
耐熱温度1 00℃以下o安全電流3A｡
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種類別図表

NCPrP･｢Bヾ⊂-N

門口D町/RH別

nH.H A)AMHGX　叩Hは

口LL i)へ∩H関　門HK

上記記載寸法の単位はmTllo　　先端形状の詳細寸法は先端形状別一覧表(P262-)をご覧ください｡

コンタクトプロ-プ種矩 �5�7h8ｨ984�9|ﾘｴﾈﾘb�移動距離(mm) �5�7c�8984�.��B��ﾒ��初接触圧(g) �"�8�8����全圧縮(g) 

NCP18LP13 �5�2�5 ��R�50 �����125 
SPL 釘絣�3.5 �3"絣�43 鼎��

SPLl 迭絣�4.8 ����27 �3b�

SPH 釘�2�38 塔��185 �#CR�

使用方法 �4ｸﾘx4�5�7h5��ｸ5ﾈ5�6(6r�5H485鋳��6I�ﾈ,ﾉ�ｩ��_ｹd��適合夕-三ナル 伜�ﾖﾈ�9�ﾈﾈｨﾆ��最小取付間隔 

コンタクトプローブのみ ��唸5��ｸ7�6�8ｵD�#�B�D�#�2�D�#���Yuｲﾘ7�6�8ｹWI6I�ﾂ���#��2播c��+SS���鋳���#��2播c#�ﾃS���鋳�X7898,�+ﾉ�ｩKﾉ69WH*��TA20T(圧着) 噂賢 TA20S(半田付) 牽芦 TA20P(圧嘉) 感 ���#R�2.0 

1.63-1.67 �"絣�
コンタクトプローブ + ア97夕-ソケット 儉ｸ�"�AS-20(9) AS-S-20(9) 

画宜 ��2ﾓ#��#2���2ﾕ2ﾓ#��#2��･アダプターソケットに半田付け 

AS-S-20はAS-20よりも保持力の強い強圧型アダプターソケットですo詳細はP20-を参照ください○ 

ターミナル､ターミナル付電線､フレキシブル電線の詳細はP22-を参照ください○ 

注意1精密な抵抗測定に使用する場合は､コンタクトプローブに電線を直接つな1プてくださし10アダプターソケットに電線を接続した場合【ま測定値が変動しやすくなります｡

このページ記載のピンでは測定が困難な､より精密な測定を必要とする場合la=同軸型コンタクトプロープもしくは2軸型コンタクトプローブをご検討ください(P239-

参照)o

注意2　参考圧人穴径はあくまでも､参考の数値です｡必ず試し穴をあけて叢適な=真径と穴径を決めてくださいQ

注意3　使用条件によっては.アダプターソケットよりピンが脱落する場合があります○
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上記記載寸法の単位はmmc　　先端形状の詳細寸法は先端形状別一覧表(P262-)をご覧くださいo

コンタクトプ0-プ種類 �5�7h8ｨ984�9|ﾘｴﾈﾘb�移動距離(mm) �5�7h8ｨ984�.��B��ﾒ��初接触圧(g) �"�8�8����全圧縮(g) 

NCP20LP14 �5�2�5.9 �#"�100 ��コ�230 
SPL 途�8 �#��55 都R�

SPL1 澱���14 田��115 ��CR�

SPH 澱�26 ��#��225 �#sR�

NCP20LP18 �5�2�5 ��R�50 �����125 
SPL 釘絣�3.5 �3"絣�43 鼎��

SPL1 迭絣�4.8 ����27 �3b�

SPH 釘�2�38 塔��185 �#CR�

使用方法 �4ｸﾘx4�土uｲﾘ5ﾈ5�6(6r�5H485鋳��6I�ﾈ,ﾉ�ｩ��_ｹd��適合ターミナル 伜�ﾖﾈ�9�ﾈﾈｨﾆ��慕小取付間隔 

コンタクトプローブのみ ��唸5��ｸ7�6�8ｵD�#�B�D�#�2�D�#���X5��ｸ7�6�8ｹWI6I�ﾂ���#��2播c��+SS���鋳���#��2播c#�ﾃS���鋳�X7898,�+ﾉ�ｩKﾉ69WH*��TA20T(圧着) 磨 TA20S(半田付) 牽賢 TA20P(圧着) 顧 ���#R�2.0 

コンタクトプローブ + アダプターソケット 佗(�"�AS-20(9) AS-S-20(9) 剴�緜2ﾓ�緜r�2.5 

啓丑 ��2ﾓ#��#2���2ﾕ2ﾓ#��#2��･アダプターソケットに半田付け 

AS-S-20はAS-20よりも保持力の強い強圧型アダプターソケットですC詳細はP20-を参照ください. 

