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Ap p l i c a t i o n LED照明用コネクタ

LFシリーズ

HR30シリーズ

小型防水シールドコネクタ

-小型で堅牢な

バヨネットロックコネクタ

- IP67、IP68防水

- シールド構造（特許取得済み）

- 組み立て工程の簡易化防水プラスチックコネクタ

- 小型＆軽量

- IP67、IP68防水

- 容易な操作と結線作業

耐候性防水コネクタ

- サンシャインウェザーテスト

2,000時間クリア

- IP67、IP68防水

- 雷サージ対策、絶縁強度15kV対応

HR41シリーズ

LED電球/ラインタイプ

屋内用

- 樹脂レス小型・低背1芯コネクタ

- 完全ロックによる明確なクリック感と

強いロック強度

- 定格電流 6A（22 AWG使用時）

の高電流コネクタ

- 適合電線：28-22 AWG対応

DF59Mシリーズ

6A Max. 300V

屋外用

- 2.2mmピッチ、2.0mmハイト、

低背2芯コネクタ

- 高電流対応：4A（24 AWG）

- 操作性とロック強度を両立した

Snapロック構造

- 小型ながら350Vの高電圧に対応

- 圧着端子の高いランス強度

DF61Yシリーズ

4A Max. 350V

街灯

認証番号 : R50079865 (LF) : E52653

IP68: 水深2m、14日間の条件にて試験を実施
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Ap p l i c a t i o n

認証番号 : E52653      : LR95109                     : R9950703 (DF22)

安全規格に準拠した製品名、及び仕様については弊社にお問い合わせください。

屋内用

HR30 LF

屋外用

プッシュプルロック バヨネットロック バヨネットロック

シリーズ 適合電線 定格電流*2 定格電圧*2 結線方法 使用温度範囲

HR30 26～30 AWG 2、5A
100V AC、140V DC

30V AC、42V DC
はんだ/圧着 -25 ～ +85˚C

HR41 10～18 AWG 20、24A 1,000V AC/DC 圧着 -40 ～ +105˚C

LF 16～26 AWG

3芯：5A

4芯：10A

6、12、20芯：2A

11芯： 4芯 10A

7芯 2A

3芯: 125V AC、175V DC
4芯: 125V AC、125V DC

6,12,20芯: 30V AC、42V DC
11芯: 4芯 125V AC、 125V DC

7芯 30V AC、 42V DC

はんだ -25 ～ +85˚C

認証番号 : E52653               : LR95109                         : R9950703 (DF22) 安全規格に準拠した製品名、及び仕様については弊社にお問い合わせください。

DF3 DF11 DF1B DF62/DF62W
定格電流：1A Max.
定格電圧：150V AC/DC
適合電線：26～32 AWG
ピッチ：1.25mm
基板接続方法：SMT
使用温度範囲：-35 ～ +85˚C

スリム中継コネクタ
定格電流：1～4A
定格電圧：250V AC/DC
適合電線：22～30 AWG
ピッチ：2.2×2.0mm
基板接続方法：DIP/中継
使用温度範囲：-35 ～ +105˚C

定格電流：0.5～3A
定格電圧：250V AC/DC
適合電線：20～30 AWG
ピッチ：2.5mm
基板接続方法：DIP
使用温度範囲：-35 ～ +85˚C

定格電流：0.5～2A
定格電圧：250V AC/DC
適合電線：22～30 AWG
ピッチ：2.0mm
基板接続方法：DIP/SMT
使用温度範囲：-30 ～ +85˚C

定格電流：1A
定格電圧：150V AC/DC
適合電線：26～32 AWG
ピッチ：1.25mm
基板接続方法：DIP/SMT
使用温度範囲：-35 ～ +85˚C

定格電流：1～3A
定格電圧：250V AC
適合電線：22～28 AWG
ピッチ：2.0mm
基板接続方法：DIP/SMT
使用温度範囲：-55 ～ +105˚C

DF13DF14

HR41

*1：3芯の真ん中のピンを抜いた場合

*2：芯数、シェルサイズによって仕様は異なります。

UL対応、電源用
定格電流：5A Max.
定格電圧：350V AC/DC
適合電線：22～28 AWG
ピッチ：2.2mm
基板接続方法：SMT
使用温度範囲：-55 ～ +85˚C

UL対応、低背型
定格電流：0.5～3A
定格電圧：
50V（100V*1 AC/DC）
適合電線：26～34 AWG
ピッチ：1.2mm
基板接続方法：SMT
使用温度範囲：-35 ～ +85˚C

DF59MDF61Y DF59 DF57H
1芯
定格電流：3～6A
定格電圧：300V AC/DC
適合電線：22～28 AWG
基板接続方法：SMT
使用温度範囲：40 ～ +105˚C

定格電流：4A Max.
定格電圧：350V AC/DC
適合電線：24～28 AWG
ピッチ：2.2mm
基板接続方法：SMT
使用温度範囲：-40 ～ +105˚C

DF33C
定格電流：4～5A
定格電圧：500V AC/DC
適合電線：20～22 AWG
ピッチ：3.3mm
基板接続方法：DIP
使用温度範囲：-35 ～ +85˚C

DF63DF61
定格電流：3A
定格電圧：
230V（350V*1）AC/DC
適合電線：22 AWG
基板接続方法：SMT
使用温度範囲：40 ～ +105˚C

完全ロック
定格電流：6～15A
定格電圧：630V AC/DC
適合電線：16～22 AWG
ピッチ：3.96mm
基板接続方法：DIP
使用温度範囲：-55 ～ +105˚C
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