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●製品在庫情報 2017年7月現在

【製品カテゴリ】 端子台 ※下記以外にも在庫製品を取り揃えております。

分類 形式 製品名 備考 Web販売品
ねじアップ式端子台 TX形、TX-□S形 TX-2 定格通電電流(15A) ○

TX-2F 定格通電電流(15A) ○
TX-5.5 定格通電電流(30A) ○
TX-5.5F 定格通電電流(30A) ○
TX-5.5R 定格通電電流(30A) ○
TX-5.5S 定格通電電流(30A)
TX-5.5SF 定格通電電流(30A)
TX-5.5SR 定格通電電流(30A)
TX-5.5U 定格通電電流(30A)、高耐熱仕様
TX-14 定格通電電流(60A) ○
TX-14F 定格通電電流(60A) ○
TX-14S 定格通電電流(60A)
TX-14SF 定格通電電流(60A)
TX-14SR 定格通電電流(60A)
TX-22 定格通電電流(80A) ○
TX-22F 定格通電電流(80A) ○
TX-38F 定格通電電流(132A) ○
TX-60F 定格通電電流(175A) ○
TX-60SF 定格通電電流(175A) ○
TX-100F 定格通電電流(240A) ○
TX-150F 定格通電電流(310A) ○
TX-200F 定格通電電流(370A) ○
TX-325F 定格通電電流(600A)
TXE-2 ○
TXE-5.5 ○
TXE-5.5R
TXE-5.5S
TXE-5.5SR
TXE-5.5U
TXE-14 ○
TXE-14S
TXE-14SR
TXE-22 ○
TXE-38 ○
TXE-60S ○
TX-2、5.5マークシート
TX-14、22マークシート
TXB(XD)　1M DINレール(1m) ○
TXB(XD)　2M DINレール(2m) ○
TXB(XF) 専用レール(2m) ○
TKB(KD)　1M 専用強化型レール(1m) ○
TKB(KD)　2M 専用強化型レール(2m) ○
TXL ○
SB8RCB-2 2極用ショートバー
SB8RCB-12 12極用ショートバー
SB11CB-2 2極用ショートバー ○
SB11CB-12 12極用ショートバー ○
TX　NP取付台S
TX　NPレンズ

TXS形 TXS-2X3 定格通電電流(15A)、シャフト式
TXS-2X4 定格通電電流(15A)、シャフト式
TXS-60SFX3 定格通電電流(175A)、シャフト式
TXS-100FX3 定格通電電流(240A)、シャフト式
TXS-150FX3 定格通電電流(310A)、シャフト式
TXS-200FX3 定格通電電流(370A)、シャフト式
TXS-200FX6 定格通電電流(370A)、シャフト式
TXS-325FX3 定格通電電流(600A)、シャフト式

TXW形 TXW-2 定格通電電流(15A) ○
TXW-2N 定格通電電流(25A) ○
TXW-5.5 定格通電電流(30A) ○
TXWE-2A ○
TXWE-2B ○
TXWE-2NA ○
TXWE-2NB ○
TXWE-5.5A ○
TXWE-5.5B ○

TJ形 TJ-2S 定格通電電流(15A) ○
TJ-2 定格通電電流(15A) ○
TJ-3.5 定格通電電流(20A) ○
TJ-5.5 定格通電電流(30A) ○
TJ-14SH 定格通電電流(30A)
TJ-14 定格通電電流(60A) ○
TJ-14X4　XD-6 定格通電電流(60A)

