端子・アプリケーター早見表
分類
Type

頁 使用製品
Page （コネクタ）
Connector

品
番
Part No.
端子品番
Terminal

ストリップ
アプリケータ クリンパー
Applicator
Strip
crimper

適用電線範囲
（AWG）
Wire Size

被覆外径
Dia of Insulation

15

SSS

707008-5AC

TJS-32100

SCA-94100 #32 〜 #36

φ0.45 〜 φ0.54mm

19

SYA

710112-2MAC TJS-39000

#28 〜 #32

φ0.54 〜 φ0.88mm

25

SYT

710112-2MAC TJS-39000

#28 〜 #32

φ0.54 〜 φ0.88mm

分類
Type

Terminal & Applicator number index

頁 使用製品
Page （コネクタ）
Connector

170

Mini
Board Pin

品
番
Part No.
端子品番
Terminal
908061-2MA
908661-2MA

ストリップ
アプリケータ クリンパー
Applicator
Strip
crimper
JB-9000
DFS-105000
JA-5000

適用電線範囲
（AWG）
Wire Size

被覆外径
Dia of Insulation

#28

MAXφ1.3mm

#26 〜 #30

MAXφ2.0mm
MAXφ1.4mm

32

STA

712215-2MAC TJS-46200

#26 〜 #30

φ0.78 〜 φ1.0mm

910461-2MA

CFS-7100

SCA-06500 #24 〜 #28

38

STW

712211-2MAC TJS-45800

#26 〜 #30

φ0.78 〜 φ1.0mm

912461-2MA

CFS-7100-A

SCA-06500B #22 〜 #28

MAXφ1.5mm

43

SZ

715162-2MAC JC-4100

915461-2M

JA-8000A

SCA-79100 #20 〜 #22

φ1.5 〜 φ2.86mm

SCA-25500 #26 〜 #30

φ0.7 〜 φ1.0mm

47

SZT

715262-2MAC TJS-40400

#24 〜 #28

φ0.8 〜 φ1.2mm

54

SZW

715311-2MAC TJS-43300

#24 〜 #28

φ0.88 〜 φ1.2mm

60

SJA

68,75 SJH

720374-2MAC JB-9800
720374-2MAC JB-9800

SB

φ0.8 〜 φ1.5mm

#22 〜 #24

φ1.1 〜 φ1.6mm

SCA-18200 #24 〜 #30

φ0.8 〜 φ1.5mm

#22 〜 #24

φ1.1 〜 φ1.6mm

#28 〜 #33

φ0.5 〜 φ1.0mm

SCA-18200 #24 〜 #30

φ0.8 〜 φ1.5mm

720474-2MAC TJS-17200
720164-2MA

80

SCA-18200 #24 〜 #30

720474-2MAC TJS-17200

TJS-07900
TJS-07900A

720364-2MA

JB-9800

720464-2MA

TJS-17200

720374-2MAC JB-9800

#22 〜 #24

φ1.1 〜 φ1.6mm

SCA-18200 #24 〜 #30

φ0.8 〜 φ1.5mm

720474-2MAC TJS-17200
TJS-23200

84

SN

720460-2MA

89

SDA

720490-2MAC TJS-45100

93

SJW

101 SMH
107 SC
ボード to
ワイヤー
コネクタ

111 JS
Board to
wire
Connectors 115 SRM
119 SMD

TJS-42600

129 SVK

133 SEW

137 SRV

141 SRW

144 SF

φ1.1 〜 φ1.6mm
φ0.88 〜 φ1.5mm

#22 〜 #28

φ0.88 〜 φ1.58mm

720468-2MAC TJS-30900

#22 〜 #28

φ0.88 〜 φ1.5mm

720470-2MAC TJS-33600

#22 〜 #28

φ0.88 〜 φ1.5mm

725412-2MAC TJS-18000

#22 〜 #28

φ1.0 〜 φ1.7mm

725162-2MAK TJS-07500

#28 〜 #32

φ0.54 〜 φ1.4mm

725462-2MAK JC-3300

SCA-21400 #22 〜 #30

φ0.88 〜 φ1.8mm

725662-2MAK TJS-17500

SCA-66800 #18 〜 #22

φ1.26 〜 φ2.0mm

706416-2MAF MCS-8800
