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AMPMODU  
1.0 mmピッチコネクタ          
TE Connectivity (TE) の AMPMODU 1.0 mmピッチコネクタは、標準の 2.54 mm ピッチ 

コネクタに比べて、 基板占有面積を最大85%低減するファイン ピッチ コネクタです。 デュアルビーム 

コンタクト設計により、厳しい衝撃および振動環境でも信頼性の高い電気接続を可能にします。  

幅広い設計要件を満たすために、本製品は、最大100極のラインアップと2種類のめっきオプションが  

あり、幅広い設計要件に適合します。また、表面実装とリフロー工程の自動化にも対応します。 

 
 

主な特徴 

• コンタクトピッチ: 1.0 mm 

• 実装形式: SMT（表面実装） 

• 取り付け方向: 垂直 

• レセプタクル コンタクト: デュアル ビーム (2点接点) 

• レセプタクル 嵌合仕様: 垂直嵌合（ボトムエントリにも対応） 

• ハウジング材料: 高温熱可塑性樹脂 (LCP) 
• 梱包形態: チューブ（自動実装機対応キャップ付） 

• 極数展開: 2列、4～100 極 
• はんだ付け条件: 260°C までのリフロー工程に対応 

利点 
• 従来の2.54 mmピッチコネクタに比べて、1.0 mm ピッチにより、 

基板占有面積を最大85%低減 

• 2点接点コンタクトの採用により、厳しい衝撃/振動環境用途においても、 

高い信頼性を実現 

• チップマウンタによる自動実装、製造の自動化に対応 

• 金めっきにより、耐久性と耐腐食性を向上 

• リフローが可能な樹脂材料の採用により、実装コストを低減 

• ボトムエントリ(基板裏面からの嵌合)にも対応し、実装レイアウトの自由度を向上 
 
アプリケーション 

• 産業用制御機器 

• ビル および、ホームオートメーション 

• サーボ ドライブ 

• プログラマブル ロジック コントローラ (PLC) 

• IO デバイス 

• 通信機器 

• ロボット 

• 計測・試験機器 
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電気的特性 
• 定格電流:  最大 1A/1極 
• 動作電圧: 30VAC 
• 耐電圧:  300VAC 
機械的特性 
• 使用温度範囲: -55°C ～ +125°C 
• 振動: EIA-364-28、振動中 1 μ sec を 

超える不連続導通を生じないこと 
• 耐熱性: 最大260°C までのリフロー工程に対応 
 
 
 

 

 
材料 

• ハウジング: 高耐熱性熱可塑性樹脂 (LCP) 
• ヘッダ/ レセプタクル コンタクト材料: 銅合金 
• めっき仕様: 金メッキ 0.76μm、 0.1μm  
各種規格 

• RoHS 準拠 
• REACH 準拠 
• 製品規格: 108-32154 
• 取付適用規格: レセプタクル: 114-32329  

ヘッダ:   114-32210 
• UL 認証済 
• VDE 申請中 

製品情報 
        タイプ 列数 極数 実装方式 めっき 梱包仕様 ベース型番 

垂直嵌合 レセプタクル 

 
2 4~100 表面実装 

 
0.76μm[30µインチ] 金メッキ 

 
 

吸着キャップ付 
チューブ 

(4、6、8 極は  
キャップなし) 

 
2267440 

 
0.1μm[5µインチ] 金メッキ 

 
2267465 

垂直嵌合 ヘッダ 

 

 
0.76μm[30µインチ] 金メッキ 

 
2331929 

 
0.1μm[5µインチ] 金メッキ 

 
2331928 

                                 ※上記ベース型番より、本体型番を確認後、下記、極数リストより、前後の枝番を確定し、製品型番を完成させて下さい。 

製品型番 
 

極数 型番 極数 型番 極数 型番 極数 型番 極数 型番 

2 (1x2) N/A 22 (11x2) 1-xxxxxxx-1 42 (21x2) 2-xxxxxxx-1 62 (31x2) 3-xxxxxxx-1 82 (41x2) 4-xxxxxxx-1 

4 (2x2) xxxxxxx-2 24 (12x2) 1-xxxxxxx-2 44 (22x2) 2-xxxxxxx-2 64 (32x2) 3-xxxxxxx-2 84 (42x2) 4-xxxxxxx-2 

6 (3x2) xxxxxxx-3 26 (13x2) 1-xxxxxxx-3 46 (23x2) 2-xxxxxxx-3 66 (33x2) 3-xxxxxxx-3 86 (43x2) 4-xxxxxxx-3 

8 (4x2) xxxxxxx-4 28 (14x2) 1-xxxxxxx-4 48 (24x2) 2-xxxxxxx-4 68 (34x2) 3-xxxxxxx-4 88 (44x2) 4-xxxxxxx-4 

10 (5x2) xxxxxxx-5 30 (15x2) 1-xxxxxxx-5 50 (25x2) 2-xxxxxxx-5 70 (35x2) 3-xxxxxxx-5 90 (45x2) 4-xxxxxxx-5 

12 (6x2) xxxxxxx-6 32 (16x2) 1-xxxxxxx-6 52 (26x2) 2-xxxxxxx-6 72 (36x2) 3-xxxxxxx-6 92 (46x2) 4-xxxxxxx-6 

14 (7x2) xxxxxxx-7 34 (17x2) 1-xxxxxxx-7 54 (27x2) 2-xxxxxxx-7 74 (37x2) 3-xxxxxxx-7 94 (47x2) 4-xxxxxxx-7 

16 (8x2) xxxxxxx-8 36 (18x2) 1-xxxxxxx-8 56 (28x2) 2-xxxxxxx-8 76 (38x2) 3-xxxxxxx-8 96 (48x2) 4-xxxxxxx-8 

18 (9x2) xxxxxxx-9 38 (19x2) 1-xxxxxxx-9 58 (29x2) 2-xxxxxxx-9 78 (39x2) 3-xxxxxxx-9 98 (49x2) 4-xxxxxxx-9 

20 (10x2) 1-xxxxxxx-0 40 (20x2) 2-xxxxxxx-0 60 (30x2) 3-xxxxxxx-0 80 (40x2) 4-xxxxxxx-0 100 (50x2) xxxxxxx-1 

（例） 2267440-2：4極、レセプタクル、0.76μm 金メッキ 
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TE Connectivity (TE) は、掲載されている情報の正確性を確保するためにあらゆる合理的な努力を払っていますが、誤りが含まれていないことを保証するものではありません。また、この情報が正確で

正しく、信頼できる最新のものであることについて、一切の表明、保証、約束を行いません。TE Connectivity は、ここに記載されている情報をいつでも通知なく修正する権利を留保します。TE は、ここに

掲載されている情報に関するすべての黙示的保証を明示的に否認します。これには、あらゆる商品性の黙示的保証、または特定の目的に対する適合性が含まれますが、これらに限定されるものでは
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