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品が使用される機器の取扱説明書、操作説明書などをご確認の上、これに従ってください。また、上記資料などに記載の製品データ、図、表などに示す技術的な内容、プログラム、アルゴリズムその他応用回路例などの情報を使用する場合は、お客様の製
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利の非侵害保証を含むがこれに限らない。）をしておりません。
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新製品情報

世界初、15nmプロセスを用いた
NAND型フラッシュメモリの量産開始

業界初、高速インターフェース規格UHS-Ⅱに対応
世界最速の転送速度を実現したmicroSDカード

高速充電に対応したワイヤレス給電用レシーバIC : 
TC7763WBG

単独でデータの計測・処理・通信が可能
ウェアラブル端末向けアプリケーションプロセッサ :  
TZ1001MBG
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インフォメーション

●5月に出展した展示会でのパネルを公開しました。
　・第17回 組込みシステム開発技術展
　・人とくるまのテクノロジー展 2014
　・ワイヤレスジャパン2014
　http://www.semicon.toshiba.co.jp/design_support/exhibition_seminar/exhibition/

●YouTube公式チャンネルに動画を追加しました。
　・TransferJetTM対応USB/MicroUSBアダプタモジュールのセットアップ動画
　http://www.youtube.com/user/TOSHIBASandSOfficial

●新製品情報などを随時発信していますので、ぜひご覧ください。
　http://www.semicon.toshiba.co.jp/profile/news/newsrelease/

●半導体とストレージ製品のセミナーを随時行っていますので、ご参加をお待ちしております。
　http://www.semicon.toshiba.co.jp/design_support/exhibition_seminar/seminar/index.html
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高速充電に対応したワイヤレス給電用レシーバIC : TC7763WBG

 　当社は、スマートフォンやアクセサリーなどWPC
（Wireless Power Consortium）が策定するQi
（チー）規格注1準拠のモバイル機器向けに、ケーブ
ル充電と同程度の速度で充電できるワイヤレス給
電用IC「TC7763WBG」を製品化し、量産出荷を
開始しました。
　ワイヤレス給電は、充電用の電極を露出させずに
絶縁ケースで保護出来ることから、防水性を求めら
れるスマートフォンやゲームコントローラーなどのポー
タブル機器向けに需要が高まっています。さらに、最
近では、充電時間を短縮するために大電力対応が
求められていました。
　「TC7763WBG」は、回路を最適化することに
よって搭載機器の相互互換性を改善し、ケーブル充電
と同等の最大出力電力5ワット駆動を実現させました。

2 3

　当社は、世界で初めて注115nmプロセス注2を用い
た2ビット／セルの128ギガビット（16ギガバイト）の
NAND型フラッシュメモリを開発しました。4月末から
四日市工場の第5製造棟で、現行世代の19nm第
二世代品から切り替えて順次量産しています。現在
建設中の第5製造棟（第2期分）の完成後、今年の
秋には同棟でも製造を行います。
　新製品は、世界最先端の15nmプロセスを適用
するとともに周辺回路の工夫により、世界最小クラス
のチップサイズを実現しました。19nm第二世代品と
比較して書き込み速度はほぼ同等、また、データ転送
速度は高速インタフェース仕様の採用により、1.3倍
の速さである533メガビット／秒を実現しています。
　当社は本プロセスを採用した3ビット／セル製品も
第1四半期中の量産開始を計画しており、並行して
開発している高性能NANDコントローラを組み合わ
せてスマートフォンやタブレットPCなどに展開する予
定です。また、SSDの開発も進め、ノートPCなどへの
搭載を図ります。

