
EV/PHEV
インバータ
電流検出：PS, TLR, SL
高耐熱：HSG73P
耐サージ・耐パルス：SG73/S/P/G
高耐圧：HV73V
高精度：
RS73, HVD, RN73H, KPC
電力抵抗：BGRV, BWRV, BSRV
温度センサ：LT73V

電動パワーステアリング 
電流検出：PS, TLR, SL
高精度：RN73H, KPC
耐サージ・耐パルス：
SG73/S/P/G

EV/PHEV 
DC-DCコンバータ
電流検出：PS, TLR, SL
耐サージ・耐パルス：
SG73/S/P/G
電圧検出：
RS73F, HVD, RN73H, 
KPC
電力抵抗：HPC, PCF
バリスタ：NV73DL
温度センサ：LT73V

EV/PHEV 
OBC（充電器）
電流検出: PS, TLR, SL
高耐圧：HV73V
プリチャージ、
ディスチャージ： 
BGRV,  BWRV,  BSRV
温度センサ: 
LT73V, SDT73V

LED/HIDヘッドライト
点灯制御
電流検出：SL, WK73S, WU73  
耐サージ・耐パルス：SG73/S/P/G  
耐硫化：WK73_RT, SG73_RT, SR73_RT
バリスタ：NV73DL
温度センサ：LT73V

AFS/オートレベリング
電流検出：UR73V, SR73

パワーシート制御    
電流検出：SL, UR73V, SR73
バリスタ：NV73DL

電子制御シートベルト
電流検出：TLR, SL

スマートキーシステム
電流検出：SL

カーエレクトロニクス用   KOA製品 セレクションガイド ・車載機器でのご使用を推奨する電子部品を記載しました。
・その他、車載機器に適応可能な各種電子部品を取り揃えておりますので、弊社営業窓口へお問合せ下さい。

エアーフローセンサ
白金温度センサ：SDT310VASP2, SDT101

イグニッションコイル
セラミック抵抗器：CPCN

トランスミッション制御 
電流検出：
TLR, SL, WK73S, WU73, UR73V
高耐熱：HSG73P
耐硫化：
WK73_RT, SG73_RT, SR73_RT

電動エアコン
電動コンプレッサ
電流検出：PS, TLR, SL
バリスタ：NV73DL
温度センサ：LT73V

エンジンECU
電流検出：
TLR,SL,WK73S,WU73,UR73V
高電力：WK73
耐サージ・耐パルス：
SG73/S/P/G
耐硫化：
WK73_RT,SG73_RT,SR73_RT
バリスタ：NV73DL

EV/PHEV
BMS（バッテリマネジメントシステム）

大電流シャント：HS
電流検出：PS, TLR, SL
高耐圧：HV73V
高電圧検出：HVD
高精度：
RS73, RN73H, KPC
セルバランス用：
SG73S/P/G, WK73R, TF16VN

ボディーコントロールモジュール
電流検出：
WK73S, WU73, UR73V, SR73
耐サージ・耐パルス：SG73/S/P/G
バリスタ：NV73DL

パワーウィンドウ、
電動スライドドア、
ドアミラー等のモータ制御回路 
電流検出：
TLR, SL, WK73S, WU73, UR73V, SR73
耐サージ・耐パルス：SG73/P/S/G
バリスタ：NV73DL

電動化
オイルポンプ/燃料ポンプ/ウォーターポンプ
電流検出：PS, TLR, SL
耐サージ・耐パルス：SG73/S/P/G

ASC/ESCブレーキ制御システム
電流検出：
PS, TLR, SL, WK73S, WU73, UR73V, SR73
高精度：RN73H, KPC
温度センサ：SDT73V, SDT101

インフォテイメント
カーナビゲーション
電流検出：UR73V
ヒューズ：TF16VN
バリスタ：NV73DL
温度センサ：LT73V

ADAS   
カメラ/ミリ波/LIDAR/
HUD/電子ミラー
電流検出：WK73S, WU73, UR73V, SR73
耐サージ・耐パルス：SG73/S/P/G
バリスタ：NV73DL

