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既存品の弊社DF11シリーズ、
及びDF59シリーズとアプリケータを共用化
Our applicators (existing products) for 
the DF11 series and DF59 series can be 
adapted to accommodate the DF62 series.

独自の端子構造により、嵌合時やケース挿入時、
ハーネス時や輸送時の変形等を防止
The unique structure design protects the contact by 
preventing deformities during any of the following 
situations: the mating process, insertion of the contacts 
into a case, during harnessing or transportation.

2点接触による高い接触信頼性
The structure utilizes two contact points to provide a 
reliable contact.

高信頼の端子＆ロック設計
Reliable contact & lock features

定格電流  Rated current
AWG#22 :4A (2 pos.)
  3A (3 to 13 pos.)
  2.5A (24 pos.)
AWG#24 :2A
AWG#26-30 :1A

定格電圧  Rated voltage
AC/DC 250V

クリック感と目視確認により
確実なロックが可能
A locking mechanism that Delivers two 
separate lock completion indicators

豊富なバリエーション(標準.パネル実装タイプ )
極数：2,3,4,5,6,7,13,24
For Various Uses (standard, Panel mount)
Number of contacts:2, 3, 4, 5, 6, 7, 13, 24

防水タイプ開発中！
Water proof  type is under development !

狭い空間の内部接続用に最適化したデザイン
Optimized design for connection inside small space.

多列形状
Multi-Row Pin Layout

金属露出なし
No Metal Exposure

滑らかな外形
Smooth Contour

格子配列にすることにより
対角距離を短く設定。
Contacts are arranged in 
grid,�making the diagonal 
diameter small.

狭所をスムーズに通せる様、
丸みを帯びた外形にしています。
Connector outline is designed to be smooth, 
eliminating being caught in the middle of 
small space during wiring.

コネクタ外周には
金属が露出していないため、
金属管内部における配線でも
不意な導通が起こりません。
No metal component is 
exposed, avoiding accidental 
conduction to metal caliber.

目視確認可能
Lock is visible for check.

ロック強度
約50N

Lock Strength�Approx. 50 

Positive Lock
  Approx. 50 N

Lance　Force
   Approx. 25 N

2×2.2mmピッチ 狭所配線用スリム中継コネクタ

2X2.2mm Pitch, Slim Relay Connector for Wiring in Narrow Spaces
DF62  Series

New Concept
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汎用工具（JIS C 9711)に対応
した圧着端子のため、ケーブル
結線が容易。
Simple and quick crimp 
termination by standard
JIS tool (JIS C 9711).

嵌合キーはプラグ側に2箇所、レセプタクル側に
3箇所でご使用下さい。
キー無しのプラグはどれにでも嵌合できる
マスタープラグとしてご使用頂けます。
Use 2 keys on plug and 3 keys on receptacle.
A plug with no key can be used as a master plug 
which mates to all types of receptacle.

操作性が良くクリック感のある
ワンタッチロック方式を採用
Quick and secure snap-on lock.

バリエーション
DINレール（３５ｍｍ巾）仕様に加え
パネル止め仕様と防塵キャップを追加。
Variation.
Panel mount type and dust cap 
become available in addition to 
DIN rail (35mm) attachment type.

最大５０Ａに対応
ＡＷＧ＃ ８ ＝５０Ａ、
ＡＷＧ＃１０＝３０Ａ
50 Amps by using AWG#8
Cable. 30 Amps by using
AWG#10 Cable. 

定格電圧
ＡＣ ５００Ｖ、ＤＣ ５００Ｖ
Rated voltage
AC 500V, DC 500V

[嵌合キー組み合わせ]

シーケンス構造。４番端子のみ先に接触する
ため、グランドとして使用可能。
Contact No,4 is connected prior to 3 power Contacts 
(Sequence structure). And Functions as ground contact.

50A対応 給電用コネクタ

Power Supply Connector Up to 50Amps
EM35M Series

電源 Power

コネクタ操作が素早く出来る
ワンタッチロック方式。
Quick and secure snap-on lock.

４種類の誤嵌合防止キーにより誤配線を防止。
4 types of keyings are available to prevent �
mis-mating in multiple connectors.

汎用工具（JIS C 9711)に対応した
圧着端子のため、ケーブル結線が容易。
Simple and quick crimp termination by 
standard JIS tool (JIS C 9711).

従来の圧着端子を組み込むだけで
コネクタ化を実現。
Crimp contact turns into a 
connector by just inserting
Into the housing.

DINレール（３５ｍｍ巾）に
実装対応。
Attachable to DIN rail (35mm).

［パネル固定タイプ］

定格電流
１３０Ａ（３８mm2 電線）
Rated current
130A（38mm2 wire conductor size cable）

定格電圧
ＡＣ ６００Ｖ、ＤＣ ６００Ｖ
Rated voltage
AC 600V, DC 600V

※圧着端子は添付致します。
Crimp contact is attached to each 
housing as a set.

23.6
56.5

72
.8

37.9

丸端子の接続をコネクタ化へ!!ネジ止め不要 ワンタッチ式電源用コネクタ

One-Touch Power Supply Connector
EF1 Series
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IP65防水タイプもPQ50W
としてご用意
IP65 water resistant type is 
available as PQ50W

多点接点＆シーケンス端子構造
Multiple-point contacts and 
sequential mate contact structure

特殊エンプラ樹脂製カバーケース
で軽量かつ堅牢
Light weight and robust shell 
with special engineering plastic 
resin

樹脂めっきによりシールドを強化
Enhanced shielding with metal 
plated shell

サイドロック/ロックレバーによる
確実なロック
Secure lock structure with side 
lock / lever

プラスチックカバーケースにより軽量化
PQ50S、PQ50Wのカバーケースにはダイカストではなく特殊なエンプラ樹脂を採用
Plastic Cover Case to Save Weight
The cover case of PQ50S and PQ50W is made of special engineering plastic resin, instead of die-casting

Controller Side 

Robot Side

Clean Room

PQ50S
クリーンな環境向け
Clean Environment
非防水タイプ
Non water-resistant type

PQ50W 
ハードな環境向け
Harsh Environment

防水タイプ
Water-resistant type

組み立て＆食品加工ライン等
Assembly & Food Processing Lines etc.

