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Ap p l i c a t i o n スマートフォン向けHRSコネクタ製品

❶ ディスプレイ接続

❷ メイン‐サブ基板接続

❸ カメラ接続

基板対FPC
（2ピース）

❹ バッテリー接続

➏ タッチパネル/指紋センサー接続

➐ スピーカー/マイク/サイドキー接続

FPCコネクタ

（1ピース）

基板対ケーブル基板対FPC
(2ピース)

FPCコネクタ
（1ピース）

基板対FPC
（2ピース）

基板対ケーブル

USB Type-C

❽ インターフェース接続
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❺ アンテナ接続

同軸スイッチ 同軸ケーブルコネクタ 基板対FPC
(2ピース)
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Ap p l i c a t i o n

基板対FPC（2ピース）

FPCコネクタ（1ピース）

1. デイスプレイ/2. メイン-サブ基板/3. カメラ接続（多極）

スマートフォン向けHRSコネクタ製品

BM23PF

0.3mmピッチ標準コネクタ
上下接点
ピッチ：0.3mm
高さ：0.9mm
奥行き：4.2mm
芯数：9～61芯
定格電流：0.2A

FH64MA
優れた作業性 (ワンアクション)
上接点
ピッチ：0.3mm
高さ：0.9mm
奥行き：3.5mm
芯数：11～31芯
（開発予定: 7～31）
定格電流：0.3A

FH35C FH72FH58/M
省スペース、上下接点
ピッチ：0.2mm
（FH58M：0.25mm）
高さ：0.9mm
奥行き：3.1mm
(FH58A : 3.4mm)

芯数：7～71芯
（81芯開発中）
定格電流：0.2A

FH62
優れた作業性 (ワンアクション)
上接点
ピッチ：0.25mm
高さ：1.1mm
奥行き：4.0mm
芯数：13~61芯
定格電流：0.3A

BM20BK13BM28

1

カメラ

ディスプレイ

メイン-サブ

世界最低背
バックフリップ
上接点
ピッチ：0.25mm
高さ：0.5mm
奥行き：3.15mm
芯数：5～25芯
定格電流：0.2A

5A対応、ハイブリット
低背、省スペース
ピッチ：0.35mm
嵌合高さ：0.6mm
奥行き：1.7mm
芯数：6～60+2芯
定格電流：電源 5A

信号 0.3A

豊富な採用実績
ピッチ：0.4mm
嵌合高さ：0.6/0.8mm
奥行き：2.3mm
極数：10～60芯
定格電流：0.3A

小型、ハイブリットタイプ
ピッチ：0.35mm
嵌合高さ：0.8mm
奥行き：1.98mm
極数：10～54芯＋2芯
定格電流：電源 5A

信号 0.3A

5A対応、低背、
複合コネクタ
ピッチ：0.35mm
嵌合高さ：0.6mm
奥行き：プラグ 1.8mm

レセプタクル 1.9mm
芯数：10～60芯
定格電流：電源 5A

信号 0.3A
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Ap p l i c a t i o n

基板対ケーブル

4. バッテリー接続

基板対FPC（2ピース）

DF57H
低背、Snapロック構造
ピッチ：1.2mm
嵌合高さ：1.4mm
奥行き：4.65mm
芯数：2～6芯
AWG#：28～34
定格電流：0.5～3A

BM25
急速充電に最適
電源接続
ピッチ：0.4mm
嵌合高さ：0.7mm
嵌合奥行き：2.6mm
芯数：4＋2芯
定格電流：電源 10A

信号 0.3A

BM50U
小型フルアーマード
電源信号複合コネクタ
嵌合高さ：0.6mm
奥行き：2.0mm
極数：4芯
定格電流：電源 15A

信号 0.3A

スマートフォン向けHRSコネクタ製品
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Coming 
Soon
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Ap p l i c a t i o n

同軸ケーブルコネクタ

5. アンテナ接続

基板対FPC（2ピース）

X.FL(V) W.FL2(A)

良好な高周波特性
嵌合高さ：1.0mm Max.
周波数：DC～12GHz
基板占有面積：2.0×2.0

小型コネクタ
嵌合高さ：1.3mm Max.
周波数：DC～12GHz
基板占有面積：2.0×2.0

U.FL/U.FL(A)

