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概要

SAL M8×1 ソケット SMT/THR/シールド付

OVERVIEW SAL M8×1 SOCKETS AMT/THR/SHIELDED

…Alles aus einer Hand
SMT

THR

絶縁体 / Insulation body

絶縁体 / Insulation body

フロントパネル取付 / Front panel mounting

フロントパネル取付 / Front panel mounting

設置高さ 9 mm / Installation height 9 mm

設置高さ 9 mm / Installation height 9 mm

設置高さ 13 mm / Installation height 13 mm

設置高さ 13 mm / Installation height 13 mm

リクエストに応じるさまざまなバリエーションがあります。
4

further variations upon request.

…EVERYTHING FROM A SINGLE SOURCE
シールド付アクシャル / Shielded Axial

シールド付アングル付 / SHIELDED ANGLED

バックパネル取付 / Back panel mounting

バックパネル取付 / Back panel mounting

設置高さ 6 mm / Installation height 6 mm

設置高さ 8,2 mm / Installation height 8,2 mm

設置高さ 10 mm / Installation height 10 mm

設置高さ 12,2 mm / Installation height 12,2 mm
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M8×1 絶縁体 メス SMT
M8×1 INSULATION BODY FEMALE SMT

特徴 / Characteristics

3-極/ pos.

4-極/ pos.

5-極/ pos.

コーディング / Cording

8-極/ pos.

B

メスコネクター/
Female connector

✔

アクシャル, アクシャルシールド付/
Axial, Axial Shielded

構成 / Configuration
定格電圧/
Rated voltage

60 V

品番/ Part no. 42-01213

30 V

定格電流/
Current rating

4 A @ 40 ℃

1,5 A @ 40℃

コンタクト部メッキ/
Contact plating

ニッケル金メッキ / Gold over Nickel

保護等級/
Degree of protection

IP67 嵌合状態 / in mated condition

品番/ Part no. 42-01219

メリット/ Benefits
• 自動組み立て / automated mounting
• 絶縁体とソケットハウジングとの間には機械的な接続はありません /
no mechanical connection between insulation body and socket housing, so:
• PCBへの無軸力 / no axial force to PCB
• 基板とハウジングとの間の公差補正 / tolerance compensation between PCB
and socket housing

品番/ Part no. 42-01223

• 省スペース設計 / space-saving design
• ロックネジがハウジングに統合されたアプリケーション用
for applications where the locking thread is integrated into the housing

品番/ Part no. 42-01225

アプリケーション/Applications
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駆動技術 / Drive technology

医療 / Medical

自動化技術 / Automation technology

制御技術 / Control Systems

ハウジングとデバイスの接続 / Housing and device connection

センサとエンコーダのメーカー / Sensor and encoder manufacturers

機械工学 / Mechanical Engineering

プロセス制御 / Process Control

結線方式/
Termination

分類/
Gender

SMT
SMT
SMT
SMT
SMT
SMT
SMT
SMT

メス / Female
メス / Female
メス / Female
メス / Female
メス / Female
メス / Female
メス / Female
メス / Female

Reﬂow
Reﬂow
Reﬂow
Reﬂow
Reﬂow
Reﬂow
Reﬂow
Reﬂow

構成/
Conﬁguration
アクシャル/axial
アクシャル シールド付/Axial shielded

アクシャル/axial
アクシャル シールド付/Axial shielded

アクシャル/axial
アクシャル シールド付/Axial shielded

アクシャル/axial
アクシャル シールド付/Axial shielded

極数/
No. of poles

型番/
Description

品番/
Part No.

3
3
4
4
5
5
8
8

SAL-8-IK3/SMT
SAL-8S-IK3/SMT
SAL-8-IK4/SMT
SAL-8S-IK4/SMT
SAL-8-IK5/SMT
SAL-8S-IK5/SMT
SAL-8-IK8/SMT
SAL-8S-IK8/SMT

42-01213
42-01215
42-01217
42-01219
42-01221
42-01223
42-01225
42-01227

表は、当社の幅広い製品レンジのほんの一部を示しています。より詳しい構成については弊社営業部までお問い合わせください。
The table lists only a small part of our extensive product range. Please contact our sales department for further conﬁgurations.

推奨 / Preferred article

M8×1 絶縁体 オス SMT
M8×1 INSULATION BODY MALE SMT

3-極/pos.

特徴 / Characteristics

4-極/pos.

5-極/pos.

8-極/pos.

B

コーディング / Cording
オスコネクター/
Male connector

✔

アクシャル, アクシャルシールド付/
Axial, Axial Shielded

構成 / Configuration
定格電圧/
Rated voltage

60 V

定格電流/
Current rating

品番/ Part no. 42-01214

30 V
4 A @ 40℃

1,5 A @ 40℃

コンタクト部メッキ/
Contact plating

ニッケル金メッキ / Gold over Nickel

保護等級/
Degree of protection

IP67 嵌合状態 / in mated condition

品番/ Part no. 42-01220

Nutzen/Benefits
• 自動組み立て / automated mounting
• 絶縁体とソケットハウジングとの間には機械的な接続はありません /
no mechanical connection between insulation body and socket housing, so:
• PCBへの無軸力 / no axial force to PCB
• 基板とハウジングとの間の公差補正 / tolerance compensation between PCB
and socket housing

品番/ Part no. 42-01224

• 省スペース設計 / space-saving design
• ロックネジがハウジングに統合されたアプリケーション用
for applications where the locking thread is integrated into the housing

品番/ Part no. 42-01226

アプリケーション/Applications
駆動技術 / Drive technology

医療 / Medical

自動化技術 / Automation technology

制御技術 / Control Systems

ハウジングとデバイスの接続 / Housing and device connection

センサとエンコーダのメーカー / Sensor and encoder manufacturers

機械工学 / Mechanical Engineering

プロセス制御 / Process Control

結線方式/
Termination

分類/
Gender

SMT Reﬂow
SMT Reﬂow
SMT Reﬂow
SMT Reﬂow
SMT Reﬂow
SMT Reﬂow
SMT Reﬂow
SMT Reﬂow

メス / Female
メス / Female
メス / Female
メス / Female
メス / Female
メス / Female
メス / Female
メス / Female

構成/
Conﬁguration

極数/
No. of poles

型番/
Description

アクシャル/axial

3
3
4
4
5
5
8
8

SAL-8-IS3/SMT
SAL-8S-IS3/SMT
SAL-8-IS4/SMT
SAL-8S-IS4/SMT
SAL-8-IS5/SMT
SAL-8S-IS5/SMT
SAL-8-IS8/SMT
SAL-8S-IS8/SMT

アクシャル シールド付/Axial shielded

アクシャル/axial
アクシャル シールド付/Axial shielded

アクシャル/axial
アクシャル シールド付/Axial shielded

アクシャル/axial
アクシャル シールド付/Axial shielded

表は、当社の幅広い製品レンジのほんの一部を示しています。より詳しい構成については弊社営業部までお問い合わせください。
The table lists only a small part of our extensive product range. Please contact our sales department for further conﬁgurations!

品番/
Part No.
42-01214
42-01216
42-01218
42-01220
42-01222
42-01224
42-01226
42-01228
推奨 / Preferred article
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M8×1 ソケット メス SMT
M8 X1 SOCKET FEMALE SMT

3-極/pos. 4-極/pos.

特徴 / Characteristics

5-極/pos.

8-極/pos.

B

コーディング / Cording
メスコネクター/
Female connector

✔

設置高さ/
Installation height

9 mm/13 mm フロントパネル取付/Front panel mounting
6 mm/10 mm バックパネル取付/ Back panel mounting

構成 / Configuration

アクシャル, アクシャルシールド付/axial, axial Shielded

定格電圧/
Rated voltage

60 V

定格電流/
Current rating

品番 / Part no. 42-01229

30 V
4 A @ 40℃

1,5 A @ 40℃

コンタクト部メッキ/
Contact plating

ニッケル金メッキ / Gold over Nickel

保護等級/
Degree of protection

IP67 嵌合状態 / in mated condition

品番 / Part no. 42-01250

メリット/ Benefits
• 自動組み立て / automated mounting
• 絶縁体とソケットハウジングとの間には機械的な接続はありません /
no mechanical connection between insulation body and socket housing, so:
• PCBへの無軸力 / no axial force to PCB
• 基板とハウジングとの間の公差補正 / tolerance compensation between PCB
and socket housing

品番 / Part no. 42-01247

• 省スペース設計 / space-saving design

品番 / Part no. 42-01284

アプリケーション/Applications
駆動技術 / Drive technology

医療 / Medical

自動化技術 / Automation technology

制御技術 / Control Systems

ハウジングとデバイスの接続 / Housing and device connection

センサとエンコーダのメーカー / Sensor and encoder manufacturers

機械工学 / Mechanical Engineering

プロセス制御 / Process Control

結線方式/ 取付方法/
Termination Mounting style
SMT Reﬂow
SMT Reﬂow
SMT Reﬂow
SMT Reﬂow
SMT Reﬂow
SMT Reﬂow
SMT Reﬂow
SMT Reﬂow
SMT Reﬂow
SMT Reﬂow
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分類/
Gender

フロントパネル取付 / Front panel mounting メス / Female
フロントパネル取付 / Front panel mounting メス / Female
バックパネル取付 / Back panel mounting メス / Female
フロントパネル取付 / Front panel mounting メス / Female
フロントパネル取付 / Front panel mounting メス / Female
フロントパネル取付 / Front panel mounting メス / Female
フロントパネル取付 / Front panel mounting メス / Female
フロントパネル取付 / Front panel mounting メス / Female
フロントパネル取付 / Front panel mounting メス / Female
バックパネル取付 / Back panel mounting メス / Female

構成/
Conﬁguration

極数/
設置高さ/
型番/
No. of poles Installation height Description

品番/
Part No.

