一部修理不能の場合もございます。
修理につきましては担当までお問合せ下さい。
その他、50Ωと異なるインピーダンスの不平衡回路用プローブやプリント基板用高速プローブLCP18等も取扱いをいたしておりますので、
どうぞご気軽にお問合せください。

特　長 接触性の良いプロ－ビングが可能！

強固な構造とハイパフォーマンス

同軸の伝送は性能を向上させます。

豊富なスタイル
ピコプロ－ブの先端間隔

針当てのやり易さ
マルチコンタクトプロ－ブ

ポイントコンタクト

プロ－ビング専門技術について

ＧＧＢ社のマイクロウェーブ用ピコプローブは、マイクロウェーブ伝送
回路基板の電気特性検査用に設計された高性能プローブです。
特許式の連続同軸構造とコネクター技術により低損失と耐久性
に優れるため、ミリウェーブ領域においても効率良く高確度なレスポ
ンスで計測を行うことができます。

GGB社（米国）のピコプローブは独自の設計思想により、マイクロウェーブのプロービングにおける新しい標準を設定しています。ピコプローブ
は、優れた特性の同軸技術の採用により、インサーションロス、リターンロスの低減と接触性の良い針先構造により、正確な位置決めと接触が
可能となりました。ピコプローブは、各種のマイクロウェーブ用プローバのアダプターに取り付けて使用できます。

プロ－ビングで最も大切なことは、各プロ－ブの先端が個々の測定点に確
実に接触していることです。ピコプローブは､特許式のスプリング性を持つ
チップにより、わずかな加圧で測定表面をカット して酸化物や異物をはじき、
安定した接触を保つことができます。また、ＤＵＴへのダメ－ジの軽減とプロー
ブの耐久性向上も実現しました。チップは、接触点の見易い構造により、ＬＲ
Ｍ校正のために必要となる精密な位置決めを可能とします。プレナ－表面
以外のセラミック基板とレ－ザ－ダイオ－ド基板にも良好なプロ－ビングがで
きます。

ピコプローブのシグナル部分は、コネクター部分から針先まで連続し
た同軸構造となっています。この連続同軸構造は、信号伝送特性
に大変優れていてピーク周波数領域まで確実に信号を伝達させる
ことができます。また、接触中の針先は外部からの震動による共振
の影響を受けにくく、針先接触時のオーバーロードに対しても強固
な作りとなっています。

ピコプローブは､精密５０オ－ム同軸方式により､コネクタ－からプロ－ブチッ
プまで完全接続してあります。高周波回路上同軸方式はコプレ－ナ伝送方
式に比べ特性に優れ､ラジエ－ションも低減されます。

ピコプローブは、フラット基板、パッケージ など各種試料形状の測
定用に合わせて 数種類のスタイルを用意しております。

マイクロウエ－ブ用の形式としては､標準チップ間隔が　2540ミクロンのも
のまであり、 それ以上の間隔のものや､特殊用途の仕様製作も可能です。
ピコプローブは､せまいスペ－スのＤＵＴ配列、ノンプレ－ナ－表面、非対照
形に並んだグランドに合わせて製作することもできます。各測定試料形状と
周波数帯域に対応させたモデルを用意しております。

ピコプローブのＤＵＴと接触するグラントの針先は、スプリング性を持
つ構造となっています。これに対し固定された信号線用の針先とグ
ランド針部に一定のギャップを持たせ、このギャップを目安に針当て
が行えるため、常に安定したコンタクトが行えます。

ピコプローブは､標準の4.5インチプロ－ブカ－ドやマルチコンタクト基板に
取り付けて使用ができるＰＣタイプが用意されており手動あるいは自動プロ
－バを使用してウエ－ハ上における高周波領域の測定も可能になります。
マルチコンタクトタイプはＲＦ用の他、ＤＣニ－ドルをパワ－用と低周波信号
用とに組合わせた製作も行っております。

ピコプローブの針先は、常に安定した接触が得られるようにポイント
形状となっています。 測定物の酸化膜をはじき良好な接触が得ら
れ、また、針先のコンタクト時に生じる位置ずれ誤差を少なくさせ、確
実な測定が保証されます。

ＧＧＢ社（米国）は、高インピ－ダンス､低入力容量のＦＥＴプロ－ブにおいて
有力なメ－カです｡入力容量が0.02pFのものや周波数帯域が3.5ＧＨｚで
入力容量0.1pFという高性能ＦＥＴプローブも製作しています。ＧＧＢ社は、
長年のプロ－ビング技術の経験をもってユ－ザ－各位の特殊なご要望や
開発にもお応えしています。
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ピコプローブ セレクションガイド
モデル 概　要 詳　細