排ガスセンサ制御回路
高精度：RN73H, KPC 
電流検出：SL, WK73S 
温度センサ：SDT310VASP2

HPC/PCF 耐パルス・耐サージ用セラミック抵抗器

特長
ｘEVの急速放電用
耐パルス耐性に優れています　
低インダクタンス構造

性能
抵抗値：3.3～390kΩ
定格電力：0.5W～5W
使用温度範囲：-40～200℃

電力形抵抗器

B□RV 角形セメント抵抗器

特長
BGRV：巻線（ガラス芯）タイプ
BWRV：巻線（セラミック芯）タイプ
BSRV：酸化金属皮膜タイプ

性能
抵抗値範囲：1～75kΩ
定格電力：3W～60W
使用温度範囲：-40℃～155℃

 CPCN セラミック抵抗器 / ノイズサプレッサー

特長
エンジン点火回路の雑音防止用
10.7×3.5mm～18.3×7.2mmサイズ
2NS：SUS304端子

性能
抵抗値：1k、2k、5k、10k、15k
定格電力：0.5W～2W
使用温度範囲：-40℃～200℃

シャント

PSS※ チップ形パワーシャント

特長
金属板タイプ
2012㎜サイズ
小型で大電流検出が可能

性能
抵抗値：0.5mΩ、1mΩ
定格電力：1.25W
T.C.R.：90±50×10-6～

TLR 金属板

特長
2012～6331mmサイズ
TLRZ：ジャンパータイプ（1005～3216mmサイズ）
TLRH：6m～270mΩ（2012、6331mmサイズ）

性能
抵抗値：0.5m～20mΩ
定格電力：0.25W～5W
T.C.R.：±50×10-6/K～

SL モールドタイプ

特長 ヒートサイクル耐性に優れる
SLN：低T.C.R.タイプ

性能
抵抗値：3m～360mΩ
定格電力：0.75W～7W
T.C.R.：±50×10-6/K～

WK73S/WU73 厚膜長辺電極

特長
長辺電極の低抵抗器（10m～9.76Ω）
ヒートサイクル耐性に優れる
WU73：低T.C.R.タイプ（1632mmサイズ）

性能 定格電力：0.75W～3W
T.C.R.：±75×10-6/K～

UR73V/SR73 厚膜低抵抗

特長
汎用サイズの低抵抗器（10m～10Ω）
0603～6331mmサイズ
UR73V：低T.C.R.（2012、3216mmサイズ）

性能
定格電力：0.166W～2W
T.C.R.：±75×10-6/K～

薄膜抵抗器

HVD 高耐圧薄膜抵抗ネットワーク（高精度分圧抵抗） RN73H 角形金属皮膜チップ抵抗器

特長
高電圧対応品
相対精度を保証する高精度分圧抵抗器
高信頼、長期安定性に優れる

特長
超高精度抵抗器
高信頼、長期安定性に優れる
1005～3225mmサイズ

性能
最高使用電圧：～1000V
抵抗値範囲：～51MΩ
使用温度範囲：-55℃～155℃

性能
抵抗値許容差：±0.05％～
T.C.R.：±5×10-6/K～
使用温度範囲：-55℃～155℃

KPC 表面実装形薄膜抵抗ネットワーク

特長
相対精度を保証する高精度抵抗器 
高信頼、長期安定性に優れる
SOT-23、QSOP 16/20/24、SOIC 08/14/16

性能
相対抵抗値許容差：±0.05％～
相対T.C.R.：±5×10-6/K～
使用温度範囲：-55℃～125℃（155℃にも対応）

LTCC 基板

KLC LTCC多層基板

特長
低誘電損失で高周波特性が優れたセラミック材料
耐熱性、耐湿性が優れる
カスタムハイブリッドにも対応

性能
比誘電率：6.6、熱膨張係数：5.5×10-6/K
導体抵抗：銀 2.5μΩ・cm
ライン/スペース：60/60μm Min.