706516-2MA

TJS-10800

SCA-05600
SCA-71400

#22 〜 #30

SCA-71400 #20 〜 #24

φ0.88 〜 φ1.7mm

MAXφ3.0mm
φ2.1 〜 φ3.25mm

TJS-07600
925461-2MA

MAXφ3.2mm

TJS-07600-HA

#14

TJS-07600-EE
812122-2MA
170 PC Pin

MAXφ3.9mm

MCS-4500

SCA-29500 #20 〜 #26

818600-2MA

MCS-12400

SCA-12800 #16 〜 #22

MAXφ2.6mm

918500-2MA

J-11700

#18 〜 #24

MAXφ2.6mm

#22 〜 #28

φ0.88 〜 φ1.5mm

#22 〜 #28

φ0.88 〜 φ1.5mm

720467-2MAC TJS-35200
173 RJW

MAXφ3.9mm
MAXφ1.8mm

TJS-30900
720468-2MAC TJS-33600
TJS-35200

178 RMH
183 RM
ワイヤー
to ワイヤー
コネクタ

725411-2MAC TJS-18000

#22 〜 #28

φ1.0 〜 φ1.7mm

725412-2MAC TJS-18000

#22 〜 #28

φ1.0 〜 φ1.7mm

725411-2MAC TJS-18000

#22 〜 #28

φ1.0 〜 φ1.7mm

725412-2MAC TJS-18000

#22 〜 #28

φ1.0 〜 φ1.7mm

706411-2MA
188 RC

Wire to
wire
Connectors 195 RMD

TJS-05600

706416-2MAF MCS-8800

SCA-05600
SCA-71400

#22 〜 #28

φ0.88 〜 φ1.7mm

#22 〜 #30

φ0.88 〜 φ1.7mm

706516-2MA

TJS-10800

SCA-71400 #20 〜 #24

706417-2MA

TJS-23300

#22 〜 #28

725416-2MAC TJS-24800
742411-2MA

TJS-13400

#22 〜 #28
SCA-68500 #20 〜 #24

φ1.1 〜 φ1.7mm
φ0.88 〜 φ1.7mm
φ0.88 〜 φ1.7mm
φ1.4 〜 φ2.6mm

#22 〜 #28

φ1.0 〜 φ1.7mm

742713-2MA

TJS-13500

#16 〜 #20

φ1.7 〜 φ3.1mm

φ0.88 〜 φ1.7mm

742411-2MAC TJS-13400

SCA-68500 #20 〜 #24

φ1.4 〜 φ2.6mm

725416-7AC

TJS-24800A

706516-2MA

TJS-10800

706416-7MA

MCS-8800

SCA-05600
SCA-71400

#22 〜 #28

φ0.88 〜 φ1.7mm

#22 〜 #30

φ0.88 〜 φ1.7mm

SCA-71400 #20 〜 #24
SCA-05600
SCA-71400

#22 〜 #30

φ1.1 〜 φ1.7mm
φ0.88 〜 φ1.7mm

706516-7MA

TJS-10800

SCA-71400 #20 〜 #24

φ1.1 〜 φ1.7mm

742462-2MA

TJS-13400

SCA-68500 #20 〜 #24

φ1.4 〜 φ2.6mm

742764-2MA

TJS-13500

SCA-71200 #16 〜 #20

φ1.7 〜 φ3.1mm

742462-2MAC TJS-13400

SCA-68500 #20 〜 #24

φ1.4 〜 φ2.6mm

742764-2MAC TJS-13500

SCA-71200 #16 〜 #20

φ1.7 〜 φ3.1mm

742462-2MAF TJS-13400

SCA-68500 #20 〜 #24

φ1.4 〜 φ2.6mm

740712-2MA

TJS-46700

#16 〜 #20

φ1.7 〜 φ3.1mm

742462-2MA

TJS-13400

SCA-68500 #20 〜 #24

φ1.4 〜 φ2.6mm

742764-2MA

φ1.7 〜 φ3.1mm

TJS-13500

SCA-71200 #16 〜 #20

742462-2MAC TJS-13400

SCA-68500 #20 〜 #24

φ1.4 〜 φ2.6mm

742764-2MAC TJS-13500

SCA-71200 #16 〜 #20

φ1.7 〜 φ3.1mm

742462-2MAF TJS-13400

SCA-68500 #20 〜 #24

φ1.4 〜 φ2.6mm

742768-2MAC TJS-13500

SCA-71200 #16 〜 #20

φ1.7 〜 φ3.1mm