10 dc 〜  11GHz 針先交換式（SMAコネクター） 別紙 MODEL 10 カタログ
40M dc 〜 40GHz 低ロスタイプ（Kコネクター）   8ページ
40A dc 〜 40GHz 標準・低価格タイプ（Kコネクター）   9ページ
50A dc 〜 50GHz 標準・低価格タイプ（2.4mmコネクター）   9ページ
67A dc 〜 67GHz 標準・低価格タイプ（1.85mmコネクター）   9ページ
110H dc 〜 110GHz ミリ波帯同軸タイプ（1mmコネクター） 10ページ
50 33 〜 50GHz ミリ波帯導波管タイプ（WR-22） 11ページ
75 50 〜 75GHz ミリ波帯導波管タイプ（WR-15） 11ページ
90 60 〜 90GHz ミリ波帯導波管タイプ（WR-12） 12ページ
120 75 〜 110GHz ミリ波帯導波管タイプ（WR-10） 12ページ
140 90 〜 140GHz ミリ波帯導波管タイプ（WR-8） 13ページ
170 110 〜 170GHz ミリ波帯導波管タイプ（WR-6） 13ページ
220 140 〜 220GHz ミリ波帯導波管タイプ（WR-5） 14ページ
325B 220 〜 325GHz ミリ波帯導波管タイプ（WR-3） 14ページ
500B 325 〜 500GHz ミリ波帯導波管タイプ（WR-2.2） 15ページ
750B 500 〜 750GHz ミリ波帯導波管タイプ（WR-1.5） 15ページ
1100B 750 〜 1100GHz ミリ波帯導波管タイプ（WR-1.0） 16ページ
Balun Probe 1.9 〜 10GHz Kコネクター 17ページ
Test Fixture 17ページ
デュアルタイプ 40 〜 110GHz 2信号タイプ（GSGGSG または GSSG等） 18〜19ページ

マルチコンタクト
パワー用（DC用）、グランド用、多ピン配列用（GSGPPSGSG等）
40A, 50A, 67A, 110H, 170, 220のプローブのカードタイプ

19〜22ページ

校正用基板
CS-5, CS-9, CS-10, CS-18 GSG配列 SOLT, LRM, またはLRL校正用 26ページ
CS-8, CS-14, CS-11, CS-17 GS, SG配列 SOLT, LRM校正用 26ページ
CS-15 GSG配列 110GHz以上の校正に使用 26ページ
デュアルタイプ用
CS-2 GSGSG配列 SOLT, LRL, LRM校正用 27ページ
CS-3 GSSG配列 SOLT, LRM校正用 28ページ
CS-4 SGS配列 SOLT, LRL, LRM校正用 27ページ

オプション選択 仕　様 表記記号（型番末尾に記載）
針先材質
ニッケル
タングステン

（標準品はベリリウム銅）

アルミ等　対酸化膜電極用
アルミ・シリコン等　接触抵抗の高い電極用

（一般の金電極用）

N
W

なし

高電流用プローブ
（標準品)

200V ─ 2Amp
（50V ─ 2Amp）

HV
なし

高温度用プローブ
（標準品）

－268 〜 ＋260℃
（－268 〜 ＋150℃）

HT
なし

非磁性プローブ 非鉄材により制作 NM
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ピコプローブ パフォーマンスデータ

MODEL 40A

MODEL 50A

MODEL 67A

40A-GSG-150-Pを2個使用時のクロストーク性能
表。プローブ間隔は、100・200・400μで、ベアサファ
イア基板に接触させて測定。

50A-GSG-150-Pを2個使用時のクロストーク性能、
プローブ間隔は100,200,400ミクロンで、ベアサファ
イア基板に接触させて測定。

67A-GSG-150-Pを2個使用時のクロストーク性能、
間隔は100,200,400ミクロンで、ベアサファイア基
板に接触させて測定。

40A-GSG-150-Pの実測データ。
上の波形は、ショート時のインサンショロス、下の波形
は50Ωロード接続でのリターンロス。

50A-GSG-150-Pの実測データ。
上の波形は、ショート時のインサーションロス
下の波形は、50オームロード接続でのリターンロス。

67A-GSG-150-Pの実測データ。
上の波形は、ショート時のインサーションロス
下の波形は、50オームロード接続でのリターンロス。

40A-GSG-150-Pをしようしてコプレーナーのオフセッ
トショートにコンタクトした時のスミスチャート上のレス
ポンス（LRM校正後）

50A-GSG-150-Pを使用して10PSECのコープレー
ナラインにコンタクトした時のリニアポーラ上のレスポ
ンス（SOLT校正後）

67A-GSG-150-Pを使用して10PSECのコープレー
ナーラインにコンタクトした時のリニアポーラ上のレス
ポンス（SOLT校正後）
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ピコプローブ パフォーマンスデータ

MODEL 50

MODEL 75

50-GSG-100-BTの50オームロード接続でのリター
ンロスデータ。校正基板CS-5を使用。

75-GSG-100-BTの50オームロード接続でのリター
ンロスデータ。校正基板CS-5を使用。

75-GSG-100-BTのインサーションロスデータ。

50-GSG-100-BTのインサーションロスデータ。

MODEL 75のバイアスＴはDUTに対して低抵抗直
流回路を介して200mAまでのDCの供給が可能で
す。また、別回路によりWR-15導波管のカットオフ周
波数（39.86GHz)以下においてもロスが加算されま
す。データは、校正されたMODEL67Aのチップから
40MHz〜67GHzの信号をMODEL75-GSG-150-
BTに送ったものです。ほとんどのアクティブデバイス
は低周波ロスが無いと発振してしまいます。