回路保護部品

TF16VN チップヒューズ

特長 回路ブロックの過電流保護素子
温度急変：-55/+125℃,1000 cycles

性能 定格電流：0.4～3.15A
定格電圧：32V（高定格電圧品：～125V）

NV73DL 積層形金属酸化物バリスタ

特長
サージ保護部品
優れた応答性でESD対策に好適
1608～3216mmサイズ

性能 バリスタ電圧：12～82V
サージ耐量（8/20μs）：80～300A

温度センサ

SDT310VASP2 小形白金薄膜温度センサ（小形ヒーター素子）

特長
抵抗値：20Ω
流量センサのヒーターとしても利用可能
熱時定数：2.8s

性能
抵抗値許容差：±1％～
定格電力：0.5W
使用温度範囲：-55℃～600℃

SDT101/SDT73V　　　　　白金薄膜温度センサ

特長
SDT101B：リード付き（抵抗値：10、100、500Ω）
SDT101SA：リード付き（抵抗値：1kΩ）
SDT73V：面実装（抵抗値：100、500Ω）

性能
抵抗値許容差：±0.2％～
T.C.R.：3500×10-6/K（SDT101B）、3850×10-6/K（SDT73V）
使用温度範囲：-55℃～300℃（SDT73V：～155℃）

LT73V 角形チップリニア正温度係数抵抗器

特長 面実装の感温性金属皮膜抵抗器

性能
定格周囲温度：＋85℃
抵抗値許容差：±2％、±5％
T.C.R.：150～4500×10-6/K

分類 形名 製品名
使用温度 AEC-Q200

データ 備考
下限（℃） 上限（℃）

厚膜抵抗器

RK73 角形チップ抵抗器

-55

155
　

○※ ※B/H：1F除く（~125℃）

RK73-RT 角形チップ抵抗器（耐硫化） ○

RS73 高信頼性角形チップ抵抗器 ○

RS73-RT 高信頼性角形チップ抵抗器（耐硫化） ○

SG73/S/P/G 角形サージチップ抵抗器 ○

SG73/S/P-RT 角形サージチップ抵抗器（耐硫化） ○

WK73R/WG73 長辺電極角形チップ抵抗器/耐サージタイプ ○

WK73R/S-RT 長辺電極角形チップ抵抗器（耐硫化） ○

HV73V 高耐圧チップ抵抗器 ○

HV73V-RT 高耐圧チップ抵抗器（耐硫化） ○

HSG73P 高耐熱チップ抵抗器 175※ ○ ※Au電極：～200℃

HSG73P-RT 高耐圧チップ抵抗器（耐硫化） 175 ○

SLR モールド封止型厚膜抵抗器 180 ○

MWS モールド形巻線抵抗器 200 ○

シャント
（電流検出抵抗器）

SR73 角形低抵抗チップ抵抗器

-55

150 ○※ ※1H除く（~125℃）

SR73-RT 角形低抵抗チップ抵抗器（耐硫化）

155

○

UR73V 角形低抵抗チップ抵抗器（低T.C.R.） ○

WK73S/WU73 長辺電極角形低抵抗チップ抵抗器/低T.C.R.タイプ ○

SL/SLN/TSL 電流検出用チップ抵抗器 -55※ 180 ○ ※SLN5: -65～180℃

TLR 金属板チップ形低抵抗器

-65

170※ ○ ※2A: ～155℃

TLRZ 金属板チップジャンパー 170 ○

TLRH 金属板チップ形低抵抗器 170※ ○ ※2A: ～155℃

PSS チップ形パワーシャント 175 ○

薄膜抵抗器
（高精度抵抗器）

RN73H/R 角形金属皮膜チップ抵抗器

-55

155 ○

KPC 表面実装形薄膜抵抗ネットワーク 125※ − ※155℃はカスタム

HVD 高耐圧薄膜抵抗ネットワーク（高精度分圧抵抗） 155 ○

電力形抵抗器

BGRV 角形巻線抵抗器（ガラス芯）