■新製品の主な仕様
TC7763WBG
受電側
電磁誘導方式
5W
WCSP28

品番
送受電
伝送方式
最大出力電力
パッケージ

　当社は、ロードマップ通り微細化を進めており、今
後も積極的に最先端プロセスに切り替えることで、
生産性を高め、競争力強化につなげていきます。ま
た、スマートフォン、タブレット、薄型PC、メモリカードな
どのコンシューマ製品に加え、高い信頼性が求めら
れるデータセンタ向けのエンタープライズSSDなど多
種多様なユーザニーズに対応するため、幅広い用
途に向けた製品開発を進め、市場を牽引していきま
す。

注1： 当社調べ。2014年4月23日現在。
注2： ｎｍ：ナノメートル。10－9ｍ

　当社は、スマートフォンやタブレットなど向けに、世
界最速注1の転送速度を実現したmicroSDカードを
製品化し、携帯機器メーカーやセットメーカーなどに
対してサンプル出荷を開始しました。
　本製品は、SDメモリカード規格Ver.4.2の高速シ
リアルバスインターフェース規格であるUHS-Ⅱ注2に
業界で初めて注3対応しています。
　新製品は、容量が32GBと64GBの2種類です。
32GBの製品では、最大読出し速度260MB／秒、
最大書込み速度240MB／秒と、UHS-I対応の当
社従来製品注4と比べ、書き込み速度は約8倍、読み
出し速度は約2.7倍の速さを実現しています。また、
64GBの製品では、最大読出し速度145MB／秒、
最大書込み速度130MB／秒と、いずれも世界最
速の転送速度です。　
　これにより、スマートフォンやタブレットに大容量の
動画や音楽ファイルなどを保存する時間を短縮する
ことができます。また、搭載カメラの高速連写機能に
おける書込み時間の長さによって発生するインター
バル時間をより短くすることができるため、一層細か
い連続性のある写真撮影が可能となります。

　近年、スマートフォンやタブレットの高性能化に伴
い、静止画や動画撮影の高画質化やアプリケー
ションの多機能化が進んでおり、外部メモリの大容
量化や転送速度の高速化が求められています。当
社は、今後も大容量、高速タイプのラインアップを拡
充することで、市場のニーズに応え、microSDメモリ
カードシリーズの販売強化につなげていきます。

注1： 転送速度は使用する機器の性能やファイルサイズによっ
て異なる場合があるため、常に最大転送速度を保障する
ものではありません。2014年4月17日現在、当社調べ。

注2： SD4.2規格の高速シリアルバスインターフェース仕様で、
シングルレーンアクセスで156MB／秒、デュアルレーンア
クセスで312MB／秒のバス転送速度を実現する規格。

注3： 2014年4月17日現在、当社調べ。
注4： MUH-A032G（32GB）では、最大読出し速度が95MB／

秒、書込み速度が30MB／秒。

注1： Wireless Power Consortiumにて策定された無接点充電の国際規格。
注2： Foreign Object Detectionの略。

■新製品の主な仕様
THNSX032GAJCM4

32GB
260MB/秒
240MB/秒

2Lane Half-Duplex, HD312

FAT32

THNSX064GBK5M4
64GB

145MB/秒
130MB/秒

Full-Duplex, FD156

exFAT

UHS Speed Class 3

VDD1=2.7～ 3.6V,   VDD2=1.7V～ 1.95V
SDメモリカード規格Ver.4.2準拠

L: 15, W: 11, T: 1.0（mm）
約0.5g

製品型番
容量
最大読出し速度
最大書込み速度
UHSスピードクラス
インターフェース
電源電圧
準拠規格
ファイルフォーマット
外形寸法
質　量

■新製品の概要

32GB 260MB/秒 240MB/秒
64GB 145MB/秒 130MB/秒

容量   最大転送速度
  読出し  書込み

＊ microSDHCメモリカード（32GB）はFAT32ファイルシステムを搭載したmicroSDXC対応機器およびmicroSDHC対応機器で
ご使用ください。従来のmicroSD対応機器ではファイルフォーマットが異なるためご使用できません。