↓次頁へ続く TJ-22 定格通電電流(80A) ○

http://www.fujidk.co.jp/products/01/
http://www.fujidk.co.jp/products/01/txtx-s.html
http://edi.fujidk.co.jp/117059/7.1/2311400/
http://edi.fujidk.co.jp/117059/7.1/2311420/
http://edi.fujidk.co.jp/117059/7.1/2310300/
http://edi.fujidk.co.jp/117059/7.1/2310320/
http://edi.fujidk.co.jp/117059/7.1/2310301/
http://edi.fujidk.co.jp/117059/7.1/2310500/
http://edi.fujidk.co.jp/117059/7.1/2310520/
http://edi.fujidk.co.jp/117059/7.1/2310600/
http://edi.fujidk.co.jp/117059/7.1/2310620/
http://edi.fujidk.co.jp/117059/7.1/2310720/
http://edi.fujidk.co.jp/117059/7.1/2310920/
http://edi.fujidk.co.jp/117059/7.1/2310820/
http://edi.fujidk.co.jp/117059/7.1/2311020/
http://edi.fujidk.co.jp/117059/7.1/2311120/
http://edi.fujidk.co.jp/117059/7.1/2311220/
http://edi.fujidk.co.jp/117059/7.1/232181/
http://edi.fujidk.co.jp/117059/7.1/232191/
http://edi.fujidk.co.jp/117059/7.1/232211/
http://edi.fujidk.co.jp/117059/7.1/232231/
http://edi.fujidk.co.jp/117059/7.1/232241/
http://edi.fujidk.co.jp/117059/7.1/232251/
http://edi.fujidk.co.jp/117059/7.1/222111/
http://edi.fujidk.co.jp/117059/7.1/222112/
http://edi.fujidk.co.jp/117059/7.1/222122/
http://edi.fujidk.co.jp/117059/7.1/226411/
http://edi.fujidk.co.jp/117059/7.1/226412/
http://edi.fujidk.co.jp/117059/7.1/2210200/
http://edi.fujidk.co.jp/117059/7.1/222862/
http://edi.fujidk.co.jp/117059/7.1/222873/
http://www.fujidk.co.jp/products/01/txtx-s.html
http://www.fujidk.co.jp/products/01/txw.html
http://edi.fujidk.co.jp/117059/7.1/2219400/
http://edi.fujidk.co.jp/117059/7.1/2210460/
http://edi.fujidk.co.jp/117059/7.1/2219500/
http://edi.fujidk.co.jp/117059/7.1/224770/
http://edi.fujidk.co.jp/117059/7.1/224780/
http://edi.fujidk.co.jp/117059/7.1/224610/
http://edi.fujidk.co.jp/117059/7.1/224620/
http://edi.fujidk.co.jp/117059/7.1/224710/
http://edi.fujidk.co.jp/117059/7.1/224720/
http://www.fujidk.co.jp/products/01/tj.html
http://edi.fujidk.co.jp/117059/7.1/2219141/
http://edi.fujidk.co.jp/117059/7.1/2219101/
http://edi.fujidk.co.jp/117059/7.1/2219151/
http://edi.fujidk.co.jp/117059/7.1/2219111/
http://edi.fujidk.co.jp/117059/7.1/2219121/
http://edi.fujidk.co.jp/117059/7.1/2219161/
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●製品在庫情報 2017年7月現在

【製品カテゴリ】 端子台 ※下記以外にも在庫製品を取り揃えております。

分類 形式 製品名 備考 Web販売品
ねじアップ式端子台 TJ形 TJE-2A ○

TJE-2B ○
TJE-5.5A ○
TJE-5.5B ○
TJE-14A ○
TJE-14B ○
TJE-14SHA
TJE-14SHB
TJE-22A ○
TJE-22B ○
TJ-2マークシート
TJ-5.5マークシート
TJ-14マークシート
TJL ○

TFX形 TFX-2X2 定格通電電流(15A) ○
TFX-2X3 定格通電電流(15A)
TFX-2X4 定格通電電流(15A) ○
TFX-2X12 定格通電電流(15A) ○
TFX-5.5 定格通電電流(30A)
TFX-5.5X3 定格通電電流(30A) ○
TFX-5.5X4 定格通電電流(30A) ○
TFX-5.5X6 定格通電電流(30A) ○
TFX-5.5X12 定格通電電流(30A) ○
TFX-22 定格通電電流(80A)
TFXE-2A
TFXC-2　2P 板厚(0.5mm)
TFXC-2　3P 板厚(0.5mm)
TFXC-2　4P 板厚(0.5mm)
TFXC-2　12P 板厚(1.0mm)
TFXC-2　15P 板厚(1.0mm)
TFXC-2　30P 板厚(1.0mm)
TFXC-5.5　2P 板厚(0.5mm)
TFXC-5.5　3P 板厚(0.5mm)
TFXC-5.5　6P 板厚(0.5mm)
TFXC-5.5　8P 板厚(1.0mm)
TFXC-5.5　10P 板厚(1.0mm)
TFXC-5.5　12P 板厚(1.0mm)
TFXC-14　2P 板厚(0.5mm)
TFXC-14　3P 板厚(0.5mm)
TFXC-14　4P 板厚(0.5mm)
TFXC-14　6P 板厚(0.5mm)