アクシャル / axial
アクシャル / axial
アクシャル / axial

3
3
4
4
4
5
5
8
8
8

42-01229
42-01230
42-01247
42-01249
42-01250
42-01261
42-01262
42-01281
42-01282
42-01284

アクシャル シールド付/ axial shielded
アクシャル シールド付/ axial shielded

アクシャル / axial
アクシャル / axial
アクシャル シールド付/ axial shielded
アクシャル シールド付/ axial shielded
アクシャル シールド付/ axial shielded

表は、当社の幅広い製品レンジのほんの一部を示しています。より詳しい構成については弊社営業部までお問い合わせください。
The table lists only a small part of our extensive product range. Please contact our sales department for further conﬁgurations!

9
13
6
9
13
9
13
9
13
10

SAL-8-FK3-X9/SMT
SAL-8-FK3-X13/SMT
SAL-8-FKH4-X6/SMT
SAL-8S-FK4-X9/SMT
SAL-8S-FK4-X13/SMT
SAL-8-FK5-X9/SMT
SAL-8-FK5-X13/SMT
SAL-8S-FK8-X9/SMT
SAL-8S-FK8-X13/SMT
SAL-8S-FKH8-X10/SMT

推奨 / Preferred article

M8 x1 ソケット オス SMT
M8 X1 SOCKET MALE SMT

3-極/pos. 4-極/pos.

特徴 / Characteristics

5-極/pos.

8-極/pos.

B

コーディング / Cording
オスコネクター/
Male connector

✔

設置高さ/
Installation height

9 mm/13 mm フロントパネル取付/Front panel mounting
6 mm/10 mm バックパネル取付/ Back panel mounting

構成 / Configuration

アクシャル, アクシャルシールド付/axial, axial Shielded

定格電圧/
Rated voltage

60 V

定格電流/
Current rating

品番 / Part no. 42-01242

30 V
4 A @ 40℃

1,5 A @ 40℃

コンタクト部メッキ/
Contact plating

ニッケル金メッキ / Gold over Nickel

保護等級/
Degree of protection

IP67 嵌合状態 / in mated condition

品番 / Part no. 42-01253

Nutzen/Benefits
• 自動組み立て / automated mounting
• 絶縁体とソケットハウジングとの間には機械的な接続はありません /
no mechanical connection between insulation body and socket housing, so:
• PCBへの無軸力 / no axial force to PCB
• 基板とハウジングとの間の公差補正 / tolerance compensation between PCB
and socket housing

品番 / Part no. 42-01255

• 省スペース設計 / space-saving design

品番 / Part no. 42-01260

アプリケーション/Applications
駆動技術 / Drive technology

医療 / Medical

自動化技術 / Automation technology

制御技術 / Control Systems

ハウジングとデバイスの接続 / Housing and device connection

センサとエンコーダのメーカー / Sensor and encoder manufacturers

機械工学 / Mechanical Engineering

プロセス制御 / Process Control

結線方式/ 取付方法/
Termination Mounting style
SMT Reﬂow
SMT Reﬂow
SMT Reﬂow
SMT Reﬂow
SMT Reﬂow
SMT Reﬂow
SMT Reﬂow
SMT Reﬂow
SMT Reﬂow
SMT Reﬂow

フロントパネル取付 / Front panel mounting
フロントパネル取付 / Front panel mounting
フロントパネル取付 / Front panel mounting
フロントパネル取付 / Front panel mounting
フロントパネル取付 / Front panel mounting
フロントパネル取付 / Front panel mounting
バックパネル取付 / Back panel mounting
フロントパネル取付 / Front panel mounting
フロントパネル取付 / Front panel mounting
バックパネル取付 / Back panel mounting

分類/
Gender
オス / Male
オス / Male
オス / Male
オス / Male
オス / Male
オス / Male
オス / Male
オス / Male
オス / Male
オス / Male

構成/
Conﬁguration
アクシャル / axial
アクシャル / axial
アクシャル シールド付/ axial shielded
アクシャル シールド付/ axial shielded

アクシャル / axial
アクシャル / axial
アクシャル / axial
アクシャル シールド付/ axial shielded
アクシャル シールド付/ axial shielded
アクシャル シールド付/ axial shielded

表は、当社の幅広い製品レンジのほんの一部を示しています。より詳しい構成については弊社営業部までお問い合わせください。
The table lists only a small part of our extensive product range. Please contact our sales department for further conﬁgurations!

極数/
型番/
設置高さ/
No. of Poles Installation height Description
3
3
3
3
4
4
4
4
4
4

9
13
9
13
9
13
6
9
13
10

品番/
Part No.

SAL-8-FS3-X9/SMT
42-01237
SAL-8-FS3-X13/SMT
42-01238
SAL-8S-FS3-X9/SMT 42-01241
SAL-8S-FS3-X13/SMT 42-01242
SAL-8-FS4-X9/SMT
42-01253
SAL-8-FS4-X13/SMT
42-01254
SAL-8-FSH4-X6/SMT 42-01255
SAL-8S-FS4-X9/SMT 42-01257
SAL-8S-FS4-X13/SMT 42-01258
SAL-8S-FSH4-X10/SMT 42-01260
推奨 / Preferred article

9

M8x1 絶縁体 メス THR
M8 X1 I NSU L ATION BODY FEMALE THR

3-極/pos. 4-極/pos.

特徴 / Characteristics

5-極/pos.

コーディング / Cording

8-極/pos.

B

メスコネクター/
Female connector

✔

構成 / Configuration

アクシャル, アクシャルシールド付/axial, axial Shielded
品番 / Part no. 42-01389

定格電圧/
Rated voltage

60 V

定格電流/
Current rating

30 V
4 A @ 40℃

1,5 A @ 40℃

コンタクト部メッキ/
Contact plating

ニッケル金メッキ / Gold over Nickel

保護等級/
Degree of protection

IP67 嵌合状態 / in mated condition

品番 / Part no. 42-01395

メリット/ Benefits
•

自動組み立て / automated mounting

• 絶縁体とソケットハウジングとの間には機械的な接続はありません /
no mechanical connection between insulation body and socket housing, so:
• PCBへの無軸力 / no axial force to PCB
• 基板とハウジングとの間の公差補正 / tolerance compensation between PCB
and socket housing

品番 / Part no. 42-01399

• 省スペース設計 / space-saving design
• ロックネジがハウジングに統合されたアプリケーション用
for applications where the locking thread is integrated into the housing

品番 / Part no. 42-01401

アプリケーション/Applications
駆動技術 / Drive technology

医療 / Medical

自動化技術 / Automation technology

制御技術 / Control Systems

ハウジングとデバイスの接続 / Housing and device connection

センサとエンコーダのメーカー / Sensor and encoder manufacturers

機械工学 / Mechanical Engineering

プロセス制御 / Process Control

結線方式/
Termination
THR
THR
THR
THR
THR
THR
THR
THR
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Reﬂow
Reﬂow
Reﬂow
Reﬂow
Reﬂow
Reﬂow
Reﬂow
Reﬂow

分類/
Gender
メス / Female
メス / Female
メス / Female
メス / Female
メス / Female
メス / Female
メス / Female
メス / Female

構成/
Conﬁguration

極数/
No. of poles

3
3
4
アクシャル / axial
アクシャル シールド付/ axial shielded 4
5
アクシャル / axial
アクシャル シールド付/ axial shielded 5
8
アクシャル / axial
アクシャル シールド付/ axial shielded 8
アクシャル / axial

アクシャル シールド付/ axial shielded

表は、当社の幅広い製品レンジのほんの一部を示しています。より詳しい構成については弊社営業部までお問い合わせください。
The table lists only a small part of our extensive product range. Please contact our sales department for further conﬁgurations!

型番/
Description

品番/
Part No.