MODEL 50のバイアスＴはDUTに対して低抵抗直
流回路を介して200mAまでのDCの供給が可能で
す。また、別回路によりWR-22導波管のカットオフ周
波数（26.34GHz)以下においてロスが加算されま
す。データは、校正されたMODEL67Aのチップから
40MHz〜50GHzの信号をMODEL50-GSG-150-
BTに送ったものです。ほとんどのアクティブデバイス
は低周波数ロスが無いと発振します。

75-GSG-150-BTの１ポートをGGB社のCS-5校正
基板を使用してSOLT校正後に、50pSecのコプレー
ナーラインにコンタクトした時のデータ。
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ピコプローブ パフォーマンスデータ

140-GSG-100-BTのインサーションロスデータ。

９０Ａ－ＧＳＧ－１２５のインサンションロスデ―タ。

140-GSG-100-BT-Pの50オームロード接続でのリターンロス
データ。校正基板CS-5を使用。

90-GSG-150-BTの50オームロード接続でのリターンロスデー
タ。校正基板CS-5を使用。

MODEL 90

MODEL 120

MODEL 140

１２０－ＧＳＧ－１００－ＢＴの５０オームロード接続でのリ
ターンロスデータ。校正基板ＣＳ-５を使用。

120-GSG-150-BTのインサーションロスデータ。

MODEL 120のバイアスＴはDUTに対して低抵抗
直流回路を介して200mAまでのDCの供給が可能
です。また、別回路によりWR-10導波管のカットオフ
周波数（59.05GHz)以下においてもロスが加算さ
れます。データは、校正されたモデル67Aのチップか
ら40MHz〜67GHzの 信 号 をMODEL120-GSG-
150-BTに送ったものです。ほとんどのアクティブデバ
イスは低周波ﾛｽが無いと発振してしまいます。

120-GSG-150-BTをGGB社のCS-5校正基板を使
用してLRM校正後に、50pSecのコプレーナーライン
にコンタクトした時のデータ。



─ 7 ─

ピコプローブ パフォーマンスデータ

MODEL 170 MODEL 220

MODEL 325B（MODEL-325B-GSG-80-BT）

Integrated Balun Probe

100Ω OPEN SHORT
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MODEL 40M　周波数帯域 dc〜40GHz  超低ロスタイプ

パフォーマンスデータ

40M-GSG-200-PLLのインサーションロスデータ。 40M-GSG-200-PLLの50オームロード接続でのリターンロス
データ。校正基板CS-5を使用。

接続：Ｋコネクター
MODEL４０Ａより,さらに0.25dBのロスを低減させ,再現性を向上させたタイ
プです。ロードプル、ノイズ計測に適しています。

●周波数帯域 
●インサーションロス
●リターンロス
●測定再現性

：dc〜40GHz
：40GHz＜0.5dB
：40GHz＞20dB
：－52dB

チップ配列は、ＧＳＧのみ
メーカ推奨チップ間隔は、25〜５００ミクロン
寸法形状はＤＰと同等で針先長が短い
(DPスタイルのギャップが４mmに対し４０Mは約１．８ｍｍ)
ご注文要領は25ページに記載
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MODEL 40A・50A・67A
MODEL 40A
周波数帯域 ｄｃ〜40GHz
接続：Ｋコネクター
ＧＳＧ配列の仕様（1） ティピカル値
●周波数帯域  
●インサーションロス
●リターンロス

●クロストーク（2） 
●測定再現性

：dc〜40GHz
：40GHz＜1.0dB
：40GHz＞18dB
：26GHz＞20dB
：  4GHz＞30dB
：40GHz＞38dB
：－50dB

（0.7dB）
（20dB）
（23dB）
（35dB）

ＧＳ，ＳＧ配列の仕様（3） ティピカル値
●インサーションロス
●リターンロス

：40GHz＜2.0dB
：40GHz＞12dB
：26GHz＞15dB
：  4GHz＞30dB

（1.6dB）

（1）Pスタイルでチップ間隔が50〜300ミクロンの場合。ＣとＴスタイルは、インサーショ
ンロスが最大1.5dB（1.2dBティピカル）

（2）クロストークは2本のプローブをベアサファイア基板に100ミクロンの間隔でセットし
て測定

（3）Pスタイルで測定した場合のもの

MODEL 50A
周波数帯域 ｄｃ〜50GHz  標準タイプ
接続：2.4mmコネクター（V接続可）
ＧＳＧ配列の仕様（1） ティピカル値
●周波数帯域  
●インサーションロス
●リターンロス