-40

155

○

BWRV 角形巻線抵抗器（セラミック芯） ○

BSRV 角形酸化金属皮膜抵抗器 ○

HPC 耐パルス・耐サージ用セラミック抵抗器

200

○

PCF 耐パルス・耐サージ用セラミック抵抗器 ○

CPCN セラミック抵抗器 − お問い合わせ下さい

温度センサ

SDT310VASP2 小形白金薄膜温度センサ（小形ヒーター素子）

-55

600※ ○ ※ 周囲温度と素子の自己加熱
温度を含みます

SDT101B 白金薄膜温度センサ 300 ○※ ※500Ωのみ

SDT101SA 白金薄膜温度センサ 150 ○

SDT73V 角形チップ白金薄膜温度センサ
155

○

LT73V 角形チップリニア正温度係数抵抗器 ◯

回路保護
NV73DL 積層形金属酸化物バリスタ -40

125
○

TF16VN チップ電流ヒューズ -55 ○

LTCC基板 KLC LTCC多層基板 − − − お問い合わせ下さい

　　　○： データ取得  −：データ無し
● 車載用途分類の解説

パワートレイン・シャシー制御系 エンジンECU・トランスミッションECU・ハイブリッド車のバッテリ制御やインバータ制御
ユニット、電動パワーステアリング、ABS、電動ブレーキなど、アプリケーション動作温度
範囲が、概ね-40℃～+155℃の用途向け

-40℃～+155℃

ボディ電装系 電動ポンプ、電動ミラー・パワーシート・エアバックECU・ヘッドランプ制御・TPMS・レー
ダーシステムなど、アプリケーション動作温度範囲が、概ね-40℃～+105℃の用途向け -40℃～+105℃

アクセサリ系 カーオーディオ・ナビゲーション・ETC機器・バックソナー・後方視認カメラなど、アプリ
ケーション動作温度範囲が、概ね-40℃～+85℃の用途向け -40℃～+85℃

・本用途分類は、弊社が独自に作成した一例であり、部品のご使用を限定したり、その動作を無条件に保証するものではありません。
・   各車載機器で使用部品をご検討になる際の指針を示すものであり、必ず事前に弊社営業窓口までご連絡、ご相談ください。また、必ず実機に実装した状態で評価・

確認を実施して下さい。

厚膜抵抗器

RS73/RK73G 高精度

特長 抵抗値許容差、T.C.R.に優れる
RS73：低T.C.R.、高信頼性（超精密級）

性能
抵抗値許容差：±0.1％～
T.C.R：±25×10-6/K～
長期安定性：0.2％～

HSG73P 高耐熱

特長
汎用タイプと比較して定格電力が高く、
パルス耐圧に優れる
導電性接着材にも対応（Auめっき）

性能 定格電力：0.125W～0.75W
使用温度範囲：-55℃～175℃（Auめっき：～200℃）

WK73R 長辺電極

特長
定格電力が高く、ヒートサイクル耐性に優れる
0510～3163ｍｍサイズ
WG73：耐パルス（1632～3163mmサイズ）

性能 定格電力：0.33W～3W

SG73 耐サージ・耐パルス

特長
SG73S：耐サージ（精密級）
SG73P：耐パルス（精密級）
SG73G：低T.C.R.（超精密級）

性能 抵抗値許容差：±0.25％～
T.C.R.：±50×10-6/K～

HV73V 高耐圧

特長 最高使用電圧に優れる
1608～3216ｍｍサイズ

性能 最高使用電圧：～800V

□-RT 耐硫化

特長

耐硫化性に優れる
汎用から低抵抗まで様々なタイプをラインアップ
汎用、高精度、耐サージ、長辺電極、高耐圧、
低抵抗、高耐熱

性能 抵抗値許容差：±0.1％～
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