SAL-8-IK3/THR
SAL-8S-IK3/THR
SAL-8-IK4/THR
SAL-8S-IK4/THR
SAL-8-IK5/THR
SAL-8S-IK5/THR
SAL-8-IK8/THR
SAL-8S-IK8/THR

42-01389
42-01391
42-01393
42-01395
42-01397
42-01399
42-01401
42-01403
推奨 / Preferred article

M8x1 絶縁体 オス THR
M8 X1 I NSU L ATION BODY MALE THR

3-極/pos. 4-極/pos.

特徴 / Characteristics

5-極/pos.

コーディング / Cording

B

オスコネクター/
Male connector
構成 / Configuration

8-極/pos.

✔

アクシャル, アクシャルシールド付/axial, axial Shielded
品番 / Part no. 42-01390

定格電圧/
Rated voltage

60 V

定格電流/
Current rating

30 V
4 A @ 40℃

1,5 A @ 40℃

コンタクト部メッキ/
Contact plating

ニッケル金メッキ / Gold over Nickel

保護等級/
Degree of protection

IP67 嵌合状態 / in mated condition

品番 / Part no. 42-01396

メリット/ Benefits
•

自動組み立て / automated mounting

•

絶縁体とソケットハウジングとの間には機械的な接続はありません /
no mechanical connection between insulation body and socket housing, so:
• PCBへの無軸力 / no axial force to PCB
• 基板とハウジングとの間の公差補正 / tolerance compensation between PCB
and socket housing

品番 / Part no. 42-01400

• 省スペース設計 / space-saving design
• ロックネジがハウジングに統合されたアプリケーション用
for applications where the locking thread is integrated into the housing

品番 / Part no. 42-01402

アプリケーション/Applications
駆動技術 / Drive technology

医療 / Medical

自動化技術 / Automation technology

制御技術 / Control Systems

ハウジングとデバイスの接続 / Housing and device connection

センサとエンコーダのメーカー / Sensor and encoder manufacturers

機械工学 / Mechanical Engineering

プロセス制御 / Process Control

結線方式/
Termination
THR Reﬂow
THR Reﬂow
THR Reﬂow
THR Reﬂow
THR Reﬂow
THR Reﬂow
THR Reﬂow
THR Reﬂow

分類/
Gender
オス / Male
オス / Male
オス / Male
オス / Male
オス / Male
オス / Male
オス / Male
オス / Male

構成/
Conﬁguration

極数/
No. of poles

型番/
Description

品番/
Part No.

アクシャル / axial

3
3
4
4
5
5
8
8

SAL-8-IS3/THR
SAL-8S-IS3/THR
SAL-8-IS4/THR
SAL-8S-IS4/THR
SAL-8-IS5/THR
SAL-8S-IS5/THR
SAL-8-IS8/THR
SAL-8S-IS8/THR

42-01390
42-01392
42-01394
42-01396
42-01398
42-01400
42-01402
42-01404

アクシャル シールド付/ axial shielded

アクシャル / axial
アクシャル シールド付/ axial shielded

アクシャル / axial
アクシャル シールド付/ axial shielded

アクシャル / axial

アクシャル シールド付/ axial shielded
表は、当社の幅広い製品レンジのほんの一部を示しています。より詳しい構成については弊社営業部までお問い合わせください。
The table lists only a small part of our extensive product range. Please contact our sales department for further conﬁgurations!

推奨 / Preferred article
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M8x1 ソケット メス THR
M8 X1 SOCKET FEMALE THR

3-極/pos. 4-極/pos.

特徴 / Characteristics

5-極/pos.

コーディング / Cording

8-極/pos.

B

メスコネクター/
Female connector

✔

設置高さ/
Installation height

9 mm/13 mm フロントパネル取付/Front panel mounting
6 mm/10 mm バックパネル取付/ Back panel mounting

構成 / Configuration

アクシャル, アクシャルシールド付/axial, axial Shielded

定格電圧/
Rated voltage

60 V

定格電流/
Current rating

品番 / Part no. 42-01345

30 V
4 A @ 40℃

1,5 A @ 40℃

コンタクト部メッキ/
Contact plating

ニッケル金メッキ / Gold over Nickel

保護等級/
Degree of protection

IP67 嵌合状態 / in mated condition

品番 / Part no. 42-01314

メリット/ Benefits
• 自動組み立て / automated mounting
• 絶縁体とソケットハウジングとの間には機械的な接続はありません /
no mechanical connection between insulation body and socket housing, so:
• PCBへの無軸力 / no axial force to PCB
• 基板とハウジングとの間の公差補正 / tolerance compensation between PCB
and socket housing

品番 / Part no. 42-01311

• 省スペース設計 / space-saving design

品番 / Part no. 42-01348

アプリケーション/Applications
駆動技術 / Drive technology

医療 / Medical

自動化技術 / Automation technology

制御技術 / Control Systems

ハウジングとデバイスの接続 / Housing and device connection

センサとエンコーダのメーカー / Sensor and encoder manufacturers

機械工学 / Mechanical Engineering

プロセス制御 / Process Control

結線方式
Termination
THR Reﬂow
THR Reﬂow
THR Reﬂow
THR Reﬂow
THR Reﬂow
THR Reﬂow
THR Reﬂow
THR Reﬂow
THR Reﬂow
THR Reﬂow
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取付方法/
Mounting style
フロントパネル取付 / Front panel mounting
フロントパネル取付 / Front panel mounting
バックパネル取付 / Back panel mounting
フロントパネル取付 / Front panel mounting
フロントパネル取付 / Front panel mounting
フロントパネル取付 / Front panel mounting
フロントパネル取付 / Front panel mounting
フロントパネル取付 / Front panel mounting
フロントパネル取付 / Front panel mounting
バックパネル取付 / Back panel mounting

分類/
Gender
メス / Female
メス / Female
メス / Female
メス / Female
メス / Female
メス / Female
メス / Female
メス / Female
メス / Female
メス / Female

構成/
Conﬁguration
アクシャル / axial
アクシャル / axial
アクシャル / axial
アクシャル シールド付/ axial shielded
アクシャル シールド付/ axial shielded

アクシャル / axial
アクシャル / axial
アクシャル シールド付/ axial shielded
アクシャル シールド付/ axial shielded
アクシャル シールド付/ axial shielded

表は、当社の幅広い製品レンジのほんの一部を示しています。より詳しい構成については弊社営業部までお問い合わせください。
The table lists only a small part of our extensive product range. Please contact our sales department for further conﬁgurations!

極数/

設置高さ/

品番/
Part No.
SAL-8-FK3-X9/THR
42-01293
SAL-8-FK3-X13/THR
42-01294
SAL-8-FKH4-X6/THR
42-01311
SAL-8S-FK4-X9/THR
42-01313
SAL-8S-FK4-X13/THR 42-01314
SAL-8-FK5-X9/THR
42-01325
SAL-8-FK5-X13/THR
42-01326
SAL-8S-FK8-X9/THR
42-01345
SAL-8S-FK8-X13/THR 42-01346
SAL-8S-FKH8-X10/THR 42-01348
型番/

No. of poles Install. height Description

3
3
4
4
4
5
5
8
8
8

9
13
6
9
13
9
13
9
13
10

推奨 / Preferred article

M8x1 ソケット オス THR
M8 X1 SOCKET MALE THR

特徴 / Characteristics

3-極/pos. 4-極/pos.

5-極/pos.

コーディング / Cording

8-極/pos.

B

オスコネクター/
Male connector

✔

設置高さ/
Installation height

9 mm/13 mm フロントパネル取付/Front panel mounting
6 mm/10 mm バックパネル取付/ Back panel mounting

構成 / Configuration

アクシャル, アクシャルシールド付/axial, axial Shielded

定格電圧/
Rated voltage

60 V

定格電流/
Current rating

品番 / Part no. 42-01317

30 V
4 A @ 40℃

1,5 A @ 40℃

コンタクト部メッキ/
Contact plating

ニッケル金メッキ / Gold over Nickel

保護等級/
Degree of protection

IP67 嵌合状態 / in mated condition

品番 / Part no. 42-01306

メリット/ Benefits
• 自動組み立て / automated mounting
• 絶縁体とソケットハウジングとの間には機械的な接続はありません /
no mechanical connection between insulation body and socket housing, so:
• PCBへの無軸力 / no axial force to PCB
• 基板とハウジングとの間の公差補正 / tolerance compensation between PCB
and socket housing

品番 / Part no. 42-01319

• 省スペース設計 / space-saving design

品番 / Part no. 42-01324

アプリケーション/Applications
駆動技術 / Drive technology

医療 / Medical

自動化技術 / Automation technology

制御技術 / Control Systems

ハウジングとデバイスの接続 / Housing and device connection

センサとエンコーダのメーカー / Sensor and encoder manufacturers

機械工学 / Mechanical Engineering

プロセス制御 / Process Control

結線方式/ 取付方法/
Termination Mounting style
THR Reﬂow フロントパネル取付 / Front panel mounting
THR Reﬂow フロントパネル取付 / Front panel mounting
THR Reﬂow フロントパネル取付 / Front panel mounting
THR Reﬂow フロントパネル取付 / Front panel mounting
THR Reﬂow フロントパネル取付 / Front panel mounting
THR Reﬂow フロントパネル取付 / Front panel mounting
THR Reﬂow バックパネル取付 / Back panel mounting
THR Reﬂow フロントパネル取付 / Front panel mounting
THR Reﬂow フロントパネル取付 / Front panel mounting
THR Reﬂow バックパネル取付 / Back panel mounting

分類/
Gender
オス / Male
オス / Male
オス / Male
オス / Male
オス / Male
オス / Male
オス / Male
オス / Male
オス / Male
オス / Male

構成/
Conﬁguration
アクシャル / axial
アクシャル / axial

極数/

3
3
アクシャル シールド付/ axial shielded 3
アクシャル シールド付/ axial shielded 3
4
アクシャル / axial
4
アクシャル / axial
4
アクシャル / axial
アクシャル シールド付/ axial shielded 4
アクシャル シールド付/ axial shielded 4
アクシャル シールド付/ axial shielded 4

表は、当社の幅広い製品レンジのほんの一部を示しています。より詳しい構成については弊社営業部までお問い合わせください。
The table lists only a small part of our extensive product range. Please contact our sales department for further conﬁgurations!