●クロストーク（2） 

：dc〜50GHz
：50GHz＜1.0dB
：50GHz＞18dB
：26GHz＞20dB
：  4GHz＞30dB
：50GHz＞38dB

（0.85dB）
（20dB）
（23dB）
（35dB）

ＧＳ，ＳＧ配列の仕様（3） ティピカル値
●インサーションロス
●リターンロス

：40GHz＜2.0dB
：40GHz＞12dB
：26GHz＞15dB
：  4GHz＞30dB

（1.6dB）

（1）Pスタイルでチップ間隔が50〜250ミクロンの場合。ＣとＴスタイルは、インサーショ
ンロスが最大2.0dB（1.8dBティピカル）

（2）クロストークは2本のプローブをベアサファイア基板に100ミクロンの間隔でセットし
て測定

（3）Pスタイルで測定した場合のもの

MODEL 67A
周波数帯域 ｄｃ〜67GHz  標準タイプ
接続：1.85mmＶコネクター（2.4mm接続可）
ＧＳＧ配列の仕様（1） ティピカル値
●周波数帯域  
●インサーションロス
●リターンロス

●クロストーク（2） 

：dc〜67GHz
：67GHz＜1.1dB
：67GHz＞14dB
：40GHz＞18dB
：26GHz＞20dB
：  4GHz＞35dB
：67GHz＞35dB

（0.95dB）
（16dB）
（20dB）
（23dB）
（35dB）

ＧＳ，ＳＧ配列の仕様（3） ティピカル値
●インサーションロス
●リターンロス

：40GHz＜1.0dB
：40GHz＞12dB
：26GHz＞15dB
：  4GHz＞30dB

（0.9dB）

（1）Pスタイルでチップ間隔が50〜250ミクロンの場合。ＣとＴスタイルは、インサーショ
ンロスが最大1.3dB（1.2dBティピカル）

（2）クロストークは2本のプローブをベアサファイア基板に100ミクロンの間隔でセットし
て測定

（3）Pスタイルで測定した場合のもの

チップ配列は、ＧＳＧ、ＧＳ、ＳＧが選択可能
チップ間隔は、標準で25〜2540μが選択可能
寸法スタイル図は、23ページに記載
パフォーマンスデータ4ページに記載
御注文要領は25ページに記載
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MODEL 110H　周波数帯域 dc〜110GHz  1mm同軸タイプ

パフォーマンスデータ

110H-GSG-100-Pのインサーションロスデータ。 110H-GSG-100-Pの50オームロード接続でのリターンロスデー
タ。校正基板CS-5を使用。

接続：1mmコネクター（メス）
MODEL４０Ａより,さらに0.25dBのロスを低減させ,再現性を向上させたタイ
プです。ロードプル、ノイズ計測に適しています。

●周波数帯域 
●インサーションロス
●リターンロス

：dc〜110GHz
：110GHz＜1.5dB
：110GHz＞15dB

チップ配列は、ＧＳＧ標準
チップ間隔は、標準で25〜15０ミクロンが選択可能
寸法・形状はＰスタイルと同等（23ページ参照）
ご注文要領は25ページに記載
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MODEL 50　周波数帯域 33〜50GHz  ミリ波帯導波管タイプ

MODEL 75　周波数帯域 50〜75GHz  ミリ波帯導波管タイプ

接続：WR-22
●周波数帯域 
●インサーションロス
●リターンロス
●測定再現性
●バイアスT

：33〜50GHz
：50GHz＜0.8dB
：50GHz＞15dB
：－55dB
：オプション

接続：WR-15
●周波数帯域 
●インサーションロス
●リターンロス
●測定再現性
●バイアスT

：50〜75GHz
：75GHz＜1.25dB
：75GHz＞15dB
：－50dB
：オプション

チップ配列は、ＧＳＧ標準
チップ間隔は、標準で50〜150ミクロンが選択可能
寸法スタイル図は24ページに記載
パフォーマンスデータは5ページに記載
ご注文要領は25ページに記載

チップ配列は、ＧＳＧ標準
チップ間隔は、標準で50〜250ミクロン標準
寸法スタイル図は24ページに記載
パフォーマンスデータは5ページに記載
ご注文要領は25ページに記載
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MODEL 90　周波数帯域 60〜90GHz  ミリ波帯導波管タイプ

MODEL 120　周波数帯域 75〜110GHz  ミリ波帯導波管タイプ

接続：WR-12
●周波数帯域 
●インサーションロス
●リターンロス
●測定再現性
●バイアスT

：60〜90GHz
：90＜1.5dB
：90GHz＞15dB
：－50dB
：オプション

接続：WR-10
●周波数帯域 
●インサーションロス
●リターンロス
●測定再現性
●バイアスT

：75〜110GHz
：110GHz＜1.75dB
：110GHz＞15dB
：－50dB
：オプション

チップ配列は、ＧＳＧ標準
チップ間隔は、標準で50〜150ミクロンが選択可能
寸法スタイル図は24ページに記載
パフォーマンスデータは6ページに記載
ご注文要領は25ページに記載

チップ配列は、ＧＳＧ標準
チップ間隔は、標準で50〜150ミクロン標準
寸法スタイル図は24ページに記載
パフォーマンスデータは6ページに記載
ご注文要領は25ページに記載