注意l　精密な抵抗測定に使用する場合は､コンタクトプD-プに電線を直接つなげてください｡アタフターソケットに電線を接続した場合は測定値が変勤しやすくなりますD

このページ記載のピンでは測定が困難な､より精密な測定を必要とする場合は同軸型コンタクトプローブもしくは2軸型コンタクトプローブをご検討ください(P239-

参照)o

注意2　参考圧人穴径はあくまでも､参考の数値です｡必ず試し穴をあけて最適な=具径と穴径を決めてください｡

注意3　使用条件によっては､アダプターソケットよりピンが脱落する場合があります｡
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種類別図表
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NCP20LB 1 4.5 NCP20LB 1 8.5
耐熱温度1 00℃以下｡安全電流3A｡

種類別図表
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上記記載寸法の単位はmmo　　先端形状の詳細寸法は先端形状別一覧表(P262-)をご覧くださいo

コンタクトプ0-プ種猿 �5�7h8ｨ984�9|ﾘｴﾈｷﾂ�移動距離(mm) �5�7X8ｨ984�.��B��ﾒ��初接触圧(g) �"�8�8����全圧縮(g) 

NCP20LBー4.5 �5�2�5.5 �#"�110 �����230 

SPL 澱綯�8 �#R�60 都B�

SPL1 迭縒�14,2 田R�120 ��CR�

SPH 迭綯�26 ��3��230 �#sR�

NCP20LB18.5 �5�2�4.5 ��R�60 ���R�125 
SPL 釘���3.5 �3B�43 鼎��

SPL1 迭���4.8 ��"�28 �3b�

SPH �2纈�38 涛R�195 �#CR�

使用方法 �4ｸﾘx4�5�7h5��ｸ5ﾈ5�6(6r�5H485鋳��6I�ﾈ,ﾉ�ｩ��_ｹd��適合ターミナル 伜�ﾖﾈ�9�ﾈﾈｨﾆ��最小取付間隔 

コンタクトプロ-プのみ ��唸5��ｸ7�6�8ｵD�#�B�D�#�2�D�#���X5��ｸ7�6�8ｹWI6I�ﾂ���#��2播c��+SS���鋳���#��2播c#�+SS���鋳�X7898,�+ﾉ�ｩKﾉ69WH*��TA20T(圧着) 嘩賢 TA20S(半田付) 牽賢 TA20P(圧毒) ･重さ ��纉蔦"���2.5 

2.43-2.47 �2�"�
コンタクトプローブ 十 ア97夕-ソケット 龍ﾂｸﾇ%��"�AS-20B(9) AS-S-20B(9) 

TL+罫X宜 ��2ﾓ#�"�#2���2ﾕ2ﾓ#�"�#2��･アダプターソケットに半田付け 

AS-S-20BはAS-20Bよりも保持力の強い強圧型アダプターソケットです○詳細はP20-を参照くださいo 

ターミナル､ターミナル付電線､フレキシブル電線の詳細はP22-を参照くださいo 

注意l　精密な抵抗測定に使用する場合は､コンタクトプローブに電線を直接つなげてください.アダプターソケットに電線を接続した場合は測定値が変勤しやすくなりますC

このページ記載のピンでは測定力咽難な､より精密な測定を必要とする場合は同軸型コンタクトプローブもしくは2章由型コンタクトプローブをご検討ください(P239-

参照)Q

注意2　参考圧人穴径はあくまでも､参考の数値ですo必ず試し穴をあけて最適な工具径と穴径を決めてくださいo

注意3　使用条件によっては､アタフターソケットよりピンが脱落する場合がありますロ
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耐熱温度1 00℃以下｡安全電流3A｡
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上記記載寸法の単位はmmo　　先端形状の詳細寸法は先端形状別一覧表(P262-)をご覧ください.

