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本多通信工業製： RF同軸コネクタ

■ FLAシリーズ、SMA タイプ (MIL-C-39012, IEC169-15, ～26.5 GHz, 50Ω) 同軸コネク

製番: FLA-H-SPM1( )+
(for 0.085 inch semi-rigid)
製番: FLA-H-SPM9( )+
(for 0.141 inch semi-rigid)

ST ケーブルプラグ

 

製番: FLA-H-LPM 3( )+ 
(0.085 inch semi-rigid)

R/A ケーブルプラグ

 

製番: FLA-H-SPM11( )+ 
(1.5D-2V coax. Cable)

ST ケーブルプラグ

 

製番: FLA-H-LPM5( )+ 
(1.5D-2V coax. Cable)

R/A ケーブルプラグ

 

製番: FLA-H-SRF48( )+ 

VT 基板用ジャック
(DIP solder type)

■ FG-Yシリーズ、SMB タイプ (MIL-C-39012, ～2 or 3 GHz, 50Ω) 同軸コネクタ

製番: FG-Y215A+ (Shell: Au plated)
製番: FG-Y245A+ (Shell: Ni plated)
(1.5DQEV or 1.5DQEWcoax. Cable)

ST ケーブルプラグ

 
製番: FG-Y217A+ (2 slits: mating side)
製番: FG-Y227A+ (4 slits: mating side)
(1.5DQEV or 1.5DQEW coax. Cable)

R/A ケーブルプラグ

製番: FG-Y198A+
(Shell: Ni plated)
製番: FG-Y218A+
(Shell: Au plated)

R/A 基板用レセプタクル
(DIP solder type)

製番: FG-Y8A+
(Shell: Ni plated)
製番: FG-Y208A+
(Shell: Au plated)

VT 基板用レセプタクル
(DIP solder type)

■ FLCX シリーズ、MCX タイプ ( IEC61169-36, 50Ω or 75Ω) 同軸コネクタ

製番: FLCX-CSPM1+
(For 1.5C-2V coax. Cable)

ST ケーブルプラグ

 

製番: FLCX-CLPM1+ 
(For 1.5C-2V coax. Cable)

R/A ケーブルプラグ

 

製番: FLCX-CLRF1+ 

R/A 基板用レセプタクル
(DIP solder type)

 

製番: FLCX-CSRF1+ 

VT 基板用レセプタクル
(DIP solder type)

■ FLX シリーズ、MMCXタイプ (～6 GHz, 50Ω) 同軸コネクタ

■ FLPシリーズ、SMPタイプ (MIL-STD-348A, Straight: ～40 GHz, R/A:～26.5 GHz, 50Ω) 同軸コネクタ

■ FLK シリーズ、 Kタイプ (MIL-STD-348A, ～40 GHz, 50Ω) 同軸コネクタ

製番: FLX-LPM4+
(For 1.5C-2V coax. Cable)

R/A ケーブルプラグ

製番: FLX-LPM2+
(RG-178B/U coax. Cable)
製番: FLX-LPM3+
(RG-188A/U coax. Cable)

R/A ケーブルプラグ

 

製番: FLX-SRF3+ 

R/A 基板端用レセプタクル
(SMT solder type)

 

製番: FLX-SRF4+ 

VT 基板用レセプタクル
(DIP solder type)

製番: FLP-SPF1
For 0.085 inch semi-rigid
製番: FLP-SPF2
(0.047 inch semi-rigid)

ST ケーブルジャック

製番: FLP-LPF1
For 0.085 inch semi-rigid
製番: FLP-LPF2
(0.047 inch semi-rigid)

R/A ケーブルジャック

 

製番: FLP-SRML2

R/A 基板端用レセプタクル
(SMT solder type)

 

製番: FLP-SRML3 

VT 基板用レセプタクル
(SMT solder type)

製番: FLK-SPM1
(UT-120LL semi-rigid)
製番: FLK-SPM2
(UT-34LL semi-rigid) 

ST ケーブルプラグ

製番: FLK-SPF1
(UT-120LL semi-rigid)
製番: FLK-SPF2
(UT-34 semi-rigid)

ST ケーブルジャック

 

製番: FLK-SRF2

4ホールフランジ付きレセプタクル

 

製番: FLK-SRF1 

R/A 基板端用レセプタクル
(SMT solder type)

備考1）製番 ( ): 適用なし: パッシベート, G: 金めっき, B: ニッケルめっき　　備考2）ST: ストレート, R/A: ライトアングル, VT: 垂直


