
角型フィルターコネクタ

QQ-A-225 による切削一体型アルミニウム合金
シェル、以下の規格に従ってめっき処理済
1) MIL-C-26074による無電解ニッケルめっき、
2) MIL-T-10727 によるスズめっき、
3) QQ-P-416 による無色クロメート付カドミ

ウムめっき、または
4) MIL-C-26074 による無電解ニッケルめっき

下地、MIL-G-45204 による金めっき
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ウム銅）、MIL-G-
フィルター付角型コネクタ
本カタログに記載のフィルター内蔵製品に加え、下
記のような数多くのフィルター付製品があります。

• Micro D
• D-Sub
• 角型 38999
• M83733 形状

• ARINC 404 および ARINC 600
• カスタム対応の角型フィルターデザイン

一部の製品とご注文に関する情報が、このページと
65 ページに記載されています。詳細およびご注文

については、弊社までお問い合わせください。
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高温誘電インサート - MIL-
P-46185による熱可塑性ポ
リエーテルスルホン樹脂

銅合金コンタクト（機械加工品）、
MIL-G-45204 による金めっき

シーリングおよび緩衝
パッキング（エラスト
マー、3 箇所）
Micro-D フィルター（M83513 形状）

スペースや重量が重要な製品向けのラックおよびパネル取付型コネクタです。パネル取付、
ケーブルマウントおよび PCB 実装用としてご利用いただけます。
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アンフェノールシリーズ
M13

コンタクト配列
9, 15, 21, 25, 31, 37

コンタクトタイプ
P：ピン
S：ソケット

結線形状
1：0.019 × 0.150 PCB
2：0.019 × 0.250 PCB
3：ソルダーカップ
4：PCB 用ライトアングル
5：シールド線用 (18)

フィルター回路
C：コンデンサ
P：Pi
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殊規格品
00 - 標準

ェルめっき
：無電解ニッケル
：錫
：カドミウム（黄）
：金

り付け形状
：直径 0.092 インチの穴
：2-56 ねじ
：ライトアングル

電容量
2：150 - 300pF
3：300 - 500pF
6：600 - 1000pF
1：1200 - 2000pF
4：4000 - 8000pF
8：8000 - 16000pF
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