＊ microSDXCメモリカード（64GB）はexFATファイルシステムを搭載したmicroSDXC対応機器でご使用ください。従来の
microSD / microSDHC対応機器ではファイルフォーマットが異なるためご使用できません

■新製品の主な特長
･ 最大出力電力5Wを実現
･ 95%の最大電力変換効率を実現
･ 給電時のプロトコル制御回路を内蔵
･ 異物検出（FOD注2）機能に対応セットの開発を
サポート
･ 当社従来製品「TC7761WBG（3.5W対応））と
ピン互換性があり、置き換えが可能

■応用機器
　スマートフォンなどのモバイル機器、モバイルアク
セサリー

単独でデータの計測・処理・通信が可能
ウェアラブル端末向けアプリケーションプロセッサ : TZ1001MBG

■新製品の主な特長
･ 通信機能・センサ・メモリ・プロセッサを1パッケージ化
 活動量計などのウェアラブル端末に必要なデバイ
スを1パッケージ化することにより、機器の小型化
が可能です。
･ 外部センサとの接続が可能
 高精度のADCを搭載しており、脈波や心電などを
測定する外部センサの情報を取り込んで処理する
ことが可能です。
･ ARM® Cortex®-M4Fプロセッサを搭載
 DSPと浮動小数点演算ユニットをもつ高性能
ARM® Cortex®-M4Fプロセッサを搭載しており、
内蔵センサや外部センサから取り込んだ複数情報
の統合的な処理（センサフュージョン）が可能です。
･ Bluetooth®通信機能内蔵
 Bluetooth® Low EnergyのコントローラとRF回路
を内蔵しており、センサで収集したデータや処理後
のデータを、スマートフォンやタブレットなどの携帯
端末に転送することができます。

　当社は、省電力通信規格であるBluetooth® Low 
Energy通信機能、加速度センサおよびフラッシュメ
モリを内蔵したウェアラブル端末向けのアプリケー
ションプロセッサ「TZ1001MBG」を製品化し、ApP 
Lite™ファミリーに追加します。5月からサンプル出
荷、9月から量産出荷を開始する予定です。
　近年、生活習慣病の予防やダイエットなど健康的
な生活を支援するヘルスケア向けのサービスが増
加しており、これらのサービスを促進させるためのウェ
アラブル端末の需要が高まっています。
　本製品は、Bluetooth® Low Energyのコントロー
ラ機能、加速度センサ、センサから入力されたデータ
を処理するプロセッサ、およびデータを保存するフ
ラッシュメモリを1パッケージに内蔵しました。これによ

■新製品の主な仕様
TZ1001MBG
ARM® Cortex®-M4F 48MHz
Bluetooth® Low Energy Controller
加速度センサ
8Mbit内蔵
USB, SPI, I2C, UART, 12bit ADC, 24bit ⊿ΣADC

品番
CPU
通信
センサ
フラッシュメモリ
I/O

※Bluetoothは、Bluetooth SIG, Inc.の登録商標であり、東芝はライセンスに基づき使用しています。 
※ARMおよびCortexは、ARM LimitedのEUまたはその他の国における登録商標です。 
※ApP Liteは、株式会社東芝の商標です。
※その他本文中に記載されている会社名および製品名は、それぞれ各社が商標または登録商標として使用している場合があります。

新製品のさらに詳しい仕様については下記ページをご欄下さい。
http://www.semicon.toshiba.co.jp/product/assp/applite/tz1000/index.html

世界初、15nmプロセスを用いたNAND型フラッシュメモリの量産開始

業界初、高速インターフェース規格UHS-Ⅱに対応
世界最速の転送速度を実現したmicroSDカード

り、本製品のみでウェアラブル端末に必要な計測、
データ処理、通信の実現が可能になり、実装面積の
削減と機器の小型化に貢献します。また、本製品は
独自の低電力設計を採用しており、長時間のバッテ
リ駆動を必要とするウェアラブル端末向けに適して
います。
　当社は、さらに角速度センサと地磁気センサを追
加した「TZ1011MBG」を開発しており、「TZ1000
シリーズ」のラインアップ拡充を目指します。