設置高さ/

No. of poles Install. height

9
13
9
13
9
13
6
9
13
10

品番/
型番/
Description
Part No.
SAL-8-FS3-X9/THR
42-01301
SAL-8-FS3-X13/THR
42-01302
SAL-8S-FS3-X9/THR 42-01305
SAL-8S-FS3-X13/THR 42-01306
SAL-8-FS4-X9/THR
42-01317
SAL-8-FS4-X13/THR
42-01318
SAL-8-FSH4-X6/THR 42-01319
SAL-8S-FS4-X9/THR 42-01321
SAL-8S-FS4-X13/THR 42-01322
SAL-8S-FSH4-X10/THR 42-01324
推奨 / Preferred article
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M8x1 ソケット メス シールド付 アクシャル/アングル付
M8 X1 SOCKET FEMALE

特徴 / Characteristics

SHIELDED AXIAL/ ANGLED

3-極/pos.

4-極/pos.

5-極/pos.

8-極/pos.

B

コーディング / Cording
メスコネクター/
Female connector

✔
6 mm/10 mm アクシャル / axial,
バックパネル取付 / Back panel mountingnting

設置高さ/
Installation height

品番 / Part no. 42-01367

9 mm/13 mm axial, フロントパネル取付/Front panel mounting
8,2 mm/12,2 mm アングル付/angeled,
バックパネル取付/Back panel mounting

構成 / Configuration
定格電圧/
Rated voltage

アクシャル シールド付, アングル付 シールド付/
axial shielded, angled shielded
60 V

定格電流/
Current rating

30 V
4 A @ 40℃

1,5 A @ 40℃
品番 / Part no. 42-01368

コンタクト部メッキ/
Contact plating

ニッケル金メッキ / Gold over Nickel

保護等級/
Degree of protection

IP67 嵌合状態 / in mated condition

メリット/ Benefits
品番 / Part no. 42-01419

• 絶縁体とソケットハウジングとの間には機械的な接続はありません /
no mechanical connection between insulation body and socket housing, so:
• PCBへの無軸力 / no axial force to PCB
• 基板とハウジングとの間の公差補正 / tolerance compensation between PCB
and socket housing
• 省スペース設計 / space-saving design

品番 / Part no. 42-01420

アプリケーション/Applications
駆動技術 / Drive technology

医療 / Medical

自動化技術 / Automation technology

制御技術 / Control Systems

ハウジングとデバイスの接続 / Housing and device connection

センサとエンコーダのメーカー / Sensor and encoder manufacturers

機械工学 / Mechanical Engineering

プロセス制御 / Process Control

結線方式/
Termination
ディップはんだ / Dip solder
ディップはんだ / Dip solder
ディップはんだ / Dip solder
ディップはんだ / Dip solder
ディップはんだ / Dip solder
ディップはんだ / Dip solder
ディップはんだ / Dip solder
ディップはんだ / Dip solder
ディップはんだ / Dip solder
ディップはんだ / Dip solder
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取付方法/
Mounting style

分類/
Gender

構成/
Conﬁguration

バックパネル取付 / Back panel mounting
バックパネル取付 / Back panel mounting
バックパネル取付 / Back panel mounting
バックパネル取付 / Back panel mounting
フロントパネル取付 / Back panel mounting
フロントパネル取付 / Back panel mounting
バックパネル取付 / Back panel mounting
バックパネル取付 / Back panel mounting
バックパネル取付 / Back panel mounting
バックパネル取付 / Back panel mounting

メス / Female
メス / Female
メス / Female
メス / Female
メス / Female
メス / Female
メス / Female
メス / Female
メス / Female
メス / Female

アングル付
アングル付
アングル付
アングル付

シールド付/
シールド付/
シールド付/
シールド付/

極数/
angled shielded
angled shielded
angled shielded
angled shielded

アクシャル シールド付/axial shielded
アクシャル シールド付/axial shielded
アクシャル シールド付/axial shielded
アクシャル シールド付/axial shielded
アクシャル シールド付/axial shielded
アクシャル シールド付/axial shielded

表は、当社の幅広い製品レンジのほんの一部を示しています。より詳しい構成については弊社営業部までお問い合わせください。
The table lists only a small part of our extensive product range. Please contact our sales department for further conﬁgurations!

No. of poles Install. height Description

設置高さ/

品番/
Part No.

3
3
4
4
4
5
3
4
5
8

42-01419
42-01420
42-01427
42-01428
42-01365
42-01374
42-01359
42-01368
42-01375
42-01388

8
12
8
12
9
13
6
10
6
10

型番/
SAL-8S-FKHW3-X8
SAL-8S-FKHW3-X12
SAL-8S-FKHW4-X8
SAL-8S-FKHW4-X12
SAL-8S-FK4-X9
SAL-8S-FK5-X13
SAL-8S-FKH3-X6
SAL-8S-FKH4-X10
SAL-8S-FKH5-X6
SAL-8S-FKH8-X10

推奨 / Preferred article

M8x1 ソケット オス シールド付 アクシャル / アングル付
M8 X1 SOCKET MALE

SHIELDED AXIAL/ ANGLED

3-極/pos.

特徴 / Characteristics
オスコネクター/
Male connector

4-極/pos.
✔

6 mm/10 mm axial, バックパネル取付/Back panel mounting
9 mm/13 mm axial, フロントパネル取付/Front panel mounting
8,2 mm/12,2 mm アングル付/angeled,
バックパネル取付/Back panel mounting

設置高さ/
Installation height

品番 / Part no. 42-01363

構成 / Configuration

アクシャル シールド付/ アングル付 シールド付
axial shielded, angled shielded

定格電圧/
Rated voltage

60 V

定格電流/
Current rating

30 V
4 A @ 40℃

コンタクト部メッキ/
Contact plating

ニッケル金メッキ / Gold over Nickel

保護等級/
Degree of protection

IP67 嵌合状態 / in mated condition

品番 / Part no. 42-01364

メリット/ Benefits
• 絶縁体とソケットハウジングとの間には機械的な接続はありません /
no mechanical connection between insulation body and socket housing, so:
• PCBへの無軸力 / no axial force to PCB
• 基板とハウジングとの間の公差補正 / tolerance compensation between PCB
and socket housing

品番 / Part no. 42-01423

• 省スペース設計 / space-saving design

品番 / Part no. 42-01424

アプリケーション/Applications
駆動技術 / Drive technology

医療 / Medical

自動化技術 / Automation technology

制御技術 / Control Systems

ハウジングとデバイスの接続 / Housing and device connection

センサとエンコーダのメーカー / Sensor and encoder manufacturers

機械工学 / Mechanical Engineering

プロセス制御 / Process Control

結線方式/
Termination

取付方法/
Mounting style

ディップはんだ / Dip solder
ディップはんだ / Dip solder
ディップはんだ / Dip solder
ディップはんだ / Dip solder
ディップはんだ / Dip solder
ディップはんだ / Dip solder
ディップはんだ / Dip solder
ディップはんだ / Dip solder
ディップはんだ / Dip solder
ディップはんだ / Dip solder

バックパネル取付 / Back panel mounting
バックパネル取付 / Back panel mounting
バックパネル取付 / Back panel mounting
バックパネル取付 / Back panel mounting
フロントパネル取付 / Back panel mounting
フロントパネル取付 / Back panel mounting
バックパネル取付 / Back panel mounting
バックパネル取付 / Back panel mounting
バックパネル取付 / Back panel mounting
バックパネル取付 / Back panel mounting

分類/
Gender
オス / Male
オス / Male
オス / Male
オス / Male
オス / Male
オス / Male
オス / Male
オス / Male
オス / Male
オス / Male

極数/

構成/
Conﬁguration
アングル付
アングル付
アングル付
アングル付

シールド付/
シールド付/
シールド付/
シールド付/

angled shielded
angled shielded
angled shielded
angled shielded

アクシャル シールド付/axial shielded
アクシャル シールド付/axial shielded
アクシャル シールド付/axial shielded
アクシャル シールド付/axial shielded
アクシャル シールド付/axial shielded
アクシャル シールド付/axial shielded

表は、当社の幅広い製品レンジのほんの一部を示しています。より詳しい構成については弊社営業部までお問い合わせください。
The table lists only a small part of our extensive product range. Please contact our sales department for further conﬁgurations!