742462-2MA

TJS-13400

SCA-68500 #20 〜 #24

φ1.4 〜 φ2.6mm

742764-2MA

TJS-13500

SCA-71200 #16 〜 #20

φ1.7 〜 φ3.1mm

742462-2MAC TJS-13400

SCA-68500 #20 〜 #24

φ1.4 〜 φ2.6mm

742764-2MAC TJS-13500

SCA-71200 #16 〜 #20

φ1.7 〜 φ3.1mm

#16 〜 #20

507110-2MA

JC-1200

SCA-18300 #28 〜 #30

φ0.7 〜 φ1.0mm

153 JZ

507120-2MA

JC-1300

SCA-18400 #28 〜 #30

φ0.7 〜 φ1.0mm

507130-2MA

JC-1200

SCA-18300 #28 〜 #30

φ0.7 〜 φ1.0mm

JB-9500

SCA-17400 #24 〜 #30

φ0.88 〜 φ1.4mm

508310-2MAB JB-9500

SCA-17400 #24 〜 #30

φ0.88 〜 φ1.4mm

508310-2MAF JB-9500

SCA-17400 #24 〜 #30

φ0.88 〜 φ1.4mm

JB-9600

SCA-17500 #24 〜 #30

φ0.88 〜 φ1.4mm

508320-2MAC JB-9600

SCA-17500 #24 〜 #30

φ0.88 〜 φ1.4mm

508250-2MA

TJS-16800

510430-2MA

JC-2300

#26 〜 #30

φ0.88 〜 φ1.4mm

SCA-18500 #22 〜 #30

φ0.88 〜 φ1.8mm

510430-2MAC JC-2300

SCA-18500 #22 〜 #30

φ0.88 〜 φ1.8mm

510420-2MA

SCA-18600 #22 〜 #30

φ0.88 〜 φ1.8mm

JC-2200

742713-2MAC TJS-13500
742462-2MA

TJS-13400

742764-2MA

#16 〜 #20

φ1.7 〜 φ3.1mm

SCA-68500 #20 〜 #24

φ1.4 〜 φ2.6mm

TJS-13500

SCA-71200 #16 〜 #20

φ1.7 〜 φ3.1mm

742462-2MAC TJS-13400

SCA-68500 #20 〜 #24

φ1.4 〜 φ2.6mm

742764-2MAC TJS-13500

SCA-71200 #16 〜 #20

φ1.7 〜 φ3.1mm

φ1.76 〜 φ3.3mm

508310-2MA

508320-2MA

201 RV

φ1.4 〜 φ2.6mm

SCA-68500 #20 〜 #24

162 JC

TJS-08000

#18
#16

#22 〜 #28

742462-2MAF TJS-13400

159 JBP
Board in
Connectors

CFS-78600A
JA-8000

725412-2MAC TJS-18000

742766-2MAC TJS-43200

ボードイン
コネクタ

918471-2M

Strain Relief 920461-2M
Terminal

φ1.1 〜 φ1.7mm

148 SFP

156 JB

Board in
Connectors

725416-2MAC TJS-24800

706416-2MAF MCS-8800
124 JS-W

#22 〜 #24
#22 〜 #28

ボードイン
コネクタ
170

ストレーン ･
リリーフ
ターミナル

510420-2MAB JC-2200

SCA-18600 #22 〜 #30

φ0.88 〜 φ1.8mm

510420-2MAC JC-2200

SCA-18600 #22 〜 #30

φ0.88 〜 φ1.8mm

165 PD054

510353-2MAN MCS-14100A

SCA-01400 #22 〜 #28

φ0.88 〜 φ1.7mm

168 JE

521600-2MAK TJS-02600

SCA-55500 #16 〜 #22

φ1.4 〜 φ2.6mm

※上記は「端子」（210 〜 226 ページ）を記載していません。
"Terminals"(210 〜 226 pages) isn't included.
※ 線径が太い電線においてストリップクリンパーでは圧着対応不可の場合があります。
詳しくは当社までお問い合わせください。
※In the case of thick wire diameter, it may be unable to crimping with Strip crimper.
Please contact us for more details.
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