写真はMスタイルとなります。
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MODEL 140　周波数帯域 90〜140GHz  ミリ波帯導波管タイプ

MODEL 170　周波数帯域 110〜170GHz  ミリ波帯導波管タイプ

接続：WR-8
●周波数帯域 
●インサーションロス
●リターンロス
●測定再現性
●バイアスT

：90〜140GHz
：140GHz＜2.0dB
：140GHz＞15dB
：－50dB
：オプション

接続：WR-6
●周波数帯域 
●インサーションロス
●リターンロス
●測定再現性
●バイアスT

：110〜170GHz
：170GHz＜2.0dB
：170GHz＞15dB
：－50dB
：オプション

チップ配列は、ＧＳＧ標準
チップ間隔は、標準で50〜150ミクロンが選択可能
寸法スタイル図は24ページに記載
パフォーマンスデータは6ページに記載
ご注文要領は25ページに記載

チップ配列は、ＧＳＧ標準
チップ間隔は、標準で50〜150ミクロン標準
寸法スタイル図は24ページに記載
パフォーマンスデータは7ページに記載
ご注文要領は25ページに記載
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MODEL 220　周波数帯域 140〜220GHz  ミリ波帯導波管タイプ

MODEL 325B　周波数帯域 220〜325GHz  ミリ波帯導波管タイプ

接続：WR-5
●周波数帯域 
●インサーションロス
●リターンロス
●測定再現性
●バイアスT

：140〜220GHz
：220GHz＜2.0dB
：220GHz＞15dB
：－50dB
：オプション

接続：WR-3
●周波数帯域 
●インサーションロス
●リターンロス
●測定再現性
●バイアスT

：220〜325GHz
：325GHz＜3.0dB
：325GHz＞15dB
：－50dB
：オプション

チップ配列は、ＧＳＧ標準
チップ間隔は、標準で50〜150ミクロン標準
寸法スタイル図は24ページに記載
パフォーマンスデータは7ページに記載
ご注文要領は25ページに記載

チップ配列は、ＧＳＧ標準
チップ間隔は、標準で25〜９０ミクロンまでとなります。
寸法スタイル図は16ページに記載、Ｍスタイルは制作できません。
パフォーマンスデータは７ページに記載
ご注文要領は25ページに記載
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MODEL 500B　周波数帯域 325〜500GHz  ミリ波帯導波管タイプ

MODEL 750B　周波数帯域 500〜750GHz  ミリ波帯導波管タイプ

接続：WR-2.2
●周波数帯域 
●インサーションロス
●リターンロス
●測定再現性
●バイアスT

：325〜500GHz
：500GHz＜4.0dB
：500GHz＞15dB
：－50dB
：オプション

接続：WR-1.5
●周波数帯域 
●インサーションロス
●リターンロス
●測定再現性
●バイアスT

：500〜750GHz
：750GHz＜ ―
：750GHz＞ ―
：－50dB
：オプション

チップ配列は、ＧＳＧ標準
チップ間隔は、標準で25〜55ミクロン標準
寸法スタイル図は16ページに記載、Ｍスタイルは制作できません。
ご注文要領は25ページに記載

チップ配列は、ＧＳＧ標準
チップ間隔は、標準で25〜45ミクロン標準
寸法スタイル図は16ページに記載、Ｍスタイルは制作できません。
ご注文要領は25ページに記載
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MODEL 1100B　周波数帯域 750〜1100GHz  ミリ波帯導波管タイプ

接続：WR-1.0
●周波数帯域 
●インサーションロス
●リターンロス
●測定再現性
●バイアスT

：750〜1100GHz
：1100GHz＜ ―
：1100GHz＞ ―
：－50dB
：オプション

チップ配列は、ＧＳＧ標準
チップ間隔は、標準で25〜30ミクロン標準
寸法スタイル図は16ページに記載、Ｍスタイルは制作できません。
ご注文要領は25ページに記載

325B, 500B, 750B, 1100B寸法図

Model xxxB-BT  dimensions in inches
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Integrated Balun Probe　周波数帯域 1.9〜10GHz

Microwave Test Fixture

接続：SMA・Kコネ
●周波数帯域 
●特長
●針素材

：dc〜10GHz
：平衡な抵抗と不均衡な抵抗を変換して測定ができる
：ベリリウム（標準）

タングステン（オプション）

接続：Kコネ・SMA
●周波数帯域：dc to 18, 26 or 40 Ghz
●低インダクタンスパワーサプライズコンタクトが可能（特許取得）
●特長 ：混合RFとDCコンタクトが可能
●スプリング式で、簡単に装着が可能です。
●Custom made for your package
★パッケージに合わせて制作が可能

高周波バランを組込んだ統合バランプローブ
平衡な100Ωと不均衡な50Ωの電気信号を混合させて測定する。
チップ配列は、ＧＳＧＧＳＧ
チップ間隔は、50〜250μ
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デュアルタイプ　40A・50A・67A・110Hの2シグナル同軸タイプ