No. of poles Install. height Description

品番/
Part No.

3
3
4
4
3
3
3
3
4
4

42-01423
42-01424
42-01431
42-01432
42-01361
42-01362
42-01363
42-01364
42-01371
42-01372

設置高さ/
8
12
8
12
9
13
6
10
6
10

型番/
SAL-8S-FSHW3-X8
SAL-8S-FSHW3-X12
SAL-8S-FSHW4-X8
SAL-8S-FSHW4-X12
SAL-8S-FS3-X9
SAL-8S-FS3-X13
SAL-8S-FSH3-X6
SAL-8S-FSH3-X10
SAL-8S-FSH4-X6
SAL-8S-FSH4-X10

推奨 / Preferred article
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M12 x1 現場組立型ソケット
M12 X1 SOCKETS FIELD

特徴 / Characteristics

ATTACHABLE

8-極/pos.

5-極/pos.

4-極/pos.

コーディング / Cording

A

結線方式/Termination

クリンプコンタクト / Crimpcontact

オスコネクター/
Male connector
取付方法 / Mounting style

✔
品番 / Part no. 43-02611

フロントパネル取付 (正方形フランジ), バックパネル取付/
Front panel mounting (square flange), back panel mounting

コンタクト部メッキ/
Contact plating

ニッケル金メッキ / Gold over Nickel

定格電圧/
Rated voltage

250 V

定格電流/
Current rating

60 V

4 A @ 40℃

保護等級/
Degree of protection

2 A @ 40℃

品番 / Part no. 43-02612

IP67 嵌合状態 / in mated condition

メリット/ Benefits
• 取り外し可能/ removable
• 現場組立可能/ field attachable

品番 / Part no. 43-02614

アプリケーション/Applications
駆動技術 / Drive technology

試験 - および測定機器 / Test- and Measurement devices

自動化技術 / Automation technology

組立生産ライン / Assembly and production lines

ハウジングとデバイスの接続 / Housing and device connection

センサとエンコーダのメーカー / Sensor and encoder manufacturers

結線方式/
Termination
クリンプコンタクト/Crimpcontact
クリンプコンタクト/Crimpcontact
クリンプコンタクト/Crimpcontact
クリンプコンタクト/Crimpcontact
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取付方法
Mounting style
フロントパネル取付(正方形フランジ）/
Front panel mounting (Square ﬂange)
フロントパネル取付(正方形フランジ）/
Front panel mounting (Square ﬂange)
バックパネル取付 / Back panel mounting
バックパネル取付 / Back panel mounting

分類/
Gender

極数/
No. of poles

型番/
Description

品番/
Part No.

オス / Male

5

SAL-12-FSVC5-26

43-02611

オス / Male

8

SAL-12-FSVC8-26

43-02612

オス / Male
オス / Male

5
8

SAL-12-FSHC5
SAL-12-FSHC8

43-02613
43-02614

表は、当社の幅広い製品レンジのほんの一部を示しています。より詳しい構成については弊社営業部までお問い合わせください。
The table lists only a small part of our extensive product range. Please contact our sales department for further conﬁgurations!

推奨 / Preferred article

M8x1 取り付けフランジ 8極
M8 X1 SOCKETS 8

POS.

8-極/pos.

特徴 / Characteristics

A

コーディング / Cording

ディップはんだ / Dip solder
電線 / Wire

結線方式/Termination
オスコネクター/
Male connector

✔
品番 / Part no. 42-01162

電線品質/Wire quality

PVC LiYY/AWG 26
フロントパネル取付, バックパネル取付/
Front panel mounting, back panel mounting

取付方法 / Mounting style

ねじ留め可能なスナップイン/screwable snap-in
ねじ留め可能 / screwable

構成 / Configuration
定格電圧/
Rated voltage

250 V

定格電流/
Current rating

4 A @ 40℃

品番 / Part no. 42-01164

コンタクト部メッキ/
Contact plating

ニッケル金メッキ / Gold over Nickel

保護等級/
Degree of protection

IP67 嵌合状態 / in mated condition

品番 / Part no. 42-01166

メリット/ Benefits
• コンパクト設計 / compact design
• 異なる結線方式の選択肢 / different termination options

アプリケーション/Applications
自動化技術 / Automation technology

試験 - および測定機器 / Test- and Measurement devices

ハウジングとデバイスの接続 / Housing and device connection

組立生産ライン / Assembly and production lines

結線方式/
Termination

取付方法
Mounting style

分類/
Gender

構成/
Conﬁguration

極数/
型番/
No. of poles Description

品番/
Part No.

ディップはんだ/Dip solder バックパネル取付 / Back panel mounting

オス / Male

ねじ留め可能なスナップイン/
screwable snap-in

8

SAL-8-FSHU8-P5,5 42-01162

ディップはんだ/Dip solder バックパネル取付 / Back panel mounting

オス / Male

ねじ留め可能 / screwable

8

SAL-8-FSH8-P5,5

42-01163

電線/Wire 0,14mm²

フロントパネル取付 / Front panel mounting

オス / Male

ねじ留め可能なスナップイン/
screwable snap-in

8

SAL-8-FSU8-0,2

42-01164

電線/Wire 0,14mm²

フロントパネル取付 / Front panel mounting

オス / Male

ねじ留め可能 / screwable

8

SAL-8-FS8-0,2

42-01165

ねじ留め可能なスナップイン/
screwable snap-in

8

SAL-8-FSHU8-0,2

42-01166

ねじ留め可能 / screwable

8

SAL-8-FSH8-0,2

42-01167

電線/Wire 0,14mm²

バックパネル取付 / Back panel mounting

電線/Wire 0,14mm²

バックパネル取付 / Back panel mounting

オス / Male
オス / Male

表は、当社の幅広い製品レンジのほんの一部を示しています。より詳しい構成については弊社営業部までお問い合わせください。
The table lists only a small part of our extensive product range. Please contact our sales department for further conﬁgurations!

推奨 / Preferred article
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M8x1 BIGオーバーモールドコネクター
M8 X1 CONNECTORS BIG

OVERMOULDED

3-極/pos.

特徴 / Characteristics

4-極/pos.

メスコネクター/
Female connector

✔

オスコネクター/
Male connector

✔

アクシャル / axial

構成 / Configuration

品番 / Part no. 42-13331

定格電圧/
Rated voltage

60 V

30 V
4 A @ 40℃ 0,5 mm²
3 A @ 40℃ 0,34 mm²

定格電流/
Current rating
コンタクト部メッキ/
Contact plating

ニッケル金メッキ / Gold over Nickel

保護等級/
Degree of protection

IP67 嵌合状態 / in mated condition

品番 / Part no. 42-13335

メリット/ Benefits
• 被覆外径6.5mmまでのカスタムケーブルに適合/
suitable for customized cable with jacket outer diameter up to 6.5 mm

品番 / Part no. 42-13339

品番 / Part no. 42-13343

アプリケーション/Applications
駆動技術 / Drive technology

医療 / Medical

自動化技術 / Automation technology

制御技術 / Control Systems

ハウジングとデバイスの接続 / Housing and device connection

センサとエンコーダのメーカー / Sensor and encoder manufacturers

航空宇宙工学 / Aviation

プロセス制御 / Process Control

機械工学 / Mechanical Engineering
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電線断面積/

構成/

電線 /
Cable
TPU UL 黒 / black
TPU UL 黒 / black

0,50 mm²
0,50 mm²

axial
axial

TPU UL 黒 / black

0,34 mm²

axial

TPU UL 黒 / black

0,34 mm²

axial

サイド A/

Wire cross section Conﬁguration Side A

メス / Female
メス / Female
メス スナップイン/
Female snap-in
メス スナップイン/
Female snap-in

サイド B/
Side B
オス / Male
メス / Female
オス スナップイン/
Male snap-in
メス スナップイン/
Female snap-in

表は、当社の幅広い製品レンジのほんの一部を示しています。より詳しい構成については弊社営業部までお問い合わせください。
The table lists only a small part of our extensive product range. Please contact our sales department for further conﬁgurations!

No. of poles Description

極数/

型番/

品番/
Part No.