堅牢構造
Robust Design

耐圧600V
600 V Capability

操作性
User-Friendly

プラグ
Plugレセプタクル

Receptacle 20芯
20 pos.

高いケーブル固定力
High cable clamp strength

堅牢なダイカストハウジング
Robust Zinc die-cast shell

グランド
Direct grounding

柔軟なパネル取り付け
Flexible panel attachment

自由度の高い誤挿入防止キー
Flexible coding key system

PQ50W

12.5A/pos.
(AWG#18)
19A/pos.
(AWG#16)

12.5A/pos.

19A/pos.

PQ50S

PQ50

IP65

産業機器向け給電コネクタ

High Power Supply for Industrial Machinery
PQ Series

電源 Power

信号端子部は信頼性の高い
圧着接続
Reliable crimp method for wire 
termination of signal contact

フローティングねじを使用する
ことにより、±2.5mmのフロー
ティング嵌合が可能
Floating screw allows ±2.5 mm 
floating mate

100～300Aの電源端子と
信号端子の複合コネクタ
Hybrid design with 100 to 300 
Amps power contacts �& signal 
contacts

電源端子に多数の接点を設けて、通電による発熱を抑制
Multiple contact springs on power contact decrease heat generation in 
connector by current carrying

独自のブレード端子構造により、
コネクタの薄型化を実現し、標準
ラック1Uサイズに実装可能
Slim design achieved by employing 
unique blade contact allows 
application to standard 1U rack.

フローティングねじを使用する
ことにより、±2mmのフロー
ティング嵌合が可能
Floating screw allows ±2 mm 
floating mate

定格電流150A対応
（50sq電線使用時)
Rated up to 150 Amps with 
50sq electric wire

電源端子への電線接続は、ねじ止めにて接続可能
Cable connection to power contact is done by screw fixation.

HRSの提案 
HRS’s Proposal

PS2 PS3

プラグイン電池モジュール組み込み
Plug-In Battery Modules

Step
3

ケーブル取り付け
Wiring

Step
2

コネクタ取り付け
Connector Assembly

工場内 In a factory 現場  On site 完成  Completed

Step
1

大電流給電用プラグインコネクタ

Plug-In Connector for Storage Battery

PS2·PS3  

Series
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操作性の良いバヨネットロック
Operator-friendly bayonet-locking system.

バリエーション(レセプタクル)
3芯 : ビス止めタイプ
5芯 : ナット締めバックマウントタイプ
Variation（Receptacle）.
3-pin ： Screw-fastened type.
5-pin ： Nut-fastened back mount type.

定格電流
Rated current
3 pos: 20�
5 pos: 10�

定格電圧
Rated voltage
3 pos：AC400Ｖ、DC400Ｖ
5 pos：AC600Ｖ、DC400Ｖ

防水性能
IP68 (水深2mに14日放置)
Waterproof ability
IP68 (Immersion in water 2m deep for 
14 days.)

シェルには高強度かつ耐侯性に優れたプラス
チックを採用し、軽量な屋外用防水コネクタ。
Lightweight, outdoor, waterproof connectors 
that utilize stout plastic shells that are also 
resistant to corrosive weather.

汎用工具(JIS C 9711)
に対応した圧着端子のため、
ケーブル結線が容易
Simple and quick 
crimp termination by 
standard JIS tool
(JIS C 9711).

バヨネット組み立て方式で、トルク管理や増し締めが不要
Bayonet assembly eliminates torque management and re-tightening of screw

定格電流
Rated current
5 pos: 10A�

定格電圧
Rated voltage
5 pos：AC250V, DC350V

屋外使用に最適！
Optimized for Outdoor Use

ケーブル径 : φ10.7～11.5
Cable Size  φ9.0～9.8（開発中）（Under development) 
  φ8.2～9.0（開発中）（Under development) 

ケーブル径：プラグと同様
Cable Size: Same as plug

74

ø2
1.

0

ø2
1.

0

ø2
4.

6

41.2

ø1
6.

8

ø1
9.

8

HR41 HR41A

IP68防水対応 プラスチック 電源用コネクタ

IP68 Plastic Power Connector

HR41·41A 

Series

電源 Power

ノイズ対策のためのシールド構造
Shielded Structure

多面接触ばねを用いた端子と
ねじ止めロックにより耐振動性を確保
Vibration resistant with multiple 
contact springs and screw lock

Plug Receptacle

感電防止のための
フィンガープロテクト
Finger protection is provided

防水設計 [IP68*/IPX9K]
Waterproof structure 
[IP68*/IPX9K]

最大180Aまで
対応の
大電流3芯コネクタ
High current 3 pos. 
connector capable 
up to 180 Amps

省スペース設計
Space saving 
design

78
40

85

32

92

68
62

78

40

51

25      

92

67

ブスバー

EV1

180A対応 防水・給電用コネクタ

180Amps, Waterproof Connector for Power Supply

EV1

Series

ノイズ対策のためのシールド構造
Shielded Structure

大型のメカニカルロックによる
ワンタッチ脱着
Big mechanical lock and 
one touch mating/unmating.

ELV対応品
ELV (End of Life Vehicles 
Directive) compliant

各種車載機器向け
の試験条件をクリア
Satisfies severe 
automotive requirements.

