使用上のご注意
本カタログに掲載された弊社製品の類似品・模造品にご注意下さい。
類似品・模造品につきましては、保証いたしません。
製品仕様は品質向上のため、予告なく変更することがあります。
本カタログに掲載されていない製品につきましては、生産を終了している場合がありますので、営業担当者までご確
認下さい。
様

本カタログ記載のコネクタ仕様（許容電流・絶縁抵抗・耐電圧etc）につきましては特定条件下での値
で、実際に使用される性能を保証したものではありません。コネクタの性能は実際にご使用される環境
により大きく変化します。
コネクタの選定につきましては、ご使用される環境での安全性を必ずご確認下さい。

取扱い

本カタログに記載されているコネクタご使用の際には、各シリーズ毎に取扱説明書がありますので、必
ず取扱説明書をご覧の上ご使用下さい。
取扱説明書につきましては、営業担当者までご請求下さい。

治工具

圧着機・圧着金型・引き抜き治工具等につきましては専用の弊社製治工具がありますので営業担当まで
ご相談下さい。

仕

本カタログに記載されている製品以外にも多種の製品を取り揃えておりますので、営業担当者までご相談下さい。
本カタログの記載内容の無断転載を禁じます。

警

告

●規定の電圧・電流値に適合しない範囲での使用は避けて下さい。発熱・火災の原因となります。
●破損したハウジング、錆びたり変形したターミナルは使用しないで下さい。発熱・火災の原因となります。
●適用の組み合わせ以外の使用はしないで下さい。発熱・火災の原因となります。

DIRECTIONS
Please be careful of copy or imitation products for the components in this catalogue.
Please note copy or imitation products can not be guaranteed.
Product specification could change without any notice for quality improvement purpose.
The product which is not on this catalogue may be discontinued. Please ask our Sales section.
Specification

Handling

Tools

The connector specification on this catalogue(Permissible current, Insulation resistance, Electric
strength ,etc) are value under specific conditions and not to guarantee the performance of actual use.
Performance of the connector changes by the actual environment used.
Please confirm the safety in the environment used when selecting the connector.
Please follow the Handling Manual for the series when using the connector on this catalogue.
Ask our Sales person in charge for the Handling Manuals.
Ask our Sales person in charge for exclusive tools for Applicator, Molds of the applicator, Extraction
tools etc.

Please ask our Sales section for any other various products which are not on this catalogue.
Reprinting of this catalogue without permission is forbidden.

WARNING
●Please avoid using in range not suited than the regulated voltage and current value.
It causes generation of heat and a fire.
●Please avoid using damaged connector, rusted or deformed terminal.
It causes generation of heat and a fire.
●Please avoid using other than the applicable combination.
It causes generation of heat and a fire.
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輸出管理規制について

Export Control Regulations

本書に記載されている製品・技術情報は、我が国の「外国為替及び外国貿易法並びに
その関連法令」の適用を受ける場合があります。
また、米国再輸出規制（EAR:Export Administration Regulations）の適用を受け
る場合があります。
本書に記載されている製品・技術情報を輸出および再輸出する場合は、お客様の責任
および費用負担において、必要となる手続きをお取りください。
詳しい手続きについては、経済産業省 または 米国商務省へお問い合わせください。

The products and/or technical information presented in this publication may be subject to the application of
the Foreign Exchange and Foreign Trade Act and other related laws and regulations in Japan.
In addition, the Export Administration Regulations (EAR) of the United States may be applicable.
In cases where exporting or reexporting the products and/or technical information presented in this
publication,customers are requested to follow the necessary procedures at their own responsibility and cost.
Please contact the Ministry of Economy, Trade and Industry of Japan or the Department of Commerce of the
United States for details about procedures.