デュアルタイプは、１つのポジショナーに、標準マイクロ波プローブを並列に
２個取付けた形と同じ配列での使用が可能となります。

特　長
●ポジショナー1台で､2個のプローブの使用ができます。
●2個の同軸プローブの間隔が調節できます。
●40A・50A・67A・110Hの仕様選択ができます。
　＊特性については､ 別紙をご参照下さい｡

デュアルタイプ先端配列について
デュアルタイプのチップ先端は、右図にあるパッドパターンに対応ができるよう､先端配列の選択ができます。基本的な先端配列は、ＧＳＧ，ＳＧ，ＧＳを組合せたも
ので５０〜１２５０ミクロンの間隔が選択できます。（標準モデル参照）

ご注文時の形番表示例（17ページ図参照）

４０Ａ－ＧＳＧ－１５０/４０Ａ－ＳＧ－１５０/ＤＵＡＬ-５００-　 
　　　　 ①　　　　　　　　　②　　　　　　　　　③　 ④　

①先端側から見て左側のプローブ仕様：ＭＯＤＥＬ４０ＡのＧＳＧで間隔は１５０ミクロン選択
②先端側から見て右側のプローブ仕様：ＭＯＤＥＬ４０ＡのＳＧで間隔は１５０ミクロンを選択
③プローブ左側のＳとプローブﾞ右側のＳとの間隔：５００ミクロンを指定（ＳとＳの間隔を指定）最大４０００ミクロンまで制作可能
④針形状

標準タイプは、Ｐスタイルとなっており、別途、ＤＰ・ＥＤＰ・ＶＰスタイルの選択も可能です。
寸法スタイル図は20ページに記載

デュアルタイプは、１つの本体に２信号のマイクロ波プローブがセットされており、それぞれは単独で信号を取り出すことができます。 片側のプローブは固定さ
れており、もう一方のプローブが可動式になっていますので、 ２個のプローブの先端間隔を最大４０００ミクロンまで可変して使用することができます｡その他､
性能に関しては標準の４０Ａ・５０Ａ・６７Ａと同一仕様となっておりますので､高精度なマイクロウェーブ計測を行なうことができます｡

写真は標準スタイルとなります。

写真はVPスタイルとなります。
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導波管用デュアルプローブ　周波数帯域 50〜220GHz  2シグナル導波管タイプ

導波管用デュアルプローブは、1つのポジショナーにプローブを並列に2個
取付た形と同じ配列での使用が可能となります。

特　長
●ポジショナー１台で、2個のプローブを使用できます。
●ＭＯＤＥＬ５０〜ＭＯＤＥＬ２２０までの仕様選択ができます。
●針先端ピッチは、５０ミクロン〜１0０ミクロンを仕様選択ができます。
　＊特性につきましては､ 別途、営業担当までお問い合わせ下さい｡

デュアルタイプのチップ先端を上から見た図 レイアウト図
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マルチコンタクト　40A・50A・64A・110HとDCピン複合配列用

マルチコンタクト（多線路仕様）は、1代のポジショナーに数個のマイクロ波
プローブを取り付けての使用や、DCニードルとの組み合わせによる使用が
できます。また、プローブカード用としても装着ができ、小スペースでの使用や
多線路計測用として使用することができます。

特　長
●ポジショナー1台で､複数個のプローブが使用できます。
　（プローブカードの場合は11個。）
●RFとDCの組み合わせで製作ができます。
●MMICまたはModuleに最適です。
●40A・50A・67A・110Hの仕様選択ができます。
●各種測定パターンに合わせた設計が可能です。
●独立した先端部のため接触性が良好です。
●200℃対応（オプション）

マルチコンタクト仕様寸法図

バイパスキャパシターの取付け位置

取付け位置“A”

取付け位置“B”
キャパシター取付け位置“H”

グランドシールド側
キャパシター
取付け位置

拡大図

同軸線

GGB社特許式
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マルチコンタクト　DC多ピン配列用

DC用マルチコンタクト（多線路仕様）は最大26ピンまでのDCニードルの取
付けができます。各周波数帯域に応じてコンデンサーの取付けも行っており
ます。
配線は2.54mmコネクターから取り出せます。。
1台のポジショナーで複数の電極へコンタクト作業が行えて､小スペースで
の使用や多線路計測用として使用することができます。

特　長
●ポジショナー1台で､複数個のDCニードルの使用ができます。
●カスタムメイドの仕様に対応ができます。
●低発信・高耐久性
●各種測定パターンに合わせた設計が可能
●独立した先端部のため接触性が良い
●200℃対応（オプション）

DC用マルチコンタクト仕様寸法

バイパスキャパシターの取付け位置

Contacts are a dual row of 0.025 inch square pins on 0.1 inch centers.