単相・三相／三線式
電源用
Single phase ・Three 
phase / Three power 
connector line.

オス側端子はタブ端子形状を採用し、
開口部をあわせることにより、直接ユニットのブスバーとの接続も可能
Possible to connect male terminal to bus bar by aligning the mating 
area.

定格電流 130A

600V定格電圧
Current rating

Voltage rating

30mm2適合ケーブル
Applicable cable

GT35

130A対応 車載仕様電源用コネクタ

130Amps, Connector for Meeting Automotive Spec.

GT35 

Series
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明確なクリック感により確実な
ロックを実現
Secure mating with clear tactile 
click.

ストレートタイプ／ライトアングルタイプ
極数：1,2,3,4,5,6
Vertical Connection/ Right Angle Connection
Number of contacts : 1,2,3,4,5,6

中継タイプ
極数：2,3,(4),(5)
※( )の極数は開発中
In-Lin Type
Number of contacts : 2,3,(4),(5)
No. of pos. in the parentheses ( ) 
is under development.

中継タイプの特長
ナット止め構造により、パネル取り付け
時の作業性アップ
ネジ止め作業時に裏からナットを押さえ
る必要が無いため、容易に作業が可能
Features on In-Line Type 
Nut locked by housing, panel 
mounting operation can be improved.
No need to hold nut from backside 
during screw mounting.
We can do screw mount easily. 

独立したバネ接点を含む、
信頼性の高い5点接点
Highly reliable 5-point contact 
with independent contact 
springs.

ライトアングルヘッダーの特長
キンクはんだ付けによりケーブルの
上方向への引っ張りに対する基板剥離
強度アップ
Features on Right Angle 
Header Soldered lock pin endures 
cable pulling up force.

小型ながら高電流対応
AWG#8 ： 40A
Small size, with high current capacity.
40 Amps by using AWG#8 cable.

最大40A対応 10.16mmピッチ 基板 対 ケーブル用コネクタ

10.16mm Pitch Board to Wire Connector Up to 40Amps
DF60 Series

電源 Power

定格電流
AWG#10  30A   
定格電圧
AC/DC  1000V   

Rated current
AWG#10  30A
Rated voltage
AC/DC  1000V

・最大30A通電可能
・多数個使いによる誤接続を防止
（嵌合形状の異なる3種類の製品を用意）
・誤嵌合、誤実装防止機構
・ポッティング高さ10mmまで対応
・30A maximum current
・Prevention of incorrect connections
  3 product types having different mating
  configurations are available 
・Incorrect mounting & mating are prevented 
  with its structure
・Accepts resin sealing up to 10 mm height

定格電流
2SQ,3SQ  30A 
定格電圧
AC 600V

Rated current
2SQ,3SQ   30A
Rated voltage
AC 600V

・自動車メーカーの試験基準をクリア
 1000サイクル、-40～+125℃　等
・堅牢＆高信頼性の3点接点構造
・小型で実装レイアウトの自由度が向上
・誤嵌合検知の色バリエーション対応
・Meets specifications of automotive manufacturers

Thermal Shock
  1000 cycles, from - 40 to + 125ç

・Robust and reliable 3-point contact design

・Small size contributes to flexible connector layout.

・Color variations avoid mis-mating in multiple use.

30A対応 7.92mm ピッチ・
内部電源用コネクタ

30Amp, 7.92mm Contact Pitch 
Connectors for Internal Power Supplies

DF22 

Series

30A対応 6.5mmピッチ、 
車載仕様対応 電源用コネクタ

30Amp, 6.5mm Pitch, High Current 
Meeting Automotive Spec.

GT28

Series

10A対応 3.96mmピッチ、
小型、基板対ケーブル用コネクタ

3.96mm pitch, Small, Board to Wire 
Connector, Up to 10Amps 

DF63

Series

定格電流
AWG#16：10A
AWG#18：7A　
定格電圧
630V AC/DC

Rated voltage
AWG#16：10A
AWG#18：7A　
Rated current
630V AC/DC

・多点接点により高い接触信頼性
・明確なクリック感と確実な嵌合
・誤嵌合、誤実装防止機構
・ポッティング高さ5mmまで対応
・High reliability with multi contact point
・Secure mating and clear tactile click
・Incorrect mounting & mating are prevented 
  with its structure
・Accepts resin sealing up to 5 mm height
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強化ロックと簡易ロックから成る
“スウィングロック”により、上方向へ
のケーブル引っ張り強度アップ
“Swing lock”; Both positive and friction locks 
are provided for cable pull force resistance

1.2mmピッチ、低背コネクタ
1.2 mm Pitch, Low Profile Connector

高いランス強度
High contact lance strength

*1　AWG#26対応品はDF57AHとなります。(嵌合高さ1.6mm)
 AWG#26 is applicable as DF57AH Series.(Mated height 1.6mm)

はんだ上がり防止構造
Solder wicking prevention

2
3
4
5～6
2～6

‒
‒
‒

1.5A

2.5 A
2.0A
1.5A

1.5 A

1.0 A

1.0 A

0.8 A

0.8 A

0.5 A

2（3芯のピン抜き）
(Middle pin of 3 pos. is removed)

AC/DC 50V
AC/DC 100V

定格電圧

Rated current

Rated voltage

定格電流

芯数(No of pos.) AWG#26*1 AWG#28 AWG#30 AWG#32 AWG#34

4.35mm
A

1.
4m

m

圧着ソケット Crimp Socket

◆寸法図（例：2芯）
◆Dimensions (Example of 2 pos.)

ヘッダー Header

AWG#34～28, Ø0.32～0.63mm

2
3
4
5
6

4.1mm
5.3mm
6.5mm
7.7mm
8.9mm

芯数
(No of pos.)

