
2.5mm 防水 SDL コネクタ
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家電製品 ///  2.5mm 防水 SDL コネクタ

https://www.te.com/commerce/DocumentDelivery/DDEController?Action=showdoc&DocId=Specification+Or+Standard%7F114-143067%7FA%7Fpdf%7FEnglish%7FENG_SS_114-143067_A.pdf
https://www.te.com/commerce/DocumentDelivery/DDEController?Action=showdoc&DocId=Specification+Or+Standard%7F501-143069%7FA1%7Fpdf%7FEnglish%7FENG_SS_501-143069_A1.pdf
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家電製品  ///  2.5㎜ 防水 SDLコネクタ

2.5㎜ 防水 SDL コネクタ（シグナル ダブル ロック）
小型化と優れたシーリング保護を実現

2-1773983-6 03/20  Original 

型番 型番詳細

2321918-2 プラグ ハウジング SDL2.5 防水 2ピン  

2321918-3 プラグ ハウジング SDL2.5 防水 3ピン 

2321918-4 プラグ ハウジング SDL2.5 防水 4ピン 

2321918-5 プラグ ハウジング SDL2.5 防水 5ピン 

2321918-6 プラグ ハウジング SDL2.5 防水 6ピン  

リセプタクル ハウジング (フリー ハンギング)

型番 型番詳細

2321924-2 リセプタクル ハウジング フリー ハンギング 2ピン

2321924-3 リセプタクル ハウジング フリー ハンギング 3ピン

2321924-4 リセプタクル ハウジング フリー ハンギング 4ピン

2321924-5 リセプタクル ハウジング フリー ハンギング 5ピン

2321924-6 リセプタクル ハウジング フリー ハンギング 6ピン

リセプタクル ハウジング（パネル マウント）

型番 型番詳細

2321926-2 リセプタクル ハウジング パネル マウント 2ピン

2321926-3 リセプタクル ハウジング パネル マウント 3ピン

2321926-4 リセプタクル ハウジング パネル マウント 4ピン

2321926-5 リセプタクル ハウジング パネル マウント 5ピン

2321926-6 リセプタクル ハウジング パネル マウント 6ピン

フロントシール — プラグ ハウジング用

型番 型番詳細

2321920-2 フロントシール プラグ ハウジング 2ピン用

2321920-3 フロントシール プラグ ハウジング 3ピン用

2321920-4 フロントシール プラグ ハウジング 4ピン用

2321920-5 フロントシール プラグ ハウジング 5ピン用

2321920-6 フロントシール プラグ ハウジング 6ピン用

ワイヤ シール

型番 型番詳細

2321922-2 リア ワイヤ シール 2ピン

2321922-3 リア ワイヤ シール 3ピン

2321922-4 リア ワイヤ シール 4ピン

2321922-5 リア ワイヤ シール 5ピン

2321922-6 リア ワイヤ シール 6ピン

端子（コンタクト）　AWG 26-22

型番 型番詳細

2321921-1 リセプタクル端子

1-2321921-1 リセプタクル端子(ルーズ ピース) バラ端子

2321928-1 タブ端子

1-2321928-1 タブ端子(ルーズ ピース) バラ端子

製品型番

 プラグ ハウジング

圧着設備*

型番 型番詳細

2350391-1 ハンド ツール

X-2836993-X アプリケータ

プラグ 用TPA(ﾀﾞﾌﾞﾙﾛｯｸﾌﾟﾚｰﾄ)

型番 型番詳細

2321919-2 TPA プラグ ハウジング、2 極

2321919-3 TPA プラグ ハウジング、3 極

2321919-4 TPA プラグ ハウジング、4 極

2321919-5 TPA プラグ ハウジング、5 極

2321919-6 TPA プラグ ハウジング、6 極

リセプタクル 用TPA(ﾀﾞﾌﾞﾙﾛｯｸﾌﾚｰﾄ)

型番 型番詳細

2321927-2 TPA リセプタクル ハウジング、 2極

2321927-3 TPA リセプタクル ハウジング、 3極

2321927-4 TPA リセプタクル ハウジング、 4極

2321927-5 TPA リセプタクル ハウジング、 5極

2321927-6 TPA リセプタクル ハウジング、 6極
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*アプリケータの型番は使用する端子タイプによります。
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