豊富な採用実績
嵌合高さ：2.5mm Max. 
周波数：DC～18GHz
基板占有面積：3.0×3.1

BM46

MS-156C
豊富な採用実績
高さ：1.35mm
周波数：DC～11GHz
基板占有面積：2.3×2.3

C.FL

小型同軸コネクタ
嵌合高さ：1.0mm Max.
周波数：DC～30GHz
基板占有面積：2.0×2.0

スマートフォン向けHRSコネクタ製品

MS-180
チェック端子付き小型スイッチ
高さ：0.85mm
周波数：DC～11GHz
基板占有面積：1.8×1.8
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MS-190
チェック端子付き小型スイッチ
高さ：0.65mm
周波数：DC～11GHz
基板占有面積：1.6×1.65

同軸スイッチ

マルチRF対応基板対基板コネクタ
ピッチ：0.35mm
嵌合高さ：0.6mm
奥行き：2.0mm
周波数：DC～12GHz

BM56G

マルチRF対応基板対FPCコネクタ
ピッチ：0.35mm
嵌合高さ：0.6mm
奥行き：2.2mm
周波数：DC～20GHz

Coming 
Soon
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Ap p l i c a t i o n

FPCコネクタ（1ピース）

6. タッチパネル/7. 指紋センサー/スピーカー/マイク/サイドキー接続（多極）

FH34

基板対FPC（2ピース）

BM28
5A対応、ハイブリット
低背、省スペース
ピッチ：0.35mm
嵌合高さ：0.6mm
奥行き：1.7mm
芯数：6～60+2芯
定格電流：電源 5A

信号 0.3A

BM20
豊富な採用実績
ピッチ：0.4mm
嵌合高さ：0.6/0.8mm
奥行き：2.3mm
極数：10～60芯
定格電流：0.3A

BM29
超小型、電源信号複合コネクタ
ピッチ：0.35mm
嵌合高さ：0.6mm
嵌合奥行き：1.5mm
芯数：2～24＋2芯
定格電流：電源 3A

信号 0.3A

BM23FR
小型、多目的コネクタ
ピッチ：0.35mm
嵌合高さ：0.6/0.8mm
奥行き：1.98mm
極数：6～60芯
定格電流：0.3A

FH58/M
省スペース、上下接点
ピッチ：0.2mm
（FH58M：0.25mm）
高さ：0.9mm
奥行き：3.1mm
(FH58A : 3.4mm)

芯数：7～71芯
（開発中：81）
定格電流：0.2A

FH64MA
世界最低背
バックフリップ
上接点
ピッチ：0.25mm
高さ：0.5mm
奥行き：3.15mm
芯数：5～25芯
定格電流：0.2A

スマートフォン向けHRSコネクタ製品
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スピーカー、マイク
サイドキー

タッチパネル、
指紋センサー

高保持力で少極接続に最適
上下接点
ピッチ：0.5mm
高さ：1.0mm
奥行き：3.8mm
芯数：4～50芯
定格電流：0.5A

FH62/72
優れた作業性 (ワンアクション)
上接点
ピッチ：0.25/3mm
高さ：1.1/0.9mm
奥行き：4/3.5mm
芯数：13～61/11～31芯
定格電流：0.3A

BK13
5A対応、低背、
複合コネクタ
ピッチ：0.35mm
嵌合高さ：0.6mm
奥行き：プラグ 1.8mm

レセプタクル 1.9mm
芯数：10～60芯
定格電流：電源 5A

信号 0.3
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Ap p l i c a t i o n

I/Oコネクタ

8. インターフェース接続

ZX ZX62W
Micro-USB2.0コネクタ
12, 16, 20芯

Micro-USB2.0コネクタ
オーバーモールドタイプ
防滴対応レセプタクル

防水 Type-Cコネクタ
USB3.2 Gen1準拠、5A対応
防水規格 IPX8対応、24芯
ミッドマウント、しぼりシェル構造

USB Type-Cコネクタ
USB2.0準拠、6A対応
ミッドマウント、16芯

CX90MWP1-24PCX90B-16P CX90MWD2G-24PCX90M-16P
USB Type-Cコネクタ
USB2.0準拠、5A対応
オンボード、16芯

USB Type-C

Micro USB

スマートフォン向けHRSコネクタ製品
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USB Type-Cコネクタ
USB3.2 Gen1準拠
ミッドマウント、24芯
省スペース

http://www.usb.org/developers/ssusb
http://www.usb.org/developers/ssusb
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Ap p l i c a t i o n