A寸法
Dimention of A

1.2mmピッチ、低背、スウィングロック 基板 対 ケーブル電源用コネクタ

1.2mm Pitch, Low Profile “Swing Lock” Wire to Board Connector for Power Supply
DF57H Series

嵌合高さ 2.38mm
Stacking height�2.38mm

奥行き 7.35mm
Depth�7.35mm

幅 5.1mm
Width of�5.1mm

小型ながら沿面距離を確保する
ことにより、350Vの高電圧に
対応
350 V high voltage is achieved 
with long creepage distance
in small connector

極数：2
Number of contacts：2

定格電流    4A（AWG#22）、
  3.2A（AWG#26）
Rated current 4A(AWG#22),  
 3.2A(AWG#26)

適合電線：AWG#22～30
被覆外径：φ0.7～1.3mm
AWG#22 to 30cable,
0.7to 1.3mm dia. cable
is applicable

従来品（10芯）
Conventional Product(10 pos.)

同サイズながら、約3倍の電流容量に対応
Approx. 3 times higher current capacity in almost the same size

BM22-4芯
BM22(4 pos.)

占有面積
Occupied Mounting Area

嵌合高さ
Mating Height

電流容量
Current Capacity

信号端子
Signal Contact

電源端子
Power Contact

4.22×2.98 4.24×2.64

0.9mm

8.6A
（4A×2芯（pos）、0.3A×2芯（pos））

0.98mm

3A
（0.3A×10芯（pos））

同等
Equivalent

低背
Low Profile

約3倍
Approx. 3 Times

350V 最大4A対応 2.2mmピッチ 基板対ケーブルコネクタ

Wire to Board Connector Up to 4 Amps, 350 Volts, 2.2mm pitch
DF61 Series

省スペース化＆大電流化に貢献

Space Saving & High Current
BM22 Series

電源 Power
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<Variations>

大きな嵌合ガイドによる優れた
誘いこみ
Excellent mating alignment with 
wide guide range

特殊な端子構造でXY方向
±0.3mm、Z方向+1mmまで
の位置ズレを吸収
Unique contact structure absorbs 
misalignment up  to ±0.3 mm in XY 
directions and + 1 mm in Z direction.

豊富な接続バリエーションを2～
5芯でご用意
水平、垂直、平行接続(H＝20、
25、30mm)
Wide varieties with 2 to 5 pos.
Coplanar, Vertical and Parallel (Height 
= 20, 25, 30 mm) connections 

独立4点接点で高い接触信頼
性を確保
High contact reliability with 
independent 4-point contact

[水平接続] 
[Coplanar]

アングルヘッダー
Angled Header
( FX30B-*P-3.81DS )

×
アングルレセプタクル
Angled Receptacle

(FX30B-*S-3.81DS)

ストレートヘッダー
Straight Header

(FX30B-*P-3.81DSAxx)
×

ストレートレセプタクル
Straight Receptacle

(FX30B-*S-3.81DSA)

ストレートヘッダー
Straight Header

(FX30B-*P-3.81DSAxx)
×

アングルレセプタクル
Angled Receptacle

(FX30B-*S-3.81DS)

アングルヘッダー
Angled Header
( FX30B-*P-3.81DS )

×
ストレートレセプタクル
Straight Receptacle

(FX30B-*S-3.81DSA)

[平行接続]
[Parallel]

[垂直接続A]
[Vertical A]

[垂直接続B]
[Vertical B]

フローティング可動量　
X方向：±0.6～±0.8、Y方向：±0.6mm
Floating range;
X direction : ± 0.6 to 0.8mm,
Y direction : ± 0.6mm

2点接点構造により高接触信頼性を確保
The Double beam contact design ensures a highly reliable 
contact(Refer to the following figure.)

0.5mmピッチ　
接続タイプ：平行(H=15,20,25,30)・垂直
芯数：20/40/60/80/100/120/140

0.5mm pitch
Connection type :Parallel (H=15,20,25,30)・Vertical
Number of positions : 20,40, 60, 80, 100, 120 and 140

・共通スタッキングハイト：15、20、25、30mm
・フローティング構造により、FX18と組み合わせて
使用することが可能。高速伝送＆大電流に対応
·Common Stacking Height Variations : 15, 
20, 25 and 30 mm
·Floating design accepts combination use with FX18, providing high 
speed and high current capability.

High Speed
高速伝送

High Current
大電流

Floating
フローティング

FX20 Series
FX18 Series

自動車
温度サイクル試験対応
Compliant with temperature

cycle test for automotive

位置ズレ吸収機能付き10A/ピン基板間接続電源コネクタ
Board to Board Power Connectors Up to 10Amps 
/ line with Misalignment Absorbing Structure

FX30B

Series

フローティング構造 0.5mm ピッチ 基板間接続用コネクタ

Floating Stacking 0.5mm Pitch Board to Board Connector

FX20 

Series

大きなガイド形状による
優れた嵌合誘い込み性能
Large mating guide for easy 
mating

MF端子DIP接続による
耐こじり性強化
Pin through hole mounting MF 
contacts increase strength against 
wrenching

豊富な接続バリエーション：水平、垂直、平行接続(H=10,15,20,25,30,35,40,45)
Coplanar, vertical and parallel(H=10,15,20,25,30,35,40,45) mating styles with many variations

信号端子  有効嵌合長2mm設計
Effective mating length of signal 
contact: 2.0 mm

インターポーザーによる高スタックハイト接続
Stacking height will be available from 45mm to 60mm with “Interposer parts”

Header
FX18-*P-0.8SV10

35
～

45
m

m

Interposer
FX18-*PS-0.8H*

Receptacle
FX18-*S-0.8SV*

定格電流　0.5Ａ
定格電圧　ＡＣ 50Ｖ
Current rating 0.5A
Voltage rating AC50V

極数 ： 50,(60＊)
Number of contact ： 50,(60*)