4
4

SAL-8-RK4-RS4-0,3/K1/05
SAL-8-RK4-RK4-0,3/K1/05

42-13331
42-13335

4

SAL-8-RKS4-RSS4-0,3/K1/034 42-13339

4

SAL-8-RKS4-RKS4-0,3/K1/034 42-13343
推奨 / Preferred article

7/8 " オーバーモールドコネクター, 素線断面積 2.5mm²
7/8 " CONNECTORS OVERMOULDED, WIRE CROSS SECTION 2.5MM²

2-極+PE/ pos.

特徴 / Characteristics

4-極/ pos.

4-極+PE/ pos.

✔

コーディング / Cording
メスコネクター/
Female connector

✔

オスコネクター/
Male connector

✔
品番 / Part no. 41-01632

アクシャル アングル付/axial angled

構成 / Configuration
定格電圧/
Rated voltage

300 V

定格電流/
Current rating

16 A

結線部断面積/
Terminal cross section

2,5 mm²まで / up to 2.5mm²

コンタクト部メッキ/
Contact plating

ニッケル金メッキ / Gold over Nickel

保護等級/
Degree of protection

IP68 嵌合状態 / in mated condition

ケーブル品質/
Cable quality

品番 / Part no. 41-01640

TPU UL

品番 / Part no. 41-01680

メリット/ Benefits
高電力送信 / high power transmission

品番 / Part no. 41-01688

アプリケーション/Applications
自動化技術 / Automation technology

プロセスオートメーション / Process automation

機械工学 / Mechanical Engineering

センサとエンコーダのメーカー / Sensor and encoder manufacturers

組立生産ライン / Assembly and production lines

ケーブル/
Cable
TPU
TPU
TPU
TPU
TPU
TPU
TPU
TPU

UL
UL
UL
UL
UL
UL
UL
UL

黒
黒
黒
黒
黒
黒
黒
黒

/
/
/
/
/
/
/
/

black
black
black
black
black
black
black
black

素線断面積/
Wire cross-section
2,5 mm²
2,5 mm²
2,5 mm²
2,5 mm²
2,5 mm²
2,5 mm²
2,5 mm²
2,5 mm²

長さ/
Length
2m
2m
3m
5m
2m
3m
2m
5m

構成/
Conﬁguration
アクシャル/axial
アクシャル/axial
アングル付/angled
アングル付/angled
アクシャル/axial
アクシャル/axial
アングル付/angled
アングル付/angled

分類/
Gender
メス / Female
オス / Male
メス / Female
オス / Male
メス / Female
オス / Male
メス / Female
オス / Male

表は、当社の幅広い製品レンジのほんの一部を示しています。より詳しい構成については弊社営業部までお問い合わせください。
The table lists only a small part of our extensive product range. Please contact our sales department for further conﬁgurations!

極数/
No. of poles
2+PE
2+PE
2+PE
2+PE
4+PE
4+PE
4+PE
4+PE

型番/
Description
SAL-7/8-RK2PE-2/K0/250
SAL-7/8-RS2PE-2/K0/250
SAL-7/8-RKW2PE-3/K0/250
SAL-7/8-RSW2PE-5/K0/250
SAL-7/8-RK4PE-2/K0/250
SAL-7/8-RS4PE-3/K0/250
SAL-7/8-RKW4PE-2/K0/250
SAL-7/8-RSW4PE-5/K0/250

品番/
Part No.
41-01632
41-01640
41-01649
41-01658
41-01664
41-01673
41-01680
41-01690

推奨 / Preferred article
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産業用イーサネットパッチコード
I NDU STRIAL ETH ERNET PATCH

特徴 / Characteristics

CORD

4x1

4 X1

M8x1

M12x1

-

-

RJ45 オーバーモールド/

overmoulded

RJ45 オーバーモールド/ RJ45 オーバーモールド/ RJ45 オーバーモールド/

overmoulded

overmoulded

コーディング / Cording

D

シールド/
Shielding

✔

オスコネクター/
Male connector

✔

構成 / Configuration

品番 / Part no. 42-13316

アクシャル / axial

定格電圧/
Rated voltage

30 V

定格電流/
Current rating

1A

品番 / Part no. 43-18908

IP67 - IP20
IP20
嵌合状態 / in mated condition

保護等級/
Degree of protection
コンタクト部メッキ/
Contact plating

overmoulded

ニッケル金メッキ / Gold over Nickel

ケーブル品質/
Cable quality

TPU UL, Cat5e
品番 / Part no. 43-18910

メリット/ Benefits
• 組立て済み製品/no field patch sets
• コンパクト設計 / compact design

アプリケーション/Applications
自動化技術 / Automation technology

コミュニケーション/Communications

ハウジングとデバイスの接続 / Housing and device connection

試験装置や計測器 / Test Devices and instruments

GPS ナビゲーション/GPS navigation

ケーブル/
Cable
TPU
TPU
TPU
TPU
TPU
TPU

UL
UL
UL
UL
UL
UL

グリーン/Green
グリーン/Green
グリーン/Green
グリーン/Green
グリーン/Green
グリーン/Green

素線断面積/
長さ/
サイド A/ サイド B/
構成/
Side B
Wire cross section Length L Conﬁguration Side A

4 x 1 x AWG 26
4 x 1 x AWG 26
4 x 1 x AWG 26
4 x 1 x AWG 26
4 x 1 x AWG 26
4 x 1 x AWG 26

0,3
1,5
0,3
1,5
0,3
1,5

m
m
m
m
m
m

アクシャル/axial
アクシャル/axial
アクシャル/axial
アクシャル/axial
アクシャル/axial
アクシャル/axial

RJ45
RJ45
RJ45
RJ45
RJ45
RJ45

M8x1
M8x1
M12x1
M12x1
RJ45
RJ45

型番/
Description

極数/
No. of poles
RJ45-8極/pos.,
RJ45-8極/pos.,
RJ45-8極/pos.,
RJ45-8極/pos.,
8
8

表は、当社の幅広い製品レンジのほんの一部を示しています。より詳しい構成については弊社営業部までお問い合わせください。
The table lists only a small part of our extensive product range. Please contact our sales department for further conﬁgurations!

M8-4-極/pos..
M8-4-極/pos.
M12-4-極/pos.
M12-4-極/pos.

SAL-45S-RS8.33-8D-RS4.24-0,3/GD/014
SAL-45S-RS8.33-8D-RS4.24-1,5/GD/014
SAL-45S-RS8.33-12D-RS4.24-0,3/GD/014
SAL-45S-RS8.33-12D-RS4.24-0,3/GD/014
SAL-45S-RS8.33-RS8.33-0,3/GD/014
SAL-45S-RS8.33-RS8.33-1,5/GD/014

品番/
Part No.
42-13316
42-13317
43-18908
43-18909
43-18910
43-18911

推奨 / Preferred article
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産業用イーサネットパッチコード 4x2
I NDU STRIAL ETH ERNET PATCH

特徴 / Characteristics

4 X2

CORD

RJ45 オーバーモールド/
overmoulded
-

M12x1
-

M12x1 - M12x1

RJ45 オーバーモールド/ RJ45 オーバーモールド/
overmoulded
overmoulded

A

コーディング / Cording
シールド/
Shielding

360°

✔

オスコネクター/
Male connector

✔

品番 / Part no. 43-16998

✔

構成 / Configuration

アクシャル / axial

定格電圧/
Rated voltage

60 V

定格電流/
Current rating

2A

保護等級/
Degree of protection

IP67
IP20
嵌合状態 / in mated condition

コンタクト部メッキ/
Contact plating

ニッケル金メッキ / Gold over Nickel

ケーブル品質/
Cable quality

30 V
1A

1A

品番 / Part no. 43-17016

TPU UL, Cat 5e
PVC, Cat 5e
品番 / Part no. 43-17023

メリット/ Benefits
• 組立て済み製品/no field patch sets
• コンパクト設計 / compact design

アプリケーション/Applications
自動化技術 / Automation technology

コミュニケーション/Communications

ハウジングとデバイスの接続 / Housing and device connection

組立生産ライン / Assembly and production lines

GPS ナビゲーション/GPS navigation

ケーブル/
Cable
PVC グリーン/Ｇreen
TPU UL グリーン/Green
PVC グリーン/Ｇreen
TPU UL グリーン/Green
PVC グリーン/Ｇreen
TPU UL グリーン/Green
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素線断面積/
Wire cross section

長さ/
Length L

構成/
Conﬁguration

4 x 2 x AWG 24
4 x 2 x AWG 24
4 x 2 x AWG 24
4 x 2 x AWG 24
4 x 2 x AWG 24
4 x 2 x AWG 24

0,3 m
0,6 m
1,5 m
3m
2m
1,5 m

アクシャル/axial
アクシャル/axial
アクシャル/axial
アクシャル/axial
アクシャル/axial
アクシャル/axial

サイド A/ サイド B/
Side A
Side B

型番/
極数/
No. of poles Description

品番/
Part No.