ヒロセ電機
民生用電子機器
ソリューション

各画像をクリックしてください。

スマートフォン

タブレットPC

ノートPC

DSC/DVC

LED照明

ゲーム端末

TV
スマート家電

IoTモジュール

スマートグラス

電子タバコ

ワイヤレスイヤホン

スマートウォッチ

スマートフォン向けHRSコネクタ製品
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https://www.hirose.com/product/application/Mobile-Communication-Devices_Smartphones?industryCode=Mobile-Communication-Devices&industryName=Mobile Communication Devices
https://www.hirose.com/product/application/Mobile-Communication-Devices_Smartphones?industryCode=Mobile-Communication-Devices&industryName=Mobile Communication Devices
https://www.hirose.com/product/application/Mobile-Communication-Devices_Tablet-PCs?industryCode=Mobile-Communication-Devices&industryName=Mobile Communication Devices
https://www.hirose.com/product/application/Mobile-Communication-Devices_Tablet-PCs?industryCode=Mobile-Communication-Devices&industryName=Mobile Communication Devices
https://www.hirose.com/product/application/Mobile-Communication-Devices_Laptop-PCs?industryCode=Mobile-Communication-Devices&industryName=Mobile Communication Devices
https://www.hirose.com/product/application/Mobile-Communication-Devices_Laptop-PCs?industryCode=Mobile-Communication-Devices&industryName=Mobile Communication Devices
https://www.hirose.com/product/application/Mobile-Communication-Devices_Smart-Watches?industryCode=Mobile-Communication-Devices&industryName=Mobile Communication Devices
https://www.hirose.com/product/application/Mobile-Communication-Devices_Smart-Watches?industryCode=Mobile-Communication-Devices&industryName=Mobile Communication Devices
https://www.hirose.com/product/application/Mobile-Communication-Devices_Smart-Glass?lang=ja&industryCode=Mobile-Communication-Devices&industryName=%E7%A7%BB%E5%8A%A8%E8%AE%BE%E5%A4%87
https://www.hirose.com/product/application/Mobile-Communication-Devices_Smart-Glass?lang=ja&industryCode=Mobile-Communication-Devices&industryName=%E7%A7%BB%E5%8A%A8%E8%AE%BE%E5%A4%87
https://www.hirose.com/product/application/Mobile-Communication-Devices_Embedded-Modules?industryCode=Mobile-Communication-Devices&industryName=%E7%A7%BB%E5%8A%A8%E8%AE%BE%E5%A4%87
https://www.hirose.com/product/application/Mobile-Communication-Devices_Embedded-Modules?industryCode=Mobile-Communication-Devices&industryName=%E7%A7%BB%E5%8A%A8%E8%AE%BE%E5%A4%87
https://www.hirose.com/product/application/Home-Appliances_Smart-Home-Appliances?industryCode=Home-Appliances&industryName=Home Appliances
https://www.hirose.com/product/application/Home-Appliances_Smart-Home-Appliances?industryCode=Home-Appliances&industryName=Home Appliances
https://www.hirose.com/product/application/Home-Appliances_LED-Lighting?industryCode=Home-Appliances&industryName=Home Appliances
https://www.hirose.com/product/application/Home-Appliances_LED-Lighting?industryCode=Home-Appliances&industryName=Home Appliances
https://www.hirose.com/product/application/Home-Appliances_Digital-Cameras?industryCode=Home-Appliances&industryName=Home Appliances
https://www.hirose.com/product/application/Home-Appliances_Digital-Cameras?industryCode=Home-Appliances&industryName=Home Appliances
https://www.hirose.com/product/application/Home-Appliances_Game-Devices?industryCode=Home-Appliances&industryName=Home Appliances
https://www.hirose.com/product/application/Home-Appliances_Game-Devices?industryCode=Home-Appliances&industryName=Home Appliances
https://www.hirose.com/product/application/Home-Appliances_Flat-Panel-TVs?industryCode=Home-Appliances&industryName=Home Appliances
https://www.hirose.com/product/application/Home-Appliances_Flat-Panel-TVs?industryCode=Home-Appliances&industryName=Home Appliances
http://prd-4s-public.s3.amazonaws.com/upload/corporate/file/mail_cn_TWS.pdf
http://prd-4s-public.s3.amazonaws.com/upload/corporate/file/mail_cn_TWS.pdf
http://prd-4s-public.s3.amazonaws.com/upload/corporate/file/e_ciga_en_190617.pdf
http://prd-4s-public.s3.amazonaws.com/upload/corporate/file/e_ciga_en_190617.pdf