＊：水平接続タイプを開発中
*Stacking type under development

①耐熱衝撃性
　(-40℃：30分⇒常温5分⇒105℃：30分⇒常温5分) 1000サイクル
②耐熱性：85℃まで使用可能
③耐振性：安定した接触構造
④耐環境性：耐亜硫酸ガス試験
　(濃度500ppm、8時間)をクリア
qHeat resistant : rapid change of temperature :

(-40ç:30 min �5 to 35ç:5 min�85ç:30 min �5 to 35ç:5 min) 1000 cycles
wHeat resistant: operating temperature up to 105ç
eVibration resistant : stable contact resistance
rResistance to SO2 gas : exposed in 500ppm for 8

両面接触構造：
端子単体で接触力を生じさせ、ハウジングの変形による影響を受けない接触構造。
Double contact structure:
Contact produces contact force independently, and is not affected by a deformation of housing.

自動車
車載機器向けの試験をクリア
Designed to meet requirements

of the automotive grade
specification

0.8ｍｍピッチ高ハイト3ピース基板間接続用コネクタ
0.8mm pitch High Stacking Height board to board 
connector

FX18 

Series

0.8mm ピッチ 基板対基板フローティングコネクタ

0.8mm pitch, board to board connector (floating type)

GT23F 

Series

フローティング Floating
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同軸／小型同軸 Coaxial / Micro-Coaxial

高周波特性(V.S.W.R)
High Frequency 
Performance(V.S.W.R)
1.3MAX. ： DC～
3.2GHz

DC1Aまでの
パワーオーバー対応
Accepts power-over up to 1 
Amp DC

信頼性の高い完全ロック構造
Highly Reliable Positive Lock 
Structure

一般的なBNCに比べて実装面積
比約42％小型化
42 % reduced in occupied 
mounting area compared with 
general BNC connectors

簡易なロック操作
Easy Lock Operation

独自のBtoBフローティング構造により、複数個の一括嵌合が可能
Unique floating structure allows multiple mated connectors
between boards

高整合：V.S.W.R. 3GHzまで
1.2 MAX、6GHzまで1.3 MAX
Reliable high frequency 
characteristics:
V.S.W.R. 1.2 MAX up to 3 GHz, 
1.3 MAX up to 6 GHz

確実なプッシュオンで、ケーブルレススタッキング接続が可能
Secure push-on engagement enables cable-less B to B connection 

パネル間公差：±0.5 mm
Tolerance of panel spacing:±0.5 mm 

PCB

Panel

Receptacle

Plug

Patent
pending

トップタッチ”を維持した
確実なプッシュオン
Secure Push-on with
“Top touch engagement”.

75Ω、3.2GHz対応、小型プッシュプルロック 
同軸コネクタ

75Ohm Miniature Push-Pull Lock Coaxial 
Connectors Up to 3.2 GHz

PL76 

Series

B to B、フローティング同軸コネクタ

Board to Board, Floating Coaxial Connector

POF 

Series

3G-SDI放送機器、映像機器接続用
当社、BNC（75）シリーズ等と組合せることで、インターフェイス接続から
内部配線に至るまで75Ω系ラインでトータル的な接続が可能です。

Optimum for 3G-SDI Broadcasting, Video Equipment
Combination use with our BNC(75) provides total solution of interface to 
internal connection in 75 Ω line.

高整合
高周波性能はDC～3GHzまで
対応可能で、3G-SDI
放送機器に適しています。

Excellent High Frequency Characteristics
Supports DC to 3 GHz, and applicable 
to 3G-SDI broadcasting equipment

75Ω極細フッ素系樹脂ケーブル使用
適合ケーブルは敷設性向上及び敷設面積を考慮した仕上り外径φ1.5mm
（一重シールド）極細フッ素系同軸ケーブルを使用します。

Supports 75Ωfluorine micro cables
Single shielded Ø1.5mm finished diameter fluorine micro coaxial cable is 
applicable.

特長
・アンテナ同軸給電線からの落雷による誘導雷対策に最適
・広帯域対応　DC～12.5GHz
・ガスチューブを内蔵
Features
･Suitable protective measures for lightning surge caused by
  lightning through antenna cables.
･Wide-band operation DC to 12.5GHz
･Gas tube fix installed

誘導雷から内部回路を保護します。
Protect the internal circuit from 
the induced lightning.

仕様
・ガスチューブタイプ
・周波数　DC～12.5GHz
・VSWR　1.3以下(DC-6GHz)
・挿入損失　0.3dB以下(DC-6GHz)
・雷サージ試験
IEC61000-4-5Ed.2　レベル4

Specification
･Gas tube type
･Frequency DC to 12.5GHz
･V.S.W.R. 1.3 max (DC to 6GHz)
･Insertion Loss 0.3dB max (DC to 
6GHz)
･Lightning Surge Test 
  IEC61000-4-5Ed.2 level4

75Ω小型同軸コネクタ（SMTロープロファイル）

75Ohm Micro-Coaxial Connector(SMT low-profile)

H.FL75

Series

12.5GHz 対応、同軸避雷器
Lightning Protectors Up to 12.5GHz

N-PJ コネクタ タイプ
N-PJ Connectors Type

CP Series
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出力波形例：
Output Waveform Example

伝送速度：3.0Gbps, 伝送距離：5メートル
Data rate: 3.0 Gbps, Transmission distance: 5 m

高速かつEMIノイズレスで信号伝送
3Gbpsの信号を光信号で伝送可能です。
また、信号線へのノイズ影響を配慮する必要がないので
設計工数の削減に有効です。
EMI noise free transmission
BF4M covers the data rate up to 3Gbps without EMI noise emission.