■応用機器
　活動量計、スマートウォッチ、およびブレスレット型
やメガネ型などの各種ウェアラブル端末

新製品情報
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高速充電に対応したワイヤレス給電用レシーバIC : TC7763WBG

 　当社は、スマートフォンやアクセサリーなどWPC
（Wireless Power Consortium）が策定するQi
（チー）規格注1準拠のモバイル機器向けに、ケーブ
ル充電と同程度の速度で充電できるワイヤレス給
電用IC「TC7763WBG」を製品化し、量産出荷を
開始しました。
　ワイヤレス給電は、充電用の電極を露出させずに
絶縁ケースで保護出来ることから、防水性を求めら
れるスマートフォンやゲームコントローラーなどのポー
タブル機器向けに需要が高まっています。さらに、最
近では、充電時間を短縮するために大電力対応が
求められていました。
　「TC7763WBG」は、回路を最適化することに
よって搭載機器の相互互換性を改善し、ケーブル充電
と同等の最大出力電力5ワット駆動を実現させました。

2 3

　当社は、世界で初めて注115nmプロセス注2を用い
た2ビット／セルの128ギガビット（16ギガバイト）の
NAND型フラッシュメモリを開発しました。4月末から
四日市工場の第5製造棟で、現行世代の19nm第
二世代品から切り替えて順次量産しています。現在
建設中の第5製造棟（第2期分）の完成後、今年の
秋には同棟でも製造を行います。
　新製品は、世界最先端の15nmプロセスを適用
するとともに周辺回路の工夫により、世界最小クラス
のチップサイズを実現しました。19nm第二世代品と
比較して書き込み速度はほぼ同等、また、データ転送
速度は高速インタフェース仕様の採用により、1.3倍
の速さである533メガビット／秒を実現しています。
　当社は本プロセスを採用した3ビット／セル製品も
第1四半期中の量産開始を計画しており、並行して
開発している高性能NANDコントローラを組み合わ
せてスマートフォンやタブレットPCなどに展開する予
定です。また、SSDの開発も進め、ノートPCなどへの
搭載を図ります。

■新製品の主な仕様
TC7763WBG
受電側
電磁誘導方式
5W
WCSP28

品番
送受電
伝送方式
最大出力電力
パッケージ

　当社は、ロードマップ通り微細化を進めており、今
後も積極的に最先端プロセスに切り替えることで、
生産性を高め、競争力強化につなげていきます。ま
た、スマートフォン、タブレット、薄型PC、メモリカードな
どのコンシューマ製品に加え、高い信頼性が求めら
れるデータセンタ向けのエンタープライズSSDなど多
種多様なユーザニーズに対応するため、幅広い用
途に向けた製品開発を進め、市場を牽引していきま
す。

注1： 当社調べ。2014年4月23日現在。
注2： ｎｍ：ナノメートル。10－9ｍ

　当社は、スマートフォンやタブレットなど向けに、世
界最速注1の転送速度を実現したmicroSDカードを
製品化し、携帯機器メーカーやセットメーカーなどに
対してサンプル出荷を開始しました。
　本製品は、SDメモリカード規格Ver.4.2の高速シ
リアルバスインターフェース規格であるUHS-Ⅱ注2に
業界で初めて注3対応しています。
　新製品は、容量が32GBと64GBの2種類です。
32GBの製品では、最大読出し速度260MB／秒、
最大書込み速度240MB／秒と、UHS-I対応の当
社従来製品注4と比べ、書き込み速度は約8倍、読み
出し速度は約2.7倍の速さを実現しています。また、
64GBの製品では、最大読出し速度145MB／秒、
最大書込み速度130MB／秒と、いずれも世界最
速の転送速度です。　
　これにより、スマートフォンやタブレットに大容量の
動画や音楽ファイルなどを保存する時間を短縮する
ことができます。また、搭載カメラの高速連写機能に
おける書込み時間の長さによって発生するインター
バル時間をより短くすることができるため、一層細か
い連続性のある写真撮影が可能となります。