取付け位置“A”

取付け位置“B”
キャパシター取付け位置“H”

グランドシールド側
キャパシター
取付け位置

拡大図

同軸線

GGB社特許式

（GGB社特許式）
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マルチコンタクト 仕様概要
仕様記入例

例：2000pFで取付け位置がAの場合・・2000pF/A

仕様記入要領

1. DUTの構成によりパッド配列とチップ間隔をミクロン単位で指定してください。
　 例：g － p － g － p － GSG － p － g － p － g － p

　 g － p － g － p － g
　 g － p － g － p

　　　　　　g ＝ グランド用チップ
　　　　　　p ＝ DC用チップ（または信号用チップ）
　　　　　　GSG, GS, SG ＝ RFプローブ

2. バイパス用キャパシターの容量と取り付け位置を指定します。
　 例：2000pFで取り付け位置が A の場合、・・・2000pF/A

その他：pは標準で同軸ケーブル（40インチ）とSMAコネクターが接続されています。
（pは1〜2GHzの信号用としても使用できます。）

エヌピイエス（株）マルチコンタクト見積担当 宛
ＦＡＸ. ０３-３６８４-２２８７
連絡事項：

ご依頼者連絡先（お見積り送付先）

貴社名

部署 お名前

TEL

FAX

ご依頼日 年 月 日

マルチコンタクト見積依頼用紙（コピーしてご使用下さい）
仕様記入例を参考にして以下にご要望の仕様をご記入の上当社まで送付願います。

キャパシター容量と
取付け位置を記入

ＲＦの場合はモデル
を記入

パッド配列を記入

ピッチ（μm）を記入

ピッチが全て同じ場合はここに記入

（GGB社特許）
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寸法・形状図 1

４０Ａ・５０Ａ・６７Ａ寸法図
Side View Side ViewTop View

Pスタイル

DPスタイル

EDPスタイル

LPスタイル

Cスタイル

Tスタイル

GRスタイル

Qスタイル

Fスタイル

Sスタイル

DSスタイル

VPスタイル

RVPスタイル

Top View
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寸法・形状図 2

５０･７５･９０・１２０・１４０・１７０・２２０寸法図

デュアルタイプ寸法・形状図

チップ配列図

Mタイプ導波菅
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ピコプローブ御発注要領

40M, 40A, 50A, 67A, 110Hの型番記載例

50, 75, 90, 120, 140, 170, 220, 325B, 500B, 750B, 1100Bの型番記載例

ご注文の際は、モデルNo.、チップ配列、チップ間隔、スタイル等をご指定いただき、以下の要領で型番を明記してください。

オプション記号

導波管形状

オプション記号

3ページ参照

オプションの導波管形状が必要な場合は、Mと明記してください。

3ページ参照

スタイル

バイアスT

21ページより選択（40MはPLLと明記してください。）

オプションのバイアスTが必要な場合は、BTと明記してください。
導波管プローブのスタイルはPスタイルのみとなります。

チップ間隔

チップ間隔

ミクロン単位で表示

ミクロン単位で表示

チップ配列

チップ配列

22ページ参照

22ページ参照

モデルNo.

モデルNo.

●GGB社では特注品も製作しておりますのでご相談ください。

40A − GSG − 150 − P −  　  − 

75 − GSG − 150 − BT − M − 
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校正用基板　標準タイプ　GSG ・SG ・GS

ＧＧＢ社校正基板は、ピコプローブの性能に適切な精密校正が行えるよう
に設計されてます。
高精度素子を使用したパット構成は、30〜2540μチップ間隔ごとの仕様
に用意されております。
精密な計測を行う場合は、ピコプローブ専用校正基板の御使用を推奨致し
ます。

Load 精度0.25％

校正の種類
（ＧＧＢ社の校正基板は以下の校正に対応します。）
SOLT
LRL
LRM

=Short
=Line
=Line

-Open
-Reflect
-Reflect

-Load 
-Line
-Match

-Through

校正基板の仕様と選択

ＧＳＧ校正基板 パットサイズ（μｍ） 校正用途 適合プローブピッチ（μm） プローブピッチ（μm）

CS-5 50x50

SOLT,LRL,LRM

75〜250 75〜250

CS-9 100x100 250〜600 150〜600

CS-10 150x150 600〜1250 225〜1250

CS-18 300x300 1250〜2540 500〜2540

ＧＳ,ＳＧ校正基板 パットサイズ（μｍ） 校正用途 適合プローブピッチ（μm） プローブピッチ（μm）

CS-8 50x50

SOLT,LRM

50〜200 50〜300

CS-14 100x100 200〜400 150〜600

CS-11 150x150 400〜1250 175〜1250

CS-17 300x300 750〜2540 450〜2540

ＧＳＧ校正基板 パットサイズ（μｍ） 校正用途 適合プローブピッチ（μm） プローブピッチ（μm）

CS-15 25x25 SOLT,LRL,LRM
40〜150(SOLT）

40〜150
30〜150(LRL)
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校正用基板　デュアルタイプ　GSGSG・SGS

ＧＳＧＳＧ専用デュアル校正基板です。
ピコプローブの性能に適切な精密校正が行えるように設計されています。
高精度素子を使用したパット構成は、50〜1000μｍチップ間隔ごとの仕様
に用意されております。
周波数帯域は、ｄｃ〜１１０GHz