M12
M12
RJ45
RJ45
RJ45
RJ45

8
8
8
8
8
8

43-16998
43-17003
43-17016
41-17021
43-17023
43-17028

M12
M12
M12
M12
RJ45
RJ45

表は、当社の幅広い製品レンジのほんの一部を示しています。より詳しい構成については弊社営業部までお問い合わせください。
The table lists only a small part of our extensive product range. Please contact our sales department for further conﬁgurations!

SAL-ET-12-RS8.23-RS8.23-0,3/GAJ
SAL-ET-12-RS8.23-RS8.23-0,6/GAF
SAL-ET-45-SS8.31-12S-RS8.23-1,5/GAJ
SAL-ET-45-SS8.31-12S-RS8.23-3/GAF
SAL-ET-45-SS8.31-SS8.31-0,6/GAJ
SAL-ET-45-SS8.31-SS8.31-1,5/GAF

推奨 / Preferred article

M12x1 ステンレススチールロック付 現場組立型コネクター
M12×1 CONNECTORS FIELD ATTACHABLE WITH STAINLESS STEEL LOCKING

特徴 / Characteristics

4-極/pos.

5-極/pos.
A, B, D

コーディング / Cording

A

メスコネクター/
Female connector

✔

オスコネクター/
Male connector

✔
品番 / Part no. 43-00338

アクシャル アングル付/axial angled

構成 / Configuration
定格電圧/
Rated voltage

250 V

定格電流/
Current rating

60 V

7,5 A @ 40℃

結線方式/
Termination
結線部断面積/
Terminal cross section

8-極/pos.

30 V
2 A @ 40℃

ネジ式/Screw termination
1,5 mm²まで / up to 1.5mm²

品番 / Part no. 43-00341

0,5 mm²まで /
up to 0.5mm²

ワイヤーエンドスリーブ含む/incl. wire-end sleeve
コンタクト部メッキ/
Contact plating

ニッケル金メッキ / Gold over Nickel

保護等級/
Degree of protection

IP67 嵌合状態 / in mated condition

品番 / Part no. 43-00349

メリット/ Benefits
• 耐腐食性のナット及びネジ/
Corrosion resistant nuts and screws
• 苛性アルカリ溶液、塩基、界面活性剤と弱酸の化学的環境で使用されます
Used in the chemical environment of lyes, bases, detergents and weak acids
品番 / Part no. 43-00352

アプリケーション/Applications
医療 / Medical

化学工業 / Chemical industry
農業・建設機械 / Agricultural & Construction machinery

プロセスオートメーション / Process automation

食品加工業 / Food Processing industry

運送業 / Transport industry

機械工学 / Mechanical Engineering

分類/
Gender
メス/Female
メス/Female
メス/Female
オス/Male
オス/Male
オス/Male
メス/Female
メス/Female
メス/Female
オス/Male
オス/Male
オス/Male
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ケーブル外径/
Cable diameter
4 - 8 mm
4 - 8 mm
4 - 8 mm
4 - 8 mm
4 - 8 mm
4 - 8 mm
4 - 8 mm
4 - 8 mm
4 - 8 mm
4 - 8 mm
4 - 8 mm
4 - 8 mm

構成/
Conﬁguration
アクシャル/axial
アクシャル/axial
アクシャル/axial
アクシャル/axial
アクシャル/axial
アクシャル/axial
アングル付/angled
アングル付/angled
アングル付/angled
アングル付/angled
アングル付/angled
アングル付/angled

Coding

No. of poles

型番/
Description

A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A

4
5
8
4
5
8
4
5
8
4
5
8

SAL-12-RKCE4-S/150
SAL-12-RKCE5-S/150
SAL-12-RKCE8-S
SAL-12-RSCE4-S/150
SAL-12-RSCE5-S/150
SAL-12-RSCE8-S
SAL-12-RKWCE4-S/150
SAL-12-RKWCE5-S/150
SAL-12-RKWCE8-S
SAL-12-RSWCE4-S/150
SAL-12-RSWCE5-S/150
SAL-12-RSWCE8-S

コーディング/ 極数/

表は、当社の幅広い製品レンジのほんの一部を示しています。より詳しい構成については弊社営業部までお問い合わせください。
The table lists only a small part of our extensive product range. Please contact our sales department for further conﬁgurations!

品番/
Part No.
43-00338
43-00339
43-00340
43-00341
43-00342
43-00343
43-00349
43-00350
43-00351
43-00352
43-00353
43-00354

推奨 / Preferred article

IP67 RJ45 産業用イーサネットコネクターシステム
IP67 RJ45 INDUSTRIAL ETHERNET CONNECTOR SYSTEM

特徴 / Characteristics
インターフェイス / Interface
ロッキングタイプ/
Locking type
結線方式/
Termination
素線断面積/
Terminal cross section

IP67 RJ45
RJ45 Cat 6A
バヨネット式 /Bayonet
IDC
品番 / Part no. 17-170004

AWG 28 - AWG 22

ケーブル外径/
Cable diameter

4 - 8 mm

接続部メッキ /
Contact plating

ニッケル金メッキ / Gold over Nickel

温度領域/
Operating temperature
保護等級/
Degree of protection

-40℃ ～ +85℃/
IP67 嵌合状態 / in mated condition

メリット/ Benefits
• 特殊工具なしでの結線 / Termination without special tools
• 現場組立可能 / Field attachable
•

カテゴリー6A 最大10ギガビットCat 6A / Cat 6A up to 10GBit

•

バヨネット式 / Bayonet

アプリケーション/Applications
自動化技術 / Automation technology
ビル設備集中監視制御 / Building automation
ハウジングとデバイスの接続 / Housing and device connection
GPS ナビゲーション/GPS navigation
産業用インターフェイス / Industrial interfaces
ケーブル組立品 / Cable assembly
通信 / Communications
農業・建設機械 / Agricultural & Construction machinery

医療 / Medical
組立生産ライン / Assembly and production lines
プロセスオートメーション / Process automation
セキュリティ及び監視システム / Security- and surveillance systems

性能 / Performance

ロッキングタイプ/Locking type

結線方式/Termination

品番/
Part No.

RJ45 Cat6A

バヨネット/Bayonet

IDC

17-170004

プロセス制御 / Process Control
遠隔通信 / Telecommunications
運送業 / Transport industry

推奨 / Preferred article

23

D-Subフード スナップロック付
D-SUB HOOD WITH SANAPLOCK

特徴 / Characteristics
サイズ / Size
適合/
Suitable for
締付 / Fastening
ケーブル導入口 /
Cable entry
ケーブル導入口 /
Cable entry
材質 / Material

1-5
D-SUB, HD-Sub & Combination D-SUB

シェルサイズ/Size
1-2:2

シェルサイズ/Size
3-5:3

ストレート, サイド/straight, side
プラスチック, 金属コーティング プラスチック/
plastic, plastic metallized

ケーブル径 /
Cable Ø

シェルサイズ/Siza
寸法 / Dimensions

品番 / Part no. 16-001750

スナップロック / SnapLock

品番 / Part no. 16-001820

7,5 – 11mm

1:
2:
3:
4:
5:

奥行 x 幅 x 高さ/
Length x width x height
44,3 x 33,5 x 15,4 mm
44,3 x 41,8 x 15,4 mm
44,3 x 55,4 x 15,4 mm
44,3 x 71,9 x 15,4 mm
44,3 x 69,5 x 18,4 mm
品番 / Part no. 16-002200

メリット/ Benefits
• 迅速かつ簡単にロックまたはロック解除/Quick and easy locking and unlocking
• フード-フード間 ロッキングキット / Locking Kit hood-to-hood

アプリケーション/Applications
駆動技術 / Drive technology
自動化技術 / Automation technology
ハウジングとデバイスの接続 / Housing and device connection
産業用インターフェイス / Industrial interfaces
ケーブル組立品 / Cable assembly
通信 / Communications
機械工学 / Mechanical Engineering

シェルサイズ / Size
極数 / No. of poles
1/09
2/15
3/25
4/37
5/50

型番 / Description

医療 / Medical
試験 - および測定機器 / Test- and Measurement devices
組立生産ライン / Assembly and production lines
プロセスオートメーション / Process automation
制御技術 / Control Systems
プロセス制御 / Process Control

色 / Colour

黒 / Black
金属コーティング / Metallized
黒 / Black
金属コーティング / Metallized
黒 / Black
金属コーティング / Metallized
黒 / Black
金属コーティング / Metallized
黒 / Black
金属コーティング / Metallized
フード-フード間 ロッキングキット / Locking Kit hood-to-hood ニッケルメッキ/Ni Plated
フード 9極 スナップロック付/
Hood 9 pos. with SnapLock
フード 15極 スナップロック付/
Hood 15 pos. with SnapLock
フード 25極 スナップロック付/
Hood 25 pos. with SnapLock
フード 37極 スナップロック付/
Hood 37 pos. with SnapLock
フード 50極 スナップロック付/
Hood 50 pos. with SnapLock