　近年、スマートフォンやタブレットの高性能化に伴
い、静止画や動画撮影の高画質化やアプリケー
ションの多機能化が進んでおり、外部メモリの大容
量化や転送速度の高速化が求められています。当
社は、今後も大容量、高速タイプのラインアップを拡
充することで、市場のニーズに応え、microSDメモリ
カードシリーズの販売強化につなげていきます。

注1： 転送速度は使用する機器の性能やファイルサイズによっ
て異なる場合があるため、常に最大転送速度を保障する
ものではありません。2014年4月17日現在、当社調べ。

注2： SD4.2規格の高速シリアルバスインターフェース仕様で、
シングルレーンアクセスで156MB／秒、デュアルレーンア
クセスで312MB／秒のバス転送速度を実現する規格。

注3： 2014年4月17日現在、当社調べ。
注4： MUH-A032G（32GB）では、最大読出し速度が95MB／

秒、書込み速度が30MB／秒。

注1： Wireless Power Consortiumにて策定された無接点充電の国際規格。
注2： Foreign Object Detectionの略。

■新製品の主な仕様
THNSX032GAJCM4

32GB
260MB/秒
240MB/秒

2Lane Half-Duplex, HD312

FAT32

THNSX064GBK5M4
64GB

145MB/秒
130MB/秒

Full-Duplex, FD156

exFAT

UHS Speed Class 3

VDD1=2.7～ 3.6V,   VDD2=1.7V～ 1.95V
SDメモリカード規格Ver.4.2準拠

L: 15, W: 11, T: 1.0（mm）
約0.5g

製品型番
容量
最大読出し速度
最大書込み速度
UHSスピードクラス
インターフェース
電源電圧
準拠規格
ファイルフォーマット
外形寸法
質　量

■新製品の概要

32GB 260MB/秒 240MB/秒
64GB 145MB/秒 130MB/秒

容量   最大転送速度
  読出し  書込み

＊ microSDHCメモリカード（32GB）はFAT32ファイルシステムを搭載したmicroSDXC対応機器およびmicroSDHC対応機器で
ご使用ください。従来のmicroSD対応機器ではファイルフォーマットが異なるためご使用できません。

＊ microSDXCメモリカード（64GB）はexFATファイルシステムを搭載したmicroSDXC対応機器でご使用ください。従来の
microSD / microSDHC対応機器ではファイルフォーマットが異なるためご使用できません

■新製品の主な特長
･ 最大出力電力5Wを実現
･ 95%の最大電力変換効率を実現
･ 給電時のプロトコル制御回路を内蔵
･ 異物検出（FOD注2）機能に対応セットの開発を
サポート
･ 当社従来製品「TC7761WBG（3.5W対応））と
ピン互換性があり、置き換えが可能

■応用機器
　スマートフォンなどのモバイル機器、モバイルアク
セサリー

単独でデータの計測・処理・通信が可能
ウェアラブル端末向けアプリケーションプロセッサ : TZ1001MBG

■新製品の主な特長
･ 通信機能・センサ・メモリ・プロセッサを1パッケージ化
 活動量計などのウェアラブル端末に必要なデバイ
スを1パッケージ化することにより、機器の小型化
が可能です。
･ 外部センサとの接続が可能
 高精度のADCを搭載しており、脈波や心電などを
測定する外部センサの情報を取り込んで処理する
ことが可能です。
･ ARM® Cortex®-M4Fプロセッサを搭載
 DSPと浮動小数点演算ユニットをもつ高性能
ARM® Cortex®-M4Fプロセッサを搭載しており、
内蔵センサや外部センサから取り込んだ複数情報
の統合的な処理（センサフュージョン）が可能です。
･ Bluetooth®通信機能内蔵
 Bluetooth® Low EnergyのコントローラとRF回路
を内蔵しており、センサで収集したデータや処理後
のデータを、スマートフォンやタブレットなどの携帯
端末に転送することができます。

