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④Stacking Connector

4. カメラ、センサなどの接続

3. I/O接続

1. モジュール接続

2. アンテナ接続

3. I/O接続

USB Type-C、6A Max.
オンボード、ミッドマウント

CX Series

オンボード ミッドマウントタイプ

Snapロック、 3A Max.

FH34 Series

ZIFコネクタ
ピッチ: 0.5mm

4.カメラ、センサなどの接続

BM28 Series

省スペース、電源複合
5A、奥行き: 1.7mm

DF57 Series

IoTモジュール

1. モジュール接続

嵌合高さ: 1.5-4.0mm

DF40 Series

嵌合高さ: 0.98-1.5mm

DF37 Series

嵌合高さ: 3.0-5.0mm 嵌合高さ: 4.0-8.0mm

DF17 SeriesDF12N Series

嵌合高さ×芯数の豊富なバリエーションで応える
ヒロセのロングセラーシリーズ

RF

U.FL Series

Micro RF

X.FL Series

2. アンテナ接続
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1. モジュール接続

U.FL
周波数：DC to 18GHz Max.
基板占有面積：

3.0ｍｍ×3.1ｍｍ

嵌合高さ：2.5mm Max.

X.FL
周波数：DC to 12GHz
基板占有面積：

2.0mm×2.0mm
嵌合高さ：1.3ｍｍ Max.

MS-180
周波数：DC to 11GHz
基板占有面積：

1.8mm×1.8mm
嵌合高さ：0.85ｍｍ Max.

MS-156C3
周波数：DC to 11GHz
基板占有面積：

2.3mm×2.3mm
嵌合高さ：1.35mm Max.

2. アンテナ接続

DF17 DF37 DF40DF12N
ピッチ ：0.5mm
嵌合高さ ：3.0-5.0mm
奥行き ：4.6mm
芯数 ：10-80
定格電流：0.3A Max.

ピッチ ：0.5mm
嵌合高さ ：4.0-8.0mm
奥行き ：5.7mm
芯数 ：20-80
定格電流：0.3A Max.

ピッチ ：0.4mm
嵌合高さ ：1.5-4.0mm
奥行き ：3.38mm
芯数 ：10-120
定格電流：0.3A Max.

ピッチ ：0.4mm
嵌合高さ ：0.98、1.5mm
奥行き ：2.98mm
芯数 ：10-74
定格電流：0.3A Max.

3. I/O接続

ZX
Micro-USB 2.0
高速伝送対応
豊富なバリエーション

CX
USB Type-C
USB4 Gen.2(10Gbps)伝送
ミッドマウント、オンボードタイプ

ZX360
Micro-USB 3.0
USB3.0(5.0Gbps) 伝送
USB2.0+充電ポート

DF50
ピッチ ：1.0mm
嵌合高さ ：7.35*1 、

9.0mm*2

奥行き ：8.78*1、
8.96mm*2

芯数 ：20-50
定格電流：1.0A Max.

DF52
ピッチ ：0.8mm
嵌合高さ ：1.75mm
奥行き ：4.1mm
芯数 ：2-20
定格電流：2.5A Max.

FH34
ピッチ ：0.5mm
嵌合高さ ：1.0mm
奥行き ：3.8mm
芯数 ：4-50
定格電流：0.5A Max.

FH35C
ピッチ ：0.3mm
嵌合高さ ：0.9mm
奥行き ：4.2mm
芯数 ：9-61
定格電流：0.2A Max.

DF57H
ピッチ ：1.2mm
嵌合高さ ：1.4mm
奥行き ：4.65mm*³
芯数 ：2-6
定格電流：3.0A Max.

FH52
ピッチ ：0.5、1.0mm
嵌合高さ：2.0mm
奥行き ：5.7mm
芯数 ：6-80
定格電流：0.5A Max.

BM28
ピッチ ：0.35mm
嵌合高 ：0.6mm
奥行き ：1.7mm
芯数 ：6-60
定格電流：5.0A（電源）

0.3A（信号）

DF40
ピッチ ：0.4mm
嵌合高さ：1.5-4.0mm
奥行き ：3.38
芯数 ：10-120
定格電流：0.3A Max.

FH62/72
ピッチ ：0.25/0.3mm
嵌合高さ ：1.1/0.9mm
奥行き ：4.0/3.5mm
芯数 ：13-61/11-31
定格電流：0.3A Max.

4. カメラ、センサーなどの接続

*1 垂直嵌合 *2 水平嵌合 *3 垂直嵌合ケーブル横出し

小型同軸スイッチ

USBコネクタ 電線対基板コネクタ

FPC/FFCコネクタ 基板対基板コネクタ

2. アンテナ接続

4. カメラ、センサーなどの接続

基板対基板コネクタ

小型同軸コネクタ

DF40G
シールド板付き高速伝送対応
ピッチ ：0.4mm
嵌合高さ ：1.5-3.5mm
奥行き ：3.68mm
芯数 ：10-70
定格電流：0.35A Max.

IoTモジュール
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