簡単な電気コネクタ接続で光伝送
電気コネクタの使い勝手で光信号伝送が可能です。
従来の光コネクタや光デバイスで必要であった、
面倒な端面クリーニングは不要です

User friendly optical transmission
The usability of BF4M connector is the same as 
conventional electrical connectors. BF4M does not 
need special skills for optical connector operations 
(e.g. ; no need cleaning and optical tuning, reflow 
mounting available, etc)

超小型 電気・光変換コネクタ

Miniature Electric-Optic Conversion Connector
BF4M Series

屋外での使用に適した性能
Used in harsh outdoor 
environments
 
防水構造 ： IP67（嵌合時）
 IP67 waterproof 
(in mated condition)

高耐食性： 塩水噴霧試験
500時間をクリア
High corrosion resistance.
(Salt mist spray : 500h)

外装ラバー付き（MF10Bのみ）
With rubber cover(only MF10B)

小型設計
Compact size

軽量、高強度で柔軟性のある
MILケーブルに対応
Light weight, high strength 
flexible MIL cable is available

ロックタイプを2種類から選択可能
2 types of lock are available

●ネジロックタイプ ： MF10S Series
   Screw lock type : MF10S Series

●バヨネットロックタイプ ： MF10B Series
   Bayonet lock type : MF10B Series

バヨネットロック
Bayonet lock

ネジロック
Screw lock

MF10S Series

MF10B Series

超小型 光2心防水コネクタ

Subminiature, waterproof duplex fiber optic connector

MF10B

Series

屋外での使用に適した性能
Used in harsh outdoor environments

● 防水構造 ： IP67(嵌合時)
　IP67 waterproof(in mated condition)

● 高耐食性：塩水噴霧試験　1000時間をクリア
　High corrosion resistance. (Salt mist spray : 1000h)

操作性が良く、
振動に強いバヨネットロック
Short turn bayonet lock assures 
secure vibration resistant 
mating of the connectors

嵌合内部は標準コネクタ ： SC or LC
Built-in standard connector : SC or LC

高いケーブル引っ張り強度：
200N以上
Cable pull force : 200N or more

防水シェルは共通設計 ： 
SCタイプ、LCタイプで操作方法、
取り付け寸法が同じ
Compatible operation and panel 
cut out dimensions for both SC and 
LC types by sharing the common 
waterproof outer housing

防水不要の検査時には
標準コネクタが使用可能
Usable standard connector for 
inspection unnecessary waterproof

LC Type

SC Type

 光防水 SC / LCタイプコネクタ

SC / LC type, waterproof fiber optic connector

SW20

Series

光 Fiber - optic
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ラッチによる完全ロック機構
Complete locking with latch

低背省スペース設計
Low profile &Space saving

奥行き4.4mmと省スペース 嵌合高さ0.9mmと低背
Space saving: depth 4.4mm
Low profile: Mating height 0.9mm

ラッチを回転させることで、
ロックおよび、ロック解除
Rotate the latch to active 
and deactivate the lock.

高速信号対応
High speed signal connector�

グランド性能の強化
Improved grounding performance

極数：30,40,50
Number of contacts 30,40,50

インピーダンス整合コネクタ設計により、優れた信号特性
eDPTM【Embedded DisplayPortTM】 ver.1.3対応 2.7Gbps&5.4Gbps
With its impedance controlled connector design, this series conforms to ver. 1.3 of
eDPTM[Embedded DisplayPortTM] with 2.7Gbps and 5.4Gbps signal transmission 
speed.

大きな嵌合誘い込み量 
セルフアライメント
幅方向 ±0.45mm
高さ方向 ±0.15mm
Wide self-alignment range 
Self-alignment range
Width direction ±0.45mm
Height direction ±0.15mm

Supports
eDP ver.1.3

MIPI (D-PHY)
SATA

USB3.0

4.
4m

m

40極/40pos.

0.9mm

±0.15mm

±0.45mm

嵌合高さ 1.72mm
Mated height 1.72mm

奥行き 5.1mm
Depth 5.1mm

信頼性の高い接触構造
Highly reliable contact structure

優れた嵌合作業性
Excellent mating workability

・大きな嵌合誘い込み量
セルフアライメント ±1mm
•Wide self-alignment range 
Self-alignment range ±1mm

・目視での嵌合位置決めが容易
•Recognizable plug alignment

・挟み込み2点接点端子
•Clipping 2-point contact

・低背ながら長い有効嵌合長 有効嵌合長 0.5mm
•Low profile, with sufficient effective mating length 
Effective contact length 0.5mm

・オプションのプルタブに
よる容易な抜去
•Optional pull-tub helps
connector removal.

高速信号対応
High speed signal connector�

極数：30,40,50
Number of contacts : 30,40,50

インピーダンス整合コネクタ設計により、優れた信号特性
eDPTM【Embedded DisplayPortTM】 ver.1.3対応 2.7Gbps&5.4Gbps
With its impedance controlled connector design, this series conforms to ver. 1.3 of
eDPTM[Embedded DisplayPortTM] with 2.7Gbps and 5.4Gbps signal transmission 
speed.

Plug
プラグ

Pull Up
引き上げる

Plug contact
プラグ端子

±1mm

±1mm

Receptacle
レセプタクル

Pull-Tab
プルタブ

Effective Mating�Length: 0.5 mm
有効嵌合長 0.5mm

Receptacle contact
レセプタクル端子

Supports
eDP ver.1.3

細線同軸 Micro-Coaxial

0.4mmピッチ 水平嵌合 細線同軸線用コネクタ

0.4mm Pitch, Horizontal mating, Micro-Coaxial Cable Connectors
DF81 Series

0.5mmピッチ 垂直嵌合 細線同軸線用コネクタ

0.5mm Pitch, Vertical mating, Micro-Coaxial Cable Connector
DF80 Series
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0.4mmピッチ 0.8/1.3mmスタッキングハイト 基板 対 FPCコネクタ

0.4mm Contact Pitch, Stacking Height 0.8mm 1.3mm Board-to-FPC Connectors
BM14 Series

0.4mmピッチ 0.8mmスタッキングハイト 基板 対 FPC用コネクタ

0.4mm Pitch, 0.8mm Stacking Height, FPC to Board Connectors
BM20 Series

2点接点端子による
高い接触信頼性
Use of double contact points on 
each of the contacts assures 
highly reliable performance.