　当社は、省電力通信規格であるBluetooth® Low 
Energy通信機能、加速度センサおよびフラッシュメ
モリを内蔵したウェアラブル端末向けのアプリケー
ションプロセッサ「TZ1001MBG」を製品化し、ApP 
Lite™ファミリーに追加します。5月からサンプル出
荷、9月から量産出荷を開始する予定です。
　近年、生活習慣病の予防やダイエットなど健康的
な生活を支援するヘルスケア向けのサービスが増
加しており、これらのサービスを促進させるためのウェ
アラブル端末の需要が高まっています。
　本製品は、Bluetooth® Low Energyのコントロー
ラ機能、加速度センサ、センサから入力されたデータ
を処理するプロセッサ、およびデータを保存するフ
ラッシュメモリを1パッケージに内蔵しました。これによ

■新製品の主な仕様
TZ1001MBG
ARM® Cortex®-M4F 48MHz
Bluetooth® Low Energy Controller
加速度センサ
8Mbit内蔵
USB, SPI, I2C, UART, 12bit ADC, 24bit ⊿ΣADC

品番
CPU
通信
センサ
フラッシュメモリ
I/O

※Bluetoothは、Bluetooth SIG, Inc.の登録商標であり、東芝はライセンスに基づき使用しています。 
※ARMおよびCortexは、ARM LimitedのEUまたはその他の国における登録商標です。 
※ApP Liteは、株式会社東芝の商標です。
※その他本文中に記載されている会社名および製品名は、それぞれ各社が商標または登録商標として使用している場合があります。

新製品のさらに詳しい仕様については下記ページをご欄下さい。
http://www.semicon.toshiba.co.jp/product/assp/applite/tz1000/index.html

世界初、15nmプロセスを用いたNAND型フラッシュメモリの量産開始

業界初、高速インターフェース規格UHS-Ⅱに対応
世界最速の転送速度を実現したmicroSDカード

り、本製品のみでウェアラブル端末に必要な計測、
データ処理、通信の実現が可能になり、実装面積の
削減と機器の小型化に貢献します。また、本製品は
独自の低電力設計を採用しており、長時間のバッテ
リ駆動を必要とするウェアラブル端末向けに適して
います。
　当社は、さらに角速度センサと地磁気センサを追
加した「TZ1011MBG」を開発しており、「TZ1000
シリーズ」のラインアップ拡充を目指します。

■応用機器
　活動量計、スマートウォッチ、およびブレスレット型
やメガネ型などの各種ウェアラブル端末

新製品情報



□本資料に掲載されているハードウエア、ソフトウエアおよびシステム（以下、本製品という）に関する情報等、本資料の掲載内容は、技術の進歩などにより予告なしに変更されることがあります。
□文書による当社の事前の承諾なしに本資料の転載複製を禁じます。また、文書による当社の事前の承諾を得て本資料を転載複製する場合でも、記載内容に一切変更を加えたり、削除したりしないでください。
□当社は品質、信頼性の向上に努めていますが、半導体・ストレージ製品は一般に誤作動または故障する場合があります。本製品をご使用頂く場合は、本製品の誤作動や故障により生命・身体・財産が侵害されることのないように、お客様の責任において、
お客様のハードウエア・ソフトウエア・システムに必要な安全設計を行うことをお願いします。なお、設計および使用に際しては、本製品に関する最新の情報（本資料、仕様書、データシート、アプリケーションノート、半導体信頼性ハンドブックなど）および本製
品が使用される機器の取扱説明書、操作説明書などをご確認の上、これに従ってください。また、上記資料などに記載の製品データ、図、表などに示す技術的な内容、プログラム、アルゴリズムその他応用回路例などの情報を使用する場合は、お客様の製
品単独およびシステム全体で十分に評価し、お客様の責任において適用可否を判断してください。