品番/
Part No.
16-001810
16-001750
16-001820
16-001760
16-001830
16-001770
16-001840
16-001780
16-001850
16-001790
16-002200
推奨 / Preferred article
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D-SUB コネクター スナップロック付
D-SUB CONNECTORS WITH SNAPLOCK

特徴 / Characteristics
シェル / Shell

スチールすずメッキ / Steel tin plated

極数/
Number of poles

9

15

25

37

メス/Female

✔

✔

✔

✔

50
✔
品番 / Part no. 16-002171

オス/Male
端子タイプ/
Termination style
接続部メッキ /
Contact plating

✔

✔

✔

✔

✔

はんだピン ストレート / Solder pin straight
ニッケル金メッキ / Gold over Nickel

品番 / Part no. 16-002190

メリット/ Benefits
• コネクター 一体型ボルト付 / Connector with integrated bolt
• 一体型ボルトは取外し不可 / Integrated bolt not removeable
• バックパネル取付と既存システムアップグレード用キット/
Kit for back panel mount and upgrade of existing systems
• 背面パネル取付用ボルト/
Optionally bolt for rear panel mounting

アプリケーション/Applications
駆動技術 / Drive technology
自動化技術 / Automation technology
ハウジングとデバイスの接続 / Housing and device connection
産業用インターフェイス / Industrial interfaces
ケーブル組立品 / Cable assembly

通信 / Communications
機械工学 / Mechanical Engineering
組立生産ライン / Assembly and production lines
プロセスオートメーション / Process automation
プロセス制御 / Process Control

極数/
No. of poles

分類/
Gender

端子 /
Termination

9
15
25
37
50
9
15
25
37
50

メス / Female
メス / Female
メス / Female
メス / Female
メス / Female
オス / Male
オス / Male
オス / Male
オス / Male
オス / Male

はんだピン
はんだピン
はんだピン
はんだピン
はんだピン
はんだピン
はんだピン
はんだピン
はんだピン
はんだピン

9-50

ネジボルトキット/Kit Screw bolt

スナップロック/SnapLock

表は、当社の幅広い製品レンジのほんの一部を示しています。より詳しい構成については弊社営業部までお問い合わせください。
The table lists only a small part of our extensive product range. Please contact our sales department for further conﬁgurations!

品番/
Part No.
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/

Solder
Solder
Solder
Solder
Solder
Solder
Solder
Solder
Solder
Solder

pin
pin
pin
pin
pin
pin
pin
pin
pin
pin

16-002141
16-002151
16-002161
16-002171
16-002181
16-002091
16-002101
16-002111
16-002121
16-002131
16-002190
推奨 / Preferred article
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IP67 D-SUB 標準ソリッドボディ スリムライン
IP 67 D-SUB SANDARD S OLID B ODY S LIM L INE

特徴 / Characteristics
亜鉛ダイキャスト ニッケルメッキ/
Zinc Die Cast nickel plated

シェル / Shell
極数/
Number of poles

9

パネル取付/Panelmount

15

25

バックパネル取付 / Back panel mounting
品番 / Part no. 15-006563

定格電流/
Current Rating

5A

結線方式/Termination

はんだピン ストレート, はんだピン アングル付, はんだピン/

Solder pin straight, Solder pin angled, Solder cup

接続部メッキ/
Contact plating

ニッケル金メッキ / Gold over Nickel

温度領域/
Operating temperature
保護等級 /
Degree of protection

- 25 ℃ ～ + 105 ℃

品番 / Part no. 15-006363

IP67 嵌合状態 / in mated condition

メリット/ Benefits
• 唯一の亜鉛ダイキャスト シェル / only one Zinc Die Cast Shell
• PCB フットプリント .318 / .318 in PCB footprint
品番 / Part no. 15-006463

• 小さい寸法 / small dimensions
• ケーブル組立及びオーバーモールド用に4-40 UNC ネジを開けるバージョン
Version with open 4-40 UNC thread for cable assembly and over moulding

アプリケーション/Applications
組立生産ライン / Assembly and production lines
プロセスオートメーション / Process automation
試験 - および測定機器 / Test- and Measurement devices
制御技術 / Control Systems
セキュリティ及び監視システム / Security- and surveillance systems
プロセス制御 / Process Control
遠隔通信 / Telecommunications
運送業 / Transport industry

駆動技術 / Drive technology
自動化技術 / Automation technology
ハウジングとデバイスの接続 / Housing and device connection
産業用インターフェイス / Industrial interfaces
ケーブル組立品 / Cable assembly
通信 / Communications
医療 / Medical
軍事 / Military
極数/
No. of poles
09-極
15-極
25-極
09-極
15-極
25-極
09-極
15-極
25-極
09-極
15-極
25-極
09-極
15-極
25-極
09-極
15-極
25-極
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分類/
Gender
メス / Female
メス / Female
メス / Female
オス / Male
オス / Male
オス / Male
メス / Female
メス / Female
メス / Female
オス / Male
オス / Male
オス / Male
メス / Female
メス / Female
メス / Female
オス / Male
オス / Male
オス / Male

端子 /
Termination
はんだピン ストレート / Solder pin straight
はんだピン ストレート / Solder pin straight
はんだピン ストレート / Solder pin straight
はんだピン ストレート / Solder pin straight
はんだピン ストレート / Solder pin straight
はんだピン ストレート / Solder pin straight
はんだピン アングル付/Solder pin angled
はんだピン アングル付/Solder pin angled
はんだピン アングル付/Solder pin angled
はんだピン アングル付/Solder pin angled
はんだピン アングル付/Solder pin angled
はんだピン アングル付/Solder pin angled
ソルダーカップ/Solder cup AWG 20
ソルダーカップ/Solder cup AWG 20
ソルダーカップ/Solder cup AWG 20
ソルダーカップ/Solder cup AWG 20
ソルダーカップ/Solder cup AWG 20
ソルダーカップ/Solder cup AWG 20

ネジ/
Threaded
4-40 UNC
4-40 UNC
4-40 UNC
4-40 UNC
4-40 UNC
4-40 UNC
4-40 UNC
4-40 UNC
4-40 UNC
4-40 UNC
4-40 UNC
4-40 UNC
4-40 UNC
4-40 UNC
4-40 UNC
4-40 UNC
4-40 UNC
4-40 UNC

ネジ付リアスペーサクリップ
ネジ付リアスペーサクリップ
ネジ付リアスペーサクリップ
ネジ付リアスペーサクリップ
ネジ付リアスペーサクリップ
ネジ付リアスペーサクリップ

/
/
/
/
/
/

Threaded
Threaded
Threaded
Threaded
Threaded
Threaded

rear
rear
rear
rear
rear
rear

spacer
spacer
spacer
spacer
spacer
spacer

クリップ付ブラケット / Bracket with clip
クリップ付ブラケット / Bracket with clip
クリップ付ブラケット / Bracket with clip
クリップ付ブラケット / Bracket with clip
クリップ付ブラケット / Bracket with clip
クリップ付ブラケット / Bracket with clip
ケーブル組立用 / for cable assembly
ケーブル組立用 / for cable assembly
ケーブル組立用 / for cable assembly
ケーブル組立用 / for cable assembly
ケーブル組立用 / for cable assembly
ケーブル組立用 / for cable assembly

表は、当社の幅広い製品レンジのほんの一部を示しています。より詳しい構成については弊社営業部までお問い合わせください。
The table lists only a small part of our extensive product range. Please contact our sales department for further conﬁgurations!

clip
clip
clip
clip
clip
clip

品番/
Part No.
15-006493
15-006503
15-006513
15-006443
15-006453
15-006463
15-006593
15-006603
15-006613
15-006543
15-006553
15-006563
15-006393
15-006403
15-006413
15-006343
15-006353
15-006363

推奨 / Preferred article

カスタマイズ製品
customized products

産業用コネクタの包括的な製品ポートフォリオにもかかわらず、
標準製品で常にお客様の要求を満足させることができるわけでは
ありません。このような場合には、可能な限り迅速に、機械やプラント
エンジニアリング向けカスタムに特化したソリューションを開発
することが不可欠です。

あなたは、アプリケーションに特化したソリューションをお探しですか？
経験豊富なCONECデザインチームは、あなたのための
ソリューションを作成します。
例：
・お客様の仕様に合わせた特別な相互接続ソリューション
・プロトタイプや小シリーズ生産ロット
・過酷環境向けIP保護等級付コネクター

Despite a comprehensive product portfolio of industrial
connectors, customer requirements cannot always be satisfied
from standard products. In such cases, it is essential to develop
custom specific solutions for mechanical and plant engineering
as quickly as possible.
Are you looking for application-specific solutions?
The experienced CONEC design team creates solutions for you,
for example:
• Special interconnect solutions to customer specifications
• Prototypes and small series production batches
• Connectors with increased IP ratings for harsh environments
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