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セルラー LPWAでつながり、
さらに広がる IoT/M2Mマーケット。

交通・物流
● 運行管理　● カーシェアリング
● ドローン　● コンテナ管理

遠隔監視システム
● 災害防止監視
● 自動販売機監視

建設・産業機器
● 建機／農機／船舶稼働監視
● 建機／農機／船舶位置監視　● 工場稼働監視

決済システム
● ハンディーターミナル
● 店舗での自動決済

セキュリティ
● 防犯カメラ／入退室管理
● 見守りサービス（家庭）

農業・畜産
● 農作物生育管理
● 畜産物生育管理

環境・エネルギー
● 電気／ガス／水道管理
　（スマートメータ）

メディカル・
ヘルスケア
● 在宅医療　
● 健康管理

移動可能で場所を選ばない

屋外、無人でも監視・管理

屋内、家庭内で常時屋外で状態監視・管理

太陽誘電の
セルラー LPWA
（CLシリーズ）の

主な特徴

持ち運びができ、無人使用が可能。

eDRX/PSM技術により

常時間欠受信での

制御が可能です。

いつでも

どこでも
広いネットワークエリアをカバーし

屋内 /屋外に設置が可能。

小型・軽量で場所を選ばず

エリアの移動も容易です。

安心
高いセキュリティ技術と高信頼性

パッケージで安心・安全な通信を

確保します。また、OTA技術で

メンテナンス可能です。

長時間使用
eDRX/PSM技術により

省電力で間欠受信をすることにより

長時間の使用が可能。

電池使用機器に最適です。

時間帯や場所を選ばす安心・安全につながる

通信モジュールです。

さらに省電力で長時間の

使用が可能なため、システムの高効率化、

ローコスト化に最適です。
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LTE Cat-1 モジュール
Cat-1の高スループットを電池運用で実現

●実績のあるチップセットでモジュール化
● LTE Cat-1（3GPP Release13）対応
●日本国内の周波数Bandを全てサポート

国内：技術基準適合証明、JATE認証取得済み

●CL12DAH2Zはソフトバンク網対応のモデムモジュール（SiP)です。
●CL32DAH2Zはドコモ網対応のモデムモジュール（SiP)です。
●本製品はeUICC(eSIM)をサポートしています。様々なMNO、MVNOのSIMに対応可能です。
●LwM2M によりFW更新が可能です。  

LTE Cat-M1(NB1)モジュール
ガススマートメーターで全国規模採用実績

ソニー・セミコンダクタ・イスラエル
（旧 Altair Semiconductor）製　
ALT1160 チップセット使用

高密度実装で小型・軽量を実現
●小型LGAパッケージ（26.0×20.0×2.4mm）
●実装面で高品質／高信頼性のパッケージを採用
●動作電圧：2.3～4.2V
● 動作温度：-30℃～70℃
●物理インターフェース：
　USB/SPI/UART/GPIO/SIM
● 制御インターフェース：
　ATコマンド超低消費電力を実現

● 2.3Vからの動作電圧により3V電池による駆動が可能
●高速伝送でありながらeDRXによる低消費電力を実現
● Cat-1クラス最高水準の低消費電力を達成

国産・高品質設計
●自社製品のSAW Duplexer/BPF,
　Multi Layerセラミック部品を活用した最適化設計
●データ通信に特化した簡素で堅牢な設計

●実績のあるチップセットでモジュール化
● Cat-M、NB1対応
● FCC/IC、CE、GCF認証取得済み
●日本国内の周波数Bandを全てサポート

国内：技術基準適合証明、JATE認証取得済み
海外：FCC/IC/CE、GCF認証取得済み

●CL3ADAH2Zはドコモ網対応のモデムモジュール（SiP)です。
●CL2ADAH2ZはKDDI網対応のモデムモジュール（SiP)です。
●CL1ADAH2Zはソフトバンク網対応（予定）のモデムモジュール（SiP)です。
●本製品は省電力モード、IPv4/IPv6、TCP/UDP、TLS、SMSに対応しています。
●本製品はeUICC(eSIM)をサポートしています。様々なMNO、MVNOのSIMに対応可能です。
●LwM2M によりFW更新が可能です。 

ソニー・セミコンダクタ・イスラエル
（旧 Altair Semiconductor）製　
ALT1250チップセット使用

高密度実装で小型・軽量を実現
●小型LGAパッケージ（15.0×14.0×1.9 mm）
●実装面で高品質／高信頼性のパッケージを採用
●動作電圧：2.3～4.2V 
● 動作温度：-30℃～70℃
●物理インターフェース：
　UART/GPIO/SIM
　SPI/I2C
● 制御インターフェース：ATコマンド