極数：
10、20、24、30、40、44、54、60、64
Number of contacts 
10,20,24,30,40,44,54,60,64

嵌合時のセルフアライメント：
0.3mm
Self-alignment for mating:0.3mm

プラグ端子の接触部の
凹みにより、
落下時の衝撃を吸収し、
抜去力もアップ
The dent in the plug terminal 
contact portion absorbs 
any drop impact, as well as 
improving the removal strength.

明確なクリック感
Clear tactile click

有効嵌合長：0.2mm
Effective mating length:0.2mm

超省スペース設計
Ultra space-saving design

奥行き：1.98mm
Depth:2.mm

高さ：0.8mm、1.3mm
Stacking height:0.8mm(1.3m Max)

明確なクリック感
Clear tactile click

有効嵌合長：0.2mm
Effective mating length:0.2mm

2点接点端子による
高い接触信頼性
Use of double contact points on 
each of the contacts assures 
highly reliable performance.

汎用吸着ノズル対応
吸着エリア０．７mm（幅方向） 
0.7 mm pick-up depth accepts 
universal vacuum pick & place 
nozzle.

極数
(２０)、(２４)、(３０)、４０、(４４)、(５０)、(６０)
※（）の極数は計画中
No. of pos.
*In the parenthesses ( ) are under development.

嵌合時のセルフアライメント：
0.3mm
Self-alignment for mating:0.3mm

プラグ端子の接触部の
凹みにより、落下時の衝撃を
吸収し抜去力もアップ
The dent in the plug terminal 
contact portion absorbs 
any drop impact, as well as 
improving the removal strength.

省スペース設計
奥行き 2.3mm
Space saving:
2.3 mm depth

嵌合高さ：0.8mm
Stacking Height: 0.8 mm 

マイクロコネクタ（内部） Micro connector(internal)
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FPC位置決め機構による接続
信頼性の向上
FPC tabs allow high 
connection reliability

高さ1.5mm 奥行き4.0mm
Height 1.5mm Depth：4.0mm

ピッチ FH55 0.5mm
Pitch FH55M 0.4mm 

インピーダンス整合端子設計
（5+Gbps対応）
Impedance controlled contact 
design (5+ Gbps)

高速伝送性能を最適化した、
FPC用コネクタ
Optimized high speed 
transmission capability

信号
Signal

グランド
GND

FPC位置決め機構
Side-Catches hold 
the tabbed FPC in place.

FPC tabs

グランド端子 “G”
GND Contact “G”

信号端子 “S”
Signal Contact “S”

差動ペア間にグランド端子を配置
Ground contact is provided between differential pair.

FPC

FPC

可動片が115°と大きく開き
FPCが挿入しやすい構造
115˚ wide actuator opening 
makes FPC insertion easier.

明確なクリック感による安心作業
The firm & clear tactile click
verifies lock completion

極数 FH55

FH55M

22, 31, 40

40
Number

of contact

Supports
USB 3.0

PCI Express Gen.2
Serial ATA Gen.3

HDMI 1.4  
Embeded Display Port 1.3

HDMI 1.4  
0.6 0.7 0.8 0.9 1 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6

90-15[ø]

90+15[ø]

90[ø]

60

70

80

90

100

110

120

Time (ns)

Z
 (

O
hm

)

 

CONNECTOR FPC

FH55差動インピーダンス
50ps rise time(20-80%)

煩雑な操作でも可動片が外れない、
堅牢なロック構造
Robust lock structure

インピーダンスコントロール・シールド
FFC対応
Accepts impedance matched shielded 
FFC with ground contacts

FH41とFH48は
共通のFFCが使用
可能
Common FFC for
FH41 and FH48

グランド端子を備えた、シールドFFC用コネクタ 
Accepts shielded FFC with ground contacts

＜ザインエレクトロニクス（株） V-by-One®HS対応コネクタ＞
Supports V-by-One® HS designed by THine Electronics, Inc.

※ V-by-One® はザインエレクトロニクス株式会社の登録商標です。
※ V-by-One® is a registered trademark of THine Electronics, Inc.

FH41

水平接続：FH41シリーズ　高さ：2.5mm   実装奥行き：6.2mm　Horizontal : FH41 Series  Height：2.5mm Mounting depth：6.2mm
垂直接続：FH48シリーズ　高さ：6.18mm 実装奥行き：4.7mm　Vertical : FH48 Series  Height：6.18mm Mounting depth：4.7mm

極数 FH41

FH48

15, 20, 28, 30, 31,
40, 50, 68

20, 21, 31, 40, 50, 68
Number

of contact

グランド
GND

グランド
GND

信号
Signal

信号端子接続エリア
Contact area for signal

グランド端子接続エリア
Contact area for grounding

信号
Signal

FH48

FFC

5+Gbps対応 0.5mmピッチ/0.4mmピッチ 高速伝送対応 FPC用コネクタ

0.5mm Pitch/0.4mm Pitch, High Speed Transmission FPC Connector

FH55/FH55M

Series

0.5mmピッチ インピーダンスマッチング シールドFFC対応コネクタ

0.5mm pitch, high speed transmission connectors for shielded FFC

FH41·48 

Series

FPC/FFC
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高さ3.7mm、奥行き8.3mm
Height 3.7mm，Depth：8.3mm

FPC/FFC厚：0.3±0.05mm
FPC/FFC thickness:0.3±0.05mm

極数：28、40、50
Number of contacts：28，40，50

独立したばねを持つ2点接点構造により、
異物付着による接触不良を低減
Independent 2-point spring contact to 
prevent contact failure by dust attachment. 