種類別図表

I I TT　;I,爪, Ir/　川‥｢い

口-i)入口∽　MHK

コンタクトプローブ種類 �5�7h8ｨ984�9|ﾘｴﾉ9��移動距離(mm) �5�7h8ｨ984�.��B��ﾒ��初接触圧(g) �"�8�8����全圧縮(g) 

NCP25LP14 �5�2�6(3) �3R�120(225) �#cR�#迭��330 SPL 唐絣コ絣��15 �3�ピR��115(130) ��c��

SPH �� �� ��

NCP25LP18 �5�2�4 ��B�65 �����120 
SPS1 釘�23 塔��140 ��s��

SPL 釘�6.3 �3"絣�48 鉄r�

SPH 釘�46 ��#��240 �3���

使用方法 �4ｸﾘx4�土uｲﾘ5ﾈ5�6(6r�5H485鋳��6I�ﾈ,ﾉ�ｩ��_ｸ蕀Wb�適合ターミナル 伜�ﾖﾈ�9�ﾈﾈｨﾆ��最小取付間隔 

コンタクトプローブめみ ��唸5��ｸ7�6�8ｵD�3�B�D�#U2�X5��ｸ7�6�8ｹWI6I�ﾂ���3��2播c��+SS���鋳���3��2播c#�ﾃS���鋳�X7898,�+ﾉ�ｩKﾉ69WH*��TA30T(圧着) 磨 TA25S(半日付) 牽賢 ��緜R�2.5 

コンタクトプローブ + アダプターソケット 燃ｸﾇ%��"�AS-25(9) AS-S-25(9) 剴"��2ﾓ"��r�2.8 

藩丑 ��2ﾓ#R�#2���2ﾕ2ﾓ#R�#2��･アダプターソケットに半EB付け 

注意l　精密な抵抗測定に使用する場合は､コンタクトプローブに電線を直接つなげてください｡アダプターソケットに電線を接続した場合は測定値が変勤しやすくなりますo

このページ記載のピンでは測定が困難な､より精密な測定を必要とする場合は同軸型コンタクトプローブもしくは2軸型コンタクトプローブをご検討ください(P239-

参照)｡

注意2　参考圧人穴径はあくまでも､参考の数値です｡必ず試し穴をあけて最適な工具径と穴径を決めてください｡

注意3　使用条件によっては､アダプターソケットよりピンが脱落する場合がありますo
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NCP25LB 1 5
耐熱温度1 00℃以下D安全電流3Ao

種類別図表
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上記記載寸法の学位はmmo　　先端形状の詳細寸法は先端形状別-覧表(P262-)をご覧くださいo

使用方法 �4ｸﾘx4�5�7H5籀5ﾈ5�6(6r�5H485鋳��6I�ﾈ,ﾉ�ｩ��_ｹd��適合ターミナル 伜�ﾖﾈ�9�ﾈﾈｨﾆ��最小取付間隔 

コンタクトプ0-プのみ ��唸5��ｸ7�6�8ｵD�3�B�D�#U2�X5��ｸ7�6�8ｹWI6I�ﾂ���3��2播c��+SS���鋳���3��2播c#�+SS���鋳�X7898,�+ﾉ�ｩKﾉ69WH*��TA30丁(圧着) 摩 TA25S(半田付) 牽賢 �"�3蔦"紕�3.5 

コンタクトプローブ + アダプターソケット 燃ｸﾇ%��"�AS-30(9) AS-S-30(9) 剴"縱2ﾓ"縱r�3.5 

落せ ��2ﾓ3��#2���2ﾕ2ﾓ3��#2��ーアタフタ-ソケットに半田付け 

注意l　精密な抵抗測定に使用する場合は､コンタクトプローブに電線を直接つなげてくださいoアダプターソケットに電線を接続した場合は測定値が変勤しやすくなりますo

このページ記載のピンでは測定が困難な､より精密な測定を必要とする場合は同軸型コンタクトプローブもしくは2軸型コンタクトプローブをこ検討ください(P239-

参照)0

注意2　参考圧人穴径はあくまでも､参考の数値です｡必ず試し穴をあけて最適な工具径と穴径を決めてください｡

注意3　使用条件によっては､アダプターソケットよりピンが脱落する場合がありますo
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