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Ap p l i c a t i o n 室内向けLED照明用コネクタ

- 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
- 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

電球、ダウンライト、スポットライト向け丸型基板

▼天井照明、
直管型照明向けスリム基板

▼天井照明向け長方形
及び六角形基板

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

Snapロック構造
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

Snapロック構造
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

Snapロック構造
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

DF61

Snapロック構造
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

認定番号 : E52653 部品番号及び安全基準に関する仕様については弊社にお問い合わせください。
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Ap p l i c a t i o n

ストリップ照明向けFPC/FFCコネクタ

FH63S

認定番号 : E52653 部品番号及び安全基準に関する仕様については弊社にお問い合わせください。

FH62 FH34

FPCコネクタ
ピッチ ：0.25mm
FPC/FFC厚さ：
0.3  0.03mm
高さ（公称値）：1.1mm
奥行き：4.0mm
接点 ：上接点
フリップ：ワンアクション
リード ：両側
芯数 ：13-61

DF3 DF11 DF1B

DF62

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

狭所配線に適した、
スリムで滑らかな外形
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

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

DF63

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

スリム中継コネクタ

信号、電源供給用圧着コネクタ

FPC/FFC/シールドFFCコネクタ

ピッチ ：0.5mm
FPC/FFC厚さ：
0.3  0.05mm
高さ（公称値）：2.8mm
奥行き：5.15mm
接点：下接点
フリップ：ワンアクション
リード ：片側
芯数 ：10-50

FPC/FFCコネクタ
ピッチ：0.5mm
FPC/FFC厚さ：
0.3  0.03mm
高さ（公称値）1.0mm
奥行き：3.8mm
接点：上下接点
フリップ：バックフリップ
リード：片側
芯数：芯数：4-50

信号、電源供給用圧着コネクタ
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