サイドキャッチにより
FPC/FFC保持力を向上
Secure FPC/FFC retention with raised 
side-catches.

ヒロセ独自のカム機構により、半嵌合を防止
Avoids incomplete mating with Hirose’s unique cam function.

Cam
カム

Side-catcher
サイドキャッチ

FPC/FFCが半挿入や、斜めに挿入された場合、
FPC/FFCがカムと干渉し、アクチュエータが閉じません。
If FPC/FFC is not inserted to the end or inserted at an angle, the 
FPC/FFC lies over the  side-catcher and actuator does not close.

各々の接点が独立し
たばね性を持つこと
で接触信頼性を向上
Each contact beam 
has spring feature and 
increases contact reliability.

ピッチ0.5mm、半嵌合防止、異物対策２点接点FPC/FFC用コネクタ

0.5mm Pitch, Incomplete Mating Prevention FPC/FFC Connectors with Dual Beam Contact
FH50 Series

極数：41
Number of contacts ： 41
高さ：0.65mm（超低背）
Height : 0.65mm(Super Low Profile)

奥行き：3.2mm（アクチュエータロック状態）
Depth : 3.2 mm (Locked Position)
接触部FPC厚：0.12±0.02mm（上接点）
FPC thickness at contact area : 
0.12±0.02 mm (Top Contact)

多機能ロック金具による
FPC仮保持＆接続信頼性の向上
Multi-functional chucking metal for FPC temporary 
holding and improved connection reliability

大きなテーパーによるスムーズなFPC挿入
Wide Tapers for Smooth FPC Insertion

0.2mmピッチ 高密度FPCコネクタ
0.2 mm Pitch High Density

FPC Connector

①嵌合口下側にもテーパーを配置
→ランドが位置するデッドスペースを有効活用
Taper is provided on bottom side of 
mating face as well.
→Utilizes the dead space where land is placed
②テーパーをリードよりも手前に配置 
→よりスムーズなFPC挿入を実現
Tapers are provided before SMT leads 
→Allowing wider alignment range.

Chucking Metal
ロック金具

FPCタブ(FPC Tab)

Clear tactile click 
明確なクリック感

Mating guides on both sides of the Housing
ハウジングの両端に嵌合ガイドを配置

[FPC挿入/抜去時]
[During FPC 
Insertion/withdrawal]

[所定の位置にFPC
が納まった状態]
[FPC in Place] 

[ロック状態]
[Locked Condition]

極数：41
Number of contacts ： 41
高さ：0.9mm（低背）
Height : 0.9mm(Low Profile)

奥行き：3.2mm（アクチュエータロック状態）
Depth : 3.2 mm (Locked Position)
接触部FPC厚：0.2±0.02mm（上接点）
FPC thickness at contact area : 
0.2±0.02 mm (Top Contact)

多機能ロック金具による
FPC仮保持＆接続信頼性の向上
Multi-functional chucking metal for FPC 
temporary holding and improved connection reliability

大きなテーパーによるスムーズなFPC挿入
Wide Tapers for Smooth FPC Insertion

0.2mmピッチ
高密度FPCコネクタ

0.2 mm Pitch
High Density

FPC Connector
①嵌合口下側にもテーパーを配置
→ランドが位置するデッドスペースを有効活用
Taper is provided on bottom side of 
mating face as well.
→Utilizes the dead space where land is placed
②テーパーをリードよりも手前に配置
 →よりスムーズなFPC挿入を実現
Tapers are provided before SMT leads
 →Allowing wider alignment range

Chucking Metal
ロック金具

FPCタブ(FPC Tab)

Clear tactile click 
明確なクリック感

Mating guides on both sides of the Housing
ハウジングの両端に嵌合ガイドを配置

[FPC挿入/抜去時]
[During FPC 
Insertion/withdrawal]

[所定の位置にFPC
が納まった状態]
[FPC in Place] 

[ロック状態]
[Locked Condition]

0.2mmピッチ、0.65mmハイト、上接点、バックフリップFPCコネクタ

0.2mm Pitch, 0.65mm Height, Top Contact, Back Flip FPC Connector
FH53  Series

0.2mmピッチ、0.9mmハイト、上接点、バックフリップFPCコネクタ

0.2mm Pitch, 0.9mm Height, Top Contact, Back Flip FPC Connector
FH54 Series

FPC/FFC
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ルーフアンテナを一括
で接続する基板対同軸
ケーブル設計
One-step connection of 
multiple coaxial cables 
to PCB on roof antenna 
module

高速伝送対応：～5Gbps（10芯）、
～10Gbps（19芯）
High speed transmission 
capability up to 5 Gbps

明確なクリック感のある
強化ロック構造
Reliable positive lock structure 
with clear tactile click

ルーフアンテナ用、小型、多芯、基板対同軸ケーブル接続コネクタ
Small, Multi-Terminal, Board to Wire Connectors�for Roof Antennas

GT36 Series

1.5mmピッチ、車載スペック対応、高速伝送用シールドコネクタ
1.5 mm Pitch, High Speed Transmission Shielded Connector Meeting Automotive Spec.

GT32 Series

同軸線用小型コネクタ
Compact connector for coaxial cable

GT21 Series

USB3.0 HDMI 1.4
高速伝送対応

Supports USB3.0
Transmission

Shark Fin Antenna

PCB

PlugReceptacle

自動車用コネクタ

Automotive Connector
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