TSX形 TSX-5.5 定格通電電流(30A)
TSX-5.5X2 定格通電電流(30A)、シャフト式 ○
TSX-5.5X4 定格通電電流(30A)、シャフト式 ○
TSX-5.5X6 定格通電電流(30A)、シャフト式 ○
TSX-5.5X12 定格通電電流(30A)、シャフト式 ○
TSX-5.5X18 定格通電電流(30A)、シャフト式 ○
TSX-5.5X20 定格通電電流(30A)、シャフト式 ○
TSX-5.5X24 定格通電電流(30A)、シャフト式 ○

TU-TW形 TU-TWE
セルフアップ式端子台 TU形 TU-10 定格通電電流(10A) ○

TU-15 定格通電電流(15A) ○
TU-15X3　UD- 4 定格通電電流(15A) ○
TU-15X12　UD-7 定格通電電流(15A)
TU-15X18　UD-10 定格通電電流(15A) ○
TU-15X40　UD-18 定格通電電流(15A) ○
TU-15X50　UD-22 定格通電電流(15A) ○
TU-15X60　UD-26 定格通電電流(15A) ○
TU-15C 定格通電電流(15A)
TU-15CX10　UF-115 定格通電電流(15A)
TU-15CX15　UF-155 定格通電電流(15A)
TU-15CX20　UF-195 定格通電電流(15A)
TU-15CX25　UF-235 定格通電電流(15A)
TU-15CX30　UF-275 定格通電電流(15A)
TU-15CX35　UF-315 定格通電電流(15A)
TU-15CX40　UF-355 定格通電電流(15A)
TU-15CX50　UF-435 定格通電電流(15A)

↓次頁へ続く TU-15CX60　UF-515 定格通電電流(15A)

http://www.fujidk.co.jp/products/01/
http://www.fujidk.co.jp/products/01/tj.html
http://edi.fujidk.co.jp/117059/7.1/227640/
http://edi.fujidk.co.jp/117059/7.1/227650/
http://edi.fujidk.co.jp/117059/7.1/227620/
http://edi.fujidk.co.jp/117059/7.1/227630/
http://edi.fujidk.co.jp/117059/7.1/227940/
http://edi.fujidk.co.jp/117059/7.1/227950/
http://edi.fujidk.co.jp/117059/7.1/225170/
http://edi.fujidk.co.jp/117059/7.1/225180/
http://edi.fujidk.co.jp/117059/7.1/2210050/
http://www.fujidk.co.jp/products/01/tfx.html
http://edi.fujidk.co.jp/117059/7.1/2203162/
http://edi.fujidk.co.jp/117059/7.1/2203164/
http://edi.fujidk.co.jp/117059/7.1/2203172/
http://edi.fujidk.co.jp/117059/7.1/2203223/
http://edi.fujidk.co.jp/117059/7.1/2203224/
http://edi.fujidk.co.jp/117059/7.1/2203226/
http://edi.fujidk.co.jp/117059/7.1/2203232/
http://www.fujidk.co.jp/products/01/tsx.html
http://edi.fujidk.co.jp/117059/7.1/2208012/
http://edi.fujidk.co.jp/117059/7.1/2208014/
http://edi.fujidk.co.jp/117059/7.1/2208016/
http://edi.fujidk.co.jp/117059/7.1/2208023/
http://edi.fujidk.co.jp/117059/7.1/2208029/
http://edi.fujidk.co.jp/117059/7.1/2208032/
http://edi.fujidk.co.jp/117059/7.1/2208036/
http://www.fujidk.co.jp/products/01/tu-tw.html
http://www.fujidk.co.jp/products/01/tu.html
http://edi.fujidk.co.jp/117059/7.1/1010104/
http://edi.fujidk.co.jp/117059/7.1/1010204/
http://edi.fujidk.co.jp/117059/7.1/1230103/
http://edi.fujidk.co.jp/117059/7.1/1230118/
http://edi.fujidk.co.jp/117059/7.1/1230140/
http://edi.fujidk.co.jp/117059/7.1/1230150/
http://edi.fujidk.co.jp/117059/7.1/1230160/
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●製品在庫情報 2017年7月現在

