
SINGLE特性表Specifications

訂：tM●】lH打¶■附憫汚

製品No． �インピーダンス（n） （lnpedanct∋） ��周波数範囲（Hz） �出力（W） �1次最大直流電流（mA） �1次インタクタンス（H） 
（CatalogueNo．） �1次（Prj） �2次（Sec） �（FrequencyRange） �（Output） �（PrjMa〉（DCCu「rent） �（PrHnductance） 

F．912 �2．5K �0－4－8－16 �20～95K �8 �70 �16 

F－913 �3．5K �0－4－8－16 �25～90K �8 �80 �21 

F－915※ �5．0K WithULTap �0－4－8－16 �25～65K �12 �70 �22 

※F－915は2013年1月発売予定です。F－915wl”bereleasedlnJanuary2013．

PUSH－PULL特性表Specifications

製品No． （CatalDgUeNo．） �インピーダンス（n） ��周波数範囲（Hz） （FrequencyRange） �出力（W） （Output） �1次最大直流電流（mA） ��1次インタクタンス（H） （1npedance） ����（PriMaxDCCurrent） ��（Pr‖nductance） 

1次（Pri） �2次（Sec） ���バランス （Balance） �アンバランス �DCOmA �DC8mA 

F－925 �5．OKP－P WithULTap �0－4－8－16 �10～100K �30 �100×2 �8．0 �170 �100 

結線図WindingDiagram

F－912 ����F・913 ����F－915 �����F・925 

1次側（Pri）　　　　　2次側（Sec） ����l次側（Pri）　　　　　2次側（Sec） ����l次側（Pri）　　　　　2次側（Sec） �����1次側（Pri）　　　　　　2次側（Sec） 

二重□∋p 2．5kn �〕恒 �16r）駈垂亘二l≡ l 8n駈亘□≡ 4の匿二萱頭⊃… l t 章 OnE二巨頭コ； ‡ 田亘頭コ… � �〔萱頁廻P 3．5kr） �］恒 �16n騒＿旦型．ノ≡… 8n匠重要つぎ 4〔〉匝］書 l l l OQ旺匪⊃≡ l 匝二〕； � �［亘∈亘王ヨ5kr）P 瓦田SG �雅 �16〔〉匝1 8n6；二重亘二〕 4【〕圧亘頭：〕 0【）8二重亘：〕 匝二〕 � � 

・，WHT二、＿＿・B ���� 

2アース緑（Earth）； F　l 鶴I由良l－磨 ����：アース線（Ea仙）… 虹鱒■ ����書アース線（Earth）； ll 墟甲田鞘癖 ��も職印表●S紬g忘還送 

A，B：リード線の引出し穴（A，BComb■nat■OnOfw■reSthrougheachholesonthebottompIate）

製品No． �インタクタンス（H） �定格電流（mA） �許容電流（mA） �直流抵抗（n） 
（CataIogueNo．） �（1nductance） �（DCCurrent） �（MaxDCCurrent） �（DCResistance） 

A－825 �8．0＜ �250 �300 �99 

PC－932 ������PC－935 �������PC・940 

●Starl：Winding　　　　　　　　プレート電圧（PateV01ts） ������●Startwinding　　　　　　　　プレート電圧（PrateVDIts） �������●Startwinding　　　　　　　　プレート電圧（PlateVOlts） 

靂′●‾■J‾一山一千品丁子箋：宙≧ ���巨 �6ロ廼∃320V � � �′‾‾止‾‾766㌃琵頭 ��1 】 �巨 �6I二重ヨ350V � �で き l 事 事 l i 1 l 】 ， 】 l ��四匹萱□400V �� 

1次側 �］ ��旺：廼亘：］280V ���1次側 ��］ ��田口璽□320V ����巨 �匠：廼亘］370V 
（Prj） ���匪亘：〕ov（CT） ���（P「i） ����Er巨頭二］0V（CT） �����匂［垂亘］0V（CT） 

0V：■岬町伯瓢 ���DC170mA Eヨ匹直二は白0V ���0V㌻ �桓替 ���DC1日OmA 取直］320V �����DCl70mA 田l頂豆二〕370V 

2・5V3・OA雷雲 �＝】 ��6ロ璽亘］320V ���6．3V2．OA 出力管ヒーター（ 6．3V2．OA ドライブ菅ヒーター 6，3VaOA �∋萱∃3 日亘．田 �＝l ��6匝：］350V �� �≡芸言霊蜃…コ ， ��匠：車重：］400V 

2・5V3・OA蛋葛 6・3V2■OA芸遥 A �：＝l コ �亡： �霊霊5・0V3・OA 団［萱亘蜃］ ����e白ter） 〔頭頭 重更】諺 Heate「） BRN BRN �＝】 ＝】 �亡： �監芸5・OV3・OA 6匝］ ��重器：言霊岳ぎコ 澤ご誓慧蟄コ ll ll ！弓 A ��亡： �監芸5・OV3・OA 臨匝］ アース緑（Eanh） 
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◎高さ（Helght）115mm

◎質量（Mass）50kg

二、十：・さ、∴’ミ、、十一ヾ“三笥転院鼠接

◎高さ（Helght）91mm

◎質量（Massト1．6kg

◎リード長　220mln

12－4Hole 64 

58 �����4－5Hole 2－12×20 
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葱詣意首罰ぎ慧葛訝表層粛軍蔑耶罰調東署選診．∴∴∴

ML－tyPe－5P
TermLnalbIock

L－tyPe－4P

lもrmlnalbrock

ML－tyPe－4P
Termlnalblock

screw　　取付面の底板には＼ねじ穴（M3）を12ヶ所設けてお
ります。引出しリード線の配線・接続をする際、シヤー（4・M4×LlO）　シ切抜き図のような穴を必要な個所に開けて頂くと、

左図のように端子台を取り付ける事が出来ます。

端子台取付ネジ長さは12mm以下です。

（ThebottomplateofthemountlngSurFacehastwelvesc「ew

holes（M3）WhenyoumaketheChassISThrough・hole，yOuCan

lnSta”atermlnalbl0Ckasshownontheleft

MustKeepscrewlengthshoTteTthan12mm）

取付面の底板には、ねじ穴（M3）を3ヶ所設けており
ます。引出しリード線の配線・接続をする際、シャーシ

切抜き図のような穴を必要な個所に開けて頂くと、
左図のように端子台を取り付ける事が出来ます。

端子台取付ネジ長さは10mm以下です。

（ThebottomplateofthemountlngSUrfacehasthreescrew

holes（M3）WhenyoumaketheChassISThrough・hole，yOuCan

lnS旭日atermln8lbl0Ckasshowno【the‡eR

MustKeepscrewlengthshorterthanlOmm）

’使用しないリード線の端末処理は確実に行って下さい。PleasebesuretodotheprocesslngOHeadwlre