超低消費電力を実現
● eDRXとPSMモードで超低消費電力を実現

LwM2M対応
●デバイス管理機能をサポート

Cat-NB1対応

機能／インターフェース
機能

インターフェース

・LINUXOS　・SMS、IPv4/IPｖ6、TCP/UDP、SSL/TLS、HTTP、MQTT　・セキュアな通信を実現　・DRX/eDRX、PSMモード対応

・物理インターフェース：USB、SPI、UART、GPIO、SIM 　・制御インターフェース：ATコマンド

機能／インターフェース
機能

インターフェース

・Realtime OS　・SMS、IPv4/IPｖ6、TCP/IP、UDP/IP、SSL/TLS、LwM2M、MQTT　・セキュアな通信を実現（セキュアエンジン搭載）　
・eDRX、PSMモード対応

・物理インターフェース：UART,SPI,I2C,SIM　・制御インターフェース：ATコマンド

26.0mm

20.0mm

2.4mm

原寸大

15.0mm

14.0mm

1.9mm

原寸大



● 当カタログの記載内容は改良などのために予告なく変更することがあります。したがいまし
て、ご使用の際は必ず左記に記載のインターネットのホームページで最新の情報をご確認の
上、ご使用くださいますようお願いします。

● 仕様の詳細につきましては納入仕様書または取扱説明書を用意しておりますので、弊社まで
お問い合わせください。

● 弊社製品のご使用に際しては、使用する機器に実装された状態および実際の使用環境での評
価および確認を必ず行ってください。

● 当カタログには主に機種選定に必要な情報を掲載し、ご使用上の注意事項等はすべて掲載し
ておりません。ご使用上の注意事項等、ご使用の際に必要な内容については、必ず納入仕様書
または取扱説明書をお読みください。

● 当カタログの記載内容につきましては、弊社の営業所、販売子会社、販売代理店（いわゆる「正
規販売チャンネル」）からご購入いただいた弊社製品に適用します。上記以外からご購入いた
だいた弊社製品に関しては適用対象外とさせていただきますのでご了承ください。

● 弊社製品は、日本国内での使用を前提としています。海外でもご使用を検討されている場合
は、弊社までお問い合わせください。

● 弊社製品を輸出される際には「外国為替及び外国貿易法」等の関連法規をご確認の上、輸出許
可等がご必要であれば必要な手続をお取りください。ご不明な場合には弊社までお問い合わ
せください。

CLシリーズ仕様

品名（型番）

LTE通信

伝送速度

最大送信電力

対応周波数バンド

パッケージ

電源電圧

動作温度

保存温度

認証

通信キャリアIoT

その他

LTE Cat-1 LTE Cat-M1(NB1)
CL1ADAH2Z/CL2ADAH2Z/CL3ADAH2Z

Rel.13(eDRX対応)

下り:300kbps／上り:375kbps

23dBm

B1, B2, B4, B8, B12, B18, B19, B20, B26

LGA(15.0×14.0×1.9mm)

2.3～4.2V

-30℃～+70℃

-40℃～+80℃

技術基準適合証明、JATE　FCC/IC/CE、GCF

CL1A：ソフトバンク（予定）/ CL2A：KDDI/ CL3A：ドコモ　※各種MVNOをサポート　

eSIM対応　Cat-NB1対応

CL12DAH31／CL３２DAH31

Rel.13(eDRX対応)

下り:10Mbps／上り:5Mbps

23dBm

CL12:B1,B8／CL32:B1,B19（B26計画中）

LGA（26.0×20.0×2.4 mm）

2.3～4.2V

-30℃～+70℃

-40℃～+80℃

技術基準適合証明　JATE

CL12:ソフトバンク／CL32:ドコモ　※各種MVNOをサポート

eSIM対応

太陽誘電のセルラーLPWAモジュール（CLシリーズ）は、
業界トップクラス低消費電力のチップセットをさらに最適化設計しています。
消費電力を重視するアプリケーションに最適なモジュールです。

LTECat-1 シリーズ平均消費電流
[CL12DAH31/CL32DAH31]
・eDRXモード電流：約100μA (81.92秒周期 )

LTECat-M1平均消費電流
[CL2ADAH2Z/CL3ADAH2Z]
・eDRXモード電流：約50μA (81.92秒周期 )
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ご用命は

注意

太陽誘電株式会社
上場証券取引所：東京証券取引所（市場第一部)／証券コード：6976

※お問い合わせは当社　営業本部 販売推進部（電話番号：03-6757-8343）、
　または上記URLまでお願いいたします。

本社
〒104-0031 東京都中央区京橋2-7-19 京橋イーストビル
https://www.yuden.co.jp/ jp/solutions/wireless/ lte/
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eDRX Operation

Active


