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特集

カメラ/センサ/ロボット/ 衛星…すべてのマシンに頭脳を載せる
特集連動セミナ開催
❶2
 0ドル SiPEEDMAix
で体験する
リアルタイム AIマイコン開発
講師：深水 拓郎
12 月 12 日予定

❷F
 GPA 入門キットDE10で学ぶ
RISC-Vマイコンピュータ開発
講師：芹井 滋喜
2020 年 2 月 28 日

読者プレゼント
❶カメラ＆モニタ付き！
64bit/400MHzRISC-V 1名様
AIマイコン・モジュール
M5StickV
❷W
 i-Fi＆Bluetooth
5名様
モジュール搭載
PSoC6開発キット
CY8CKIT-062-WiFi-BT
提供：サイプレス セミコンダクタ

RISC-Vオフ会
話題のRISC-V を知りたい人から
AI マイコンを自作している強者
まで是非参加ください
場所：CQ出版
（巣鴨）
日時：12 月21日
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