【製品カテゴリ】 端子台 ※下記以外にも在庫製品を取り揃えております。

分類 形式 製品名 備考 Web販売品
セルフアップ式端子台 TU形 TU-20 定格通電電流(25A) ○

TU-20X3　UD- 4 定格通電電流(25A) ○
TU-20X3　UF-70 定格通電電流(25A) ○
TU-20X4　UD-5 定格通電電流(25A) ○
TU-20X6　UD-6 定格通電電流(25A) ○
TU-20X8　UD- 8 定格通電電流(25A) ○
TU-20X10　UD-8 定格通電電流(25A) ○
TU-20X12　UD-9 定格通電電流(25A) ○
TU-20X16　UD-12 定格通電電流(25A) ○
TU-20X20　UD-14 定格通電電流(25A) ○
TU-20X24　UD-16 定格通電電流(25A) ○
TU-20X40　UD-26 定格通電電流(25A) ○
TU-20BU 定格通電電流(25A)
TU-30B 定格通電電流(30A) ○
TU-30BR 定格通電電流(30A)
TU-50 定格通電電流(50A) ○
TU-50X2　UD-4 定格通電電流(50A)
TU-50X2　UF-65 定格通電電流(50A)
TU-50X3　UD-5 定格通電電流(50A)
TU-50X3　UF-80 定格通電電流(50A)
TU-50X4　UD-5 定格通電電流(50A)
TU-50X6　UD-6 定格通電電流(50A)
TU-50X12　UD-11 定格通電電流(50A)
TU-60 定格通電電流(60A) ○
TU-60X2　UD-4 定格通電電流(60A) ○
TU-60X2　UF-70 定格通電電流(60A) ○
TU-60X3　UD-5 定格通電電流(60A) ○
TU-60X3　UF-85 定格通電電流(60A) ○
TU-60X4　UD-6 定格通電電流(60A) ○
TU-80 定格通電電流(80A) ○
TU-80X2　UF-75 定格通電電流(80A)
TU-80X3　UD-5 定格通電電流(80A) ○
TU-80X3　UF-95 定格通電電流(80A) ○
TU-80X4　UD- 6 定格通電電流(80A) ○
TU-125 定格通電電流(125A) ○
TU-125X3　UD-6 定格通電電流(125A) ○
TU-125X3　UF-110 定格通電電流(125A) ○
TU-150 定格通電電流(150A) ○
TU-150X3　UD- 7 定格通電電流(150A) ○
TU-150X3　UF-125 定格通電電流(150A) ○
TU-150X6　UD-11 定格通電電流(150A) ○
TU-250 定格通電電流(250A) ○
TU-250X3　UD-9 定格通電電流(250A) ○
TU-250X3　UF-180 定格通電電流(250A) ○
TU-400B 定格通電電流(400A) ○
TU-400BX3　UD-11 定格通電電流(400A) ○
TU-600B 定格通電電流(600A) ○
TUS-15 定格通電電流(15A)、はんだ端子 ○
TUP-15 定格通電電流(15A)、ラッピング端子 ○
TU-FS 定格通電電流(15A)、ファストン端子
TUE-2 ○
TUE-2B ○
TUE-2BR
TUE-5 ○
TUE-6 ○
TUE-8 ○
TUE-15 ○
TUM-1 ○
TUM-2 ○
TUM-3
TUM-4
TUMマークケース8 ○
TUMマークケース10 ○
TU-15マークシート
TU-20マークシート
TU-80、125マークシート
TU-150、250マークシート
TU-400Bマークシート
TUB(UD)　1M DINレール(1m) ○
TUB(UD)　2M DINレール(2m) ○
TUL ○