□本製品は、特別に高い品質・信頼性が要求され、またはその故障や誤作動が生命・身体に危害を及ぼす恐れ、膨大な財産損害を引き起こす恐れ、もしくは社会に深刻な影響を及ぼす恐れのある機器（以下“特定用途”という）に使用されることは意図されて
いませんし、保証もされていません。特定用途には原子力関連機器、航空・宇宙機器、医療機器、車載・輸送機器、列車・船舶機器、交通信号機器、燃焼・爆発制御機器、各種安全関連機器、昇降機器、電力機器、金融関連機器などが含まれますが、本資
料に個別に記載する用途は除きます。特定用途に使用された場合には、当社は一切の責任を負いません。なお、詳細は当社営業窓口までお問い合わせください。
□本製品を分解、解析、リバースエンジニアリング、改造、改変、翻案、複製等しないでください。
□本製品を、国内外の法令、規則及び命令により、製造、使用、販売を禁止されている製品に使用することはできません。
□本資料に掲載してある技術情報は、製品の代表的動作・応用を説明するためのもので、その使用に際して当社及び第三者の知的財産権その他の権利に対する保証または実施権の許諾を行うものではありません。
□別途、書面による契約またはお客様と当社が合意した仕様書がない限り、当社は、本製品および技術情報に関して、明示的にも黙示的にも一切の保証（機能動作の保証、商品性の保証、特定目的への合致の保証、情報の正確性の保証、第三者の権
利の非侵害保証を含むがこれに限らない。）をしておりません。

□本製品、または本資料に掲載されている技術情報を、大量破壊兵器の開発等の目的、軍事利用の目的、あるいはその他軍事用途の目的で使用しないでください。また、輸出に際しては、「外国為替及び外国貿易法」、「米国輸出管理規則」等、適用ある輸
出関連法令を遵守し、それらの定めるところにより必要な手続を行ってください。
□本製品のRoHS適合性など、詳細につきましては製品個別に必ず当社営業窓口までお問い合わせください。本製品のご使用に際しては、特定の物質の含有・使用を規制するRoHS指令等、適用ある環境関連法令を十分調査の上、かかる法令に適合す
るようご使用ください。お客様がかかる法令を遵守しないことにより生じた損害に関して、当社は一切の責任を負いかねます。

「eye」インターネット版 URL http://www.semicon.toshiba.co.jp/event/eye/index.html
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世界初、15nmプロセスを用いた
NAND型フラッシュメモリの量産開始

業界初、高速インターフェース規格UHS-Ⅱに対応
世界最速の転送速度を実現したmicroSDカード

高速充電に対応したワイヤレス給電用レシーバIC : 
TC7763WBG

単独でデータの計測・処理・通信が可能
ウェアラブル端末向けアプリケーションプロセッサ :  
TZ1001MBG
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インフォメーション

●5月に出展した展示会でのパネルを公開しました。
　・第17回 組込みシステム開発技術展
　・人とくるまのテクノロジー展 2014
　・ワイヤレスジャパン2014
　http://www.semicon.toshiba.co.jp/design_support/exhibition_seminar/exhibition/

●YouTube公式チャンネルに動画を追加しました。
　・TransferJetTM対応USB/MicroUSBアダプタモジュールのセットアップ動画
　http://www.youtube.com/user/TOSHIBASandSOfficial

●新製品情報などを随時発信していますので、ぜひご覧ください。
　http://www.semicon.toshiba.co.jp/profile/news/newsrelease/

●半導体とストレージ製品のセミナーを随時行っていますので、ご参加をお待ちしております。
　http://www.semicon.toshiba.co.jp/design_support/exhibition_seminar/seminar/index.html

インフォメーション