Load 精度0.25％

校正の種類
（ＧＧＢ社の校正基板は以下の校正に対応します。）
SOLT
LRL
LRM

=Short
=Line
=Line

-Open
-Reflect
-Reflect

-Load 
-Line
-Match

-Through

校正基板の仕様と選択

ＧＳGＳＧ校正基板 パットサイズ（μｍ） 校正用途 適合プローブピッチ（μm） プローブピッチ（μm）

CS-2-50
25x25 SOLT,LRL,LRM

50 45〜55

CS-2-75 75 70〜80

CS-2-100

50x50 SOLT,LRL,LRM

100 90〜110

CS-2-125 125 115〜135

CS-2-150 150 140〜160

CS-2-200 200 190〜210

CS-2-225 225 215〜235

CS-2-250 250 240〜260

CS-2-300

100x100 SOLT,LRL,LRM

300 275〜325

CS-2-350 350 325〜375

CS-2-400 400 375〜425

CS-2-450 450 425〜475

CS-2-500 500 490〜510

CS-2-750

150x150 SOLT,LRL,LRM

750 700〜800

CS-2-1000 1000 990〜1010

CS-2-1250 1250 1225〜1275

ＳGＳ校正基板 パットサイズ（μｍ） 校正用途 適合プローブピッチ（μm） プローブピッチ（μm）

CS-4-100 50x50

SOLT,LRM

150 90〜110

CS-4-150 50x50 150 140〜160

CS-4-250 100x100 250 225〜275

CS-4-300 100x100 300 275〜325

CS-4-350 100x100 350 325〜375
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校正用基板　デュアルタイプ専用　GSSG

校正基板の仕様と選択

ＧＳＳＧ専用デュアル校正基板です。
ピコプローブの性能に適切な精密校正が行えるように設計されています。
高精度素子を使用したパット構成は、５０〜１２５０μｍチップ間隔ごとの仕様
に用意されております。
周波数帯域は、ｄｃ〜１１０GHz

Load 精度0.25％

校正の種類
（ＧＧＢ社の校正基板は以下の校正に対応します。）
SOLT
LRL

=Short
=Line

-Open
-Reflect

-Load 
-Line

-Through

ＧＳＳＧ校正基板 パットサイズ（μｍ） 校正用途 適合プローブピッチ（μm） プローブピッチ（μm）

CS-3-50
25x25 SOLT,LRM

50 45〜60

CS-3-75 75 65〜85

CS-3-100

50x50 SOLT,LRM

100 85〜115

CS-3-125 125 110〜140

CS-3-150 150 135〜165

CS-3-175 175 160〜190

CS-3-200 200 185〜215

CS-3-250

100x100 SOLT,LRM

250 200〜300

CS-3-350 350 300〜400

CS-3-450 450 400〜500

CS-3-500 150x150 SOLT,LRM 500 425〜525

CS-3-600 100x100 SOLT,LRM 600 550〜625

CS-3-800

300x300 SOLT,LRM

800 600〜1000

CS-3-1000 1000 800〜1075

CS-3-1250 1250 1050〜1325
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ピコプローブ専用収納ＢＯＸ
●仕様
サイズ；様々なサイズがあります。
※湿度調整機能付の為、電源100Ｖが必要

となります。
※省エネ設計、電気代月40円以下
◎この収納ＢＯＸは、常温低湿度保持により、

ピコプローブ、誇り、湿気を嫌う精密部品の
長期保管に優れております。

同軸プローブニードル
SCシリーズ同軸プローブニードル
●仕様
SMAコネクタ付
タングステンニードル先端5μR
SC-1・・・信号線のみ
SC-1-GR・・・右グランド付
SC-1-GL・・・左グランド付

ＭＯＤＥＬ ＣＭＢ-1
コンタミ・リムービング・ブラシ
●仕様
全長；100㎜（毛先10㎜）
毛先；ナイロン系素材
◎このブラシは微小部分に付着したゴミ等を

除去するためのものです。
※特別に開発製作された特殊素材の極細毛

先により、静電気で付着した異物も対象物
に直接接触させてクリーニングができます。

ＭＯＤＥＬ ＰＣＰ-２５
プラナリティチェックプレート
●仕様
外観；25㎜□
厚み；635μｍ
素材；セラミック基板（金メッキ仕上げ）
◎初心者の方が安心してコンタクトを練習が

何度でもできます。
◎金メッキにて仕上げている為、校正基板を

使用する前に御使用頂きますと針当てが
簡単に出来るようになります。

MODEL K-60N・cm
MODEL T-90.3N・cm
トルクレンチ（Ｋコネ・2.4㎜コネクタ）
●仕様
種類；Kコネクタ/2.4㎜コネクタ用
全長；128㎜
特徴；逆締めを防ぐ構造となっております。

小型チャック
●仕様
外観；Φ50㎜
厚み；5㎜
基板サイズ；5㎜□以内
基板厚み；500μ以上
機構；マイクロメータ式

写真は専用アダプタ付となります。
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