↓次頁へ続く TUL-W ○

http://www.fujidk.co.jp/products/01/
http://www.fujidk.co.jp/products/01/tu.html
http://edi.fujidk.co.jp/117059/7.1/1010304/
http://edi.fujidk.co.jp/117059/7.1/1230203/
http://edi.fujidk.co.jp/117059/7.1/1230903/
http://edi.fujidk.co.jp/117059/7.1/1230204/
http://edi.fujidk.co.jp/117059/7.1/1230206/
http://edi.fujidk.co.jp/117059/7.1/1230208/
http://edi.fujidk.co.jp/117059/7.1/1230210/
http://edi.fujidk.co.jp/117059/7.1/1230212/
http://edi.fujidk.co.jp/117059/7.1/1230216/
http://edi.fujidk.co.jp/117059/7.1/1230220/
http://edi.fujidk.co.jp/117059/7.1/1230224/
http://edi.fujidk.co.jp/117059/7.1/1230240/
http://edi.fujidk.co.jp/117059/7.1/1012200/
http://edi.fujidk.co.jp/117059/7.1/1012000/
http://edi.fujidk.co.jp/117059/7.1/1010600/
http://edi.fujidk.co.jp/117059/7.1/1230502/
http://edi.fujidk.co.jp/117059/7.1/1230932/
http://edi.fujidk.co.jp/117059/7.1/1230503/
http://edi.fujidk.co.jp/117059/7.1/1230933/
http://edi.fujidk.co.jp/117059/7.1/1230504/
http://edi.fujidk.co.jp/117059/7.1/1010700/
http://edi.fujidk.co.jp/117059/7.1/1230603/
http://edi.fujidk.co.jp/117059/7.1/1230943/
http://edi.fujidk.co.jp/117059/7.1/1230604/
http://edi.fujidk.co.jp/117059/7.1/1010800/
http://edi.fujidk.co.jp/117059/7.1/1230653/
http://edi.fujidk.co.jp/117059/7.1/1230953/
http://edi.fujidk.co.jp/117059/7.1/1010900/
http://edi.fujidk.co.jp/117059/7.1/1230703/
http://edi.fujidk.co.jp/117059/7.1/1230963/
http://edi.fujidk.co.jp/117059/7.1/1230706/
http://edi.fujidk.co.jp/117059/7.1/1011000/
http://edi.fujidk.co.jp/117059/7.1/1230753/
http://edi.fujidk.co.jp/117059/7.1/1230973/
http://edi.fujidk.co.jp/117059/7.1/1011100/
http://edi.fujidk.co.jp/117059/7.1/1230803/
http://edi.fujidk.co.jp/117059/7.1/1011200/
http://edi.fujidk.co.jp/117059/7.1/1011700/
http://edi.fujidk.co.jp/117059/7.1/1211051/
http://edi.fujidk.co.jp/117059/7.1/102121/
http://edi.fujidk.co.jp/117059/7.1/102551/
http://edi.fujidk.co.jp/117059/7.1/102481/
http://edi.fujidk.co.jp/117059/7.1/102141/
http://edi.fujidk.co.jp/117059/7.1/102161/
http://edi.fujidk.co.jp/117059/7.1/102171/
http://edi.fujidk.co.jp/117059/7.1/128510/
http://edi.fujidk.co.jp/117059/7.1/128520/
http://edi.fujidk.co.jp/117059/7.1/122130/
http://edi.fujidk.co.jp/117059/7.1/122140/
http://edi.fujidk.co.jp/117059/7.1/122140/
http://edi.fujidk.co.jp/117059/7.1/122140/
http://edi.fujidk.co.jp/117059/7.1/1211010/
http://edi.fujidk.co.jp/117059/7.1/1211011/
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●製品在庫情報 2017年7月現在

【製品カテゴリ】 端子台 ※下記以外にも在庫製品を取り揃えております。

分類 形式 製品名 備考 Web販売品
セルフアップ式端子台 TU形 TUC-2 ○

TUC-3 ○
TUC-6 ○
TUC-8 ○
TUC-15 ○
TUC-25 ○
TUC-40 ○
TUC-60 ○
TU-400Bピン ○
TU-600Bピン ○

TU-□W形 TU-15W 定格通電電流(15A) ○
TU-20W 定格通電電流(20A) ○
TU-25W 定格通電電流(25A) ○
TU-25NW 定格通電電流(25A)
TU-25SW 定格通電電流(25A) ○
TU-25CW 定格通電電流(50A)
TUE-15WA ○
TUE-15WB ○
TUE-20W ○
TUE-25WA ○
TUE-25WB ○

TX-□DF形 TX-60DF 定格通電電流(175A)
TX-150DF 定格通電電流(310A)

