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【 お客様各位 】

必ずお読みください
SS-850SJ2-GJ
この度は、本製品をお買い上げ頂き誠にありがとうございます。
本製品をご使用する前に下記内容をご一読頂きますようお願い申し上げます。
スタンドアロン・ソケットボード概要
スタンドアロン・ソケットボードは、StickWriter を使用し、NEC エレクトロニクス製フラッシュ内蔵マイコンに書き込みを行うた
めの専用ボードです。
梱包内容
・SS-850SJ2-GJ ボード
・AC アダプタ
対応デバイス
・ uPD70F3264YGJ
・ uPD70F3266YGJ
・
uPD70F3274YGJ
・ uPD70F3276YGJ

１枚
１個

・
・
・

uPD70F3284YGJ
uPD70F3286YGJ
uPD70F3288YGJ

各部名称
StickWriter 接続コネクタ１
FP4 用コネクタ

電源 LED
ON

電源スイッチ

DC ジャック

StickWriter 接続コネクタ２

OFF

IC ソケット

1 ピンマーク

StickWriter 接続コネクタ１，２

StickWriter を接続するためのコネクタです。１または２に接続してください。

FP4 用コネクタ
電源 LED

NEC エレクトロニクス製 PG-FP4 を接続するためのコネクタです。
電源が ON のとき点灯します。
本ボードの電源を ON/OFF します。
デバイスへの書き込み中は OFF にしないでください。
IC ソケットは必ず電源を OFF にしてから開いてください。

電源スイッチ
DC ジャック
IC ソケット
１ピンマーク

付属 AC アダプタを接続してください。
書き込むデバイスをセットします。
電源 LED が消灯していることを確認してから開けてください。
デバイスの１ピンが左下になるようにセットしてください。
デバイスの１ピン位置を示しています。

StickWriter の設定
StickWriter を下記のように設定してご使用ください。

以外の項目は必要に応じて設定してください。

※注意
・ IC ソケットの寿命は接触１０，０００回です。
本製品に対しての、ご質問等はメールにてお問合せください。（ e-mail：StickWriter@apply.co.jp ）
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【 All the guests present 】

ReadMe
SS-850SJ2-GJ
Thank you indeed for purchasing this product for this time.
Get the following content before using this product and get reading through.
Outline of standalone socket board
The standalone socket board is a special board to write it in the microcomputer with built-in the flash made by NEC
Electronics by using StickWriter.
Content of packing
・SS-850SJ2-GJ Board
・AC Adaptor
Correspondence device
・ uPD70F3264YGJ
・ uPD70F3266YGJ
・
uPD70F3274YGJ
・ uPD70F3276YGJ

１
１

・
・
・

uPD70F3284YGJ
uPD70F3286YGJ
uPD70F3288YGJ

Each part name
StickWriter connection connector1
Connector for FP4

Power supply LED
ON

Power on/off switch

DC Jack

StickWriter connection
connector2

OFF

IC socket

1pin mark

StickWriter connection Connector1,2

It is a connector to connect StickWriter. Connect it with 1 or 2.

Connector for FP4
Power supply LED

It is a connector to connect made by NEC Electronics PG-FP4.
When the power supply is turned on, it lights.
The power supply of this board is turned on and off.
Do not make it to turning off while writing it in the device.
IC socket must open after turning off the power supply without fail.

Power on/off switch
DC Jack
IC socket
１pin mark

Connect attachment AC adaptor.
The written device is set.
Open it after confirming power supply LED has been turned off.
Set for one pin of the device to become under the left.
One pin position of the device is shown.

Setting of StickWriter
Set as follows and use StickWriter.

Set the item other than if necessary..

※

Attention
・The longevity of IC socket is 10,000 times of contact.

Please inquire the question to this product in mail.（ e-mail：StickWriter@apply.co.jp ）
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