TXS-□DF形 TXS-60DFX3 シャフト式
TXS-150DFX3 シャフト式

スタッド端子台 TX-□G形 TX-60SG 定格通電電流(175A) ○
TX-100G 定格通電電流(240A) ○
TX-150G 定格通電電流(310A) ○
TX-200G 定格通電電流(370A) ○
TX-325G 定格通電電流(600A) ○
TXC-100
TXC-150
TXC-200
TXC-325
TXC-325CV-L ○

TXS-□G形 TXS-60SGX3 シャフト式
TXS-100GX3 シャフト式
TXS-150GX3 シャフト式
TXS-200GX3 シャフト式
TXS-325GX3 シャフト式

配線脱落防止機能付き端子台 TQ形 TQ-5.5 定格通電電流(30A) ○
TQ-5.5R 定格通電電流(30A)
TQ-8 定格通電電流(40A) ○
TQ-8R 定格通電電流(40A)
TQ-14 定格通電電流(60A) ○
TQ-14R 定格通電電流(60A)
TQE-5.5A ○
TQE-5.5B ○
TQE-8A ○
TQE-8B ○
TQE-14A ○
TQE-14B ○

TQW形 TQW-5.5 定格通電電流(30A)
TQWE-5.5A
TQWE-5.5B
TQW-5.5-CV

コンデンサ内蔵端子台 TCS形、TCD形 TCS-14C 定格通電電流(60A)、コンデンサ内蔵 ○
TCS-14 定格通電電流(60A)、コンデンサなし ○
TCD-14C 定格通電電流(60A)、コンデンサ内蔵 ○
TCD-14 定格通電電流(60A)、コンデンサなし ○
TCSE-14-A ○
TCSE-14-B ○
TCDE-14-A ○
TCDE-14-B ○
TYL ○

↓次頁へ続く TCS-14-CV ○

http://www.fujidk.co.jp/products/01/
http://www.fujidk.co.jp/products/01/tu.html
http://edi.fujidk.co.jp/117059/7.1/126110/
http://edi.fujidk.co.jp/117059/7.1/126120/
http://edi.fujidk.co.jp/117059/7.1/126130/
http://edi.fujidk.co.jp/117059/7.1/126140/
http://edi.fujidk.co.jp/117059/7.1/126150/
http://edi.fujidk.co.jp/117059/7.1/123060/
http://edi.fujidk.co.jp/117059/7.1/123160/
http://edi.fujidk.co.jp/117059/7.1/123200/
http://edi.fujidk.co.jp/117059/7.1/123170/
http://edi.fujidk.co.jp/117059/7.1/123250/
http://www.fujidk.co.jp/products/01/tu-w.html
http://edi.fujidk.co.jp/117059/7.1/1011300/
http://edi.fujidk.co.jp/117059/7.1/1011400/
http://edi.fujidk.co.jp/117059/7.1/1011500/
http://edi.fujidk.co.jp/117059/7.1/1011540/
http://edi.fujidk.co.jp/117059/7.1/102181/
http://edi.fujidk.co.jp/117059/7.1/102191/
http://edi.fujidk.co.jp/117059/7.1/102201/
http://edi.fujidk.co.jp/117059/7.1/102211/
http://edi.fujidk.co.jp/117059/7.1/102221/
http://www.fujidk.co.jp/products/01/tx-df.html
http://www.fujidk.co.jp/products/01/tx-df.html
http://www.fujidk.co.jp/products/01/tx-g.html
http://edi.fujidk.co.jp/117059/7.1/2310880/
http://edi.fujidk.co.jp/117059/7.1/2311080/
http://edi.fujidk.co.jp/117059/7.1/2311180/
http://edi.fujidk.co.jp/117059/7.1/2311280/
http://edi.fujidk.co.jp/117059/7.1/2311380/
http://edi.fujidk.co.jp/117059/7.1/226090/
http://www.fujidk.co.jp/products/01/tx-g.html
http://www.fujidk.co.jp/products/01/tq.html
http://edi.fujidk.co.jp/117059/7.1/2219631/
http://edi.fujidk.co.jp/117059/7.1/2219641/
http://edi.fujidk.co.jp/117059/7.1/2219651/
http://edi.fujidk.co.jp/117059/7.1/229710/
http://edi.fujidk.co.jp/117059/7.1/229720/
http://edi.fujidk.co.jp/117059/7.1/229740/
http://edi.fujidk.co.jp/117059/7.1/229750/
http://edi.fujidk.co.jp/117059/7.1/229770/
http://edi.fujidk.co.jp/117059/7.1/229780/
http://www.fujidk.co.jp/products/01/tqw.html
http://www.fujidk.co.jp/products/01/tcstcd.html
http://edi.fujidk.co.jp/117059/7.1/3611610/
http://edi.fujidk.co.jp/117059/7.1/3611620/
http://edi.fujidk.co.jp/117059/7.1/3611640/
http://edi.fujidk.co.jp/117059/7.1/3611650/
http://edi.fujidk.co.jp/117059/7.1/369790/
http://edi.fujidk.co.jp/117059/7.1/369800/
http://edi.fujidk.co.jp/117059/7.1/369950/
http://edi.fujidk.co.jp/117059/7.1/369960/
http://edi.fujidk.co.jp/117059/7.1/3611630/
http://edi.fujidk.co.jp/117059/7.1/369880/
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●製品在庫情報 2017年7月現在

【製品カテゴリ】 端子台 ※下記以外にも在庫製品を取り揃えております。

分類 形式 製品名 備考 Web販売品
コンデンサ内蔵端子台 TCS形、TCD形 SB14CB-2 ○

SB14CB-3 ○
SB14CB-4 ○
SB14CB-5
SB14CB-12 ○
SB14CG-2 ○
SB14CG-3 ○
SB14CG-4 ○
SB14CG-5
SB14CG-12 ○

TQS形、TQD形 TQS-5.5C 定格通電電流(30A)、コンデンサ内蔵 ○
TQS-5.5 定格通電電流(30A)、コンデンサなし ○
TQS-8C 定格通電電流(40A)、コンデンサ内蔵 ○
TQS-8 定格通電電流(40A)、コンデンサなし ○
TQS-14C 定格通電電流(60A)、コンデンサ内蔵 ○
TQS-14 定格通電電流(60A)、コンデンサなし ○
TQD-8C 定格通電電流(40A)、コンデンサ内蔵 ○
TQD-8 定格通電電流(40A)、コンデンサなし ○
TQD-14C 定格通電電流(60A)、コンデンサ内蔵 ○
TQD-14 定格通電電流(60A)、コンデンサなし ○
TQSE-5.5A ○
TQSE-5.5B ○
TQSE-8A ○
TQSE-8B ○
TQSE-14A ○
TQSE-14B ○
TQDE-8A ○
TQDE-8B ○
TQDE-14A ○
TQDE-14B ○
TQS-5.5-CV

サージアブソーバ端子台 TV形 TVS-3.5 定格通電電流(20A)
TVS-3.5C 定格通電電流(20A)
TVF-3.5 定格通電電流(20A)
TVA-3.5 定格通電電流(20A)
TVA-8 定格通電電流(30A)
TVE-3.5A
TVE-3.5B
TVE-3.5C
TVAE-A
TVAE-B
TVアースプラグ

TEV形 TEV-2 定格通電電流(20A)
TEV-5.5 定格通電電流(30A)
TEVE-A
TEVE-B

クランプ式端子台 TG形 TG-3.5 定格通電電流(10A)
TGE-3.5

ブロック形端子台 TM形、T□形 TM-20A-3P 定格通電電流(25A) ○
TM-20A-6P 定格通電電流(25A) ○
TM-20A-12P 定格通電電流(25A) ○
TM-20A-16P 定格通電電流(25A) ○
TM-40A-3P 定格通電電流(40A) ○
TM-40A-6P 定格通電電流(40A) ○
TM-40A-12P 定格通電電流(40A) ○
T-15-12P 定格通電電流(15A) ○
T-15-20P 定格通電電流(15A) ○
TL-12 定格通電電流(10A)
TY-18 定格通電電流(3A) ○
TM20Aマークバンド3P
TM20Aマークバンド6P
TM20Aマークバンド12P
TM20Aマークバンド16P
TM40Aマークバンド12P
TM20Aカバー3P
TM20Aカバー6P
TM20Aカバー12P
TM20Aカバー16P
TM40Aカバー3P
TM40Aカバー6P

↓次頁へ続く TM40Aカバー12P

http://www.fujidk.co.jp/products/01/
http://www.fujidk.co.jp/products/01/tcstcd.html
http://edi.fujidk.co.jp/117059/7.1/369862/
http://edi.fujidk.co.jp/117059/7.1/369863/
http://edi.fujidk.co.jp/117059/7.1/369864/
http://edi.fujidk.co.jp/117059/7.1/369873/
http://edi.fujidk.co.jp/117059/7.1/369892/
http://edi.fujidk.co.jp/117059/7.1/369893/
http://edi.fujidk.co.jp/117059/7.1/369894/
http://edi.fujidk.co.jp/117059/7.1/369903/
http://www.fujidk.co.jp/products/01/tqstqd.html
http://edi.fujidk.co.jp/117059/7.1/3611670/
http://edi.fujidk.co.jp/117059/7.1/3611680/
http://edi.fujidk.co.jp/117059/7.1/3611690/
http://edi.fujidk.co.jp/117059/7.1/3611700/
http://edi.fujidk.co.jp/117059/7.1/3611730/
http://edi.fujidk.co.jp/117059/7.1/3611740/
http://edi.fujidk.co.jp/117059/7.1/3611810/
http://edi.fujidk.co.jp/117059/7.1/3611820/
http://edi.fujidk.co.jp/117059/7.1/3611830/
http://edi.fujidk.co.jp/117059/7.1/3611840/
http://edi.fujidk.co.jp/117059/7.1/362720/
http://edi.fujidk.co.jp/117059/7.1/362730/
http://edi.fujidk.co.jp/117059/7.1/363621/
http://edi.fujidk.co.jp/117059/7.1/363631/
http://edi.fujidk.co.jp/117059/7.1/363671/
http://edi.fujidk.co.jp/117059/7.1/363681/
http://edi.fujidk.co.jp/117059/7.1/363921/
http://edi.fujidk.co.jp/117059/7.1/363931/
http://edi.fujidk.co.jp/117059/7.1/363971/
http://edi.fujidk.co.jp/117059/7.1/363981/
http://www.fujidk.co.jp/products/01/tvtev.html
http://www.fujidk.co.jp/products/01/tvtev.html
http://www.fujidk.co.jp/products/01/tg.html
http://www.fujidk.co.jp/products/01/tmt.html
http://edi.fujidk.co.jp/117059/7.1/1101110/
http://edi.fujidk.co.jp/117059/7.1/1101120/
http://edi.fujidk.co.jp/117059/7.1/1101130/
http://edi.fujidk.co.jp/117059/7.1/1101140/
http://edi.fujidk.co.jp/117059/7.1/1102010/
http://edi.fujidk.co.jp/117059/7.1/1102020/
http://edi.fujidk.co.jp/117059/7.1/1102030/
http://edi.fujidk.co.jp/117059/7.1/1101010/
http://edi.fujidk.co.jp/117059/7.1/1101020/
http://edi.fujidk.co.jp/117059/7.1/1101200/
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●製品在庫情報 2017年7月現在

【製品カテゴリ】 端子台 ※下記以外にも在庫製品を取り揃えております。

分類 形式 製品名 備考 Web販売品
ブロック形端子台 TM形、T□形 T-15カバー12P

T-15カバー20P
TY-18カバー

短絡回路付端子台 TU-ST形 TU-ST 定格通電電流(40A)
TUE-ST
TU-ST　Sボルト

断路端子台 TU-DS形 TU-DS 定格通電電流(15A) ○
TU-DSR 定格通電電流(15A) ○
TU-DSG 定格通電電流(15A)
TU-DSB 定格通電電流(15A) ○
TUC-DS 15極用カバー ○
TU-DSピン2P
TU-DS-LC ○
TU-DSB　Sプラグ ○

TX-DS形 TX-DS 定格通電電流(15A) ○
TXC-DS ○

AFD形 AFD-5.5 定格通電電流(30A) ○
AFDE-5.5A ○
AFDE-5.5B ○
AFL ○
AFDC-5.5 ○
AFD　LINK　PIN8 ○
AFD　LINK　PIN10 ○

TDH形 TDH-5.5 定格通電電流(25A) ○
TDH-5.5R 定格通電電流(25A)
TDH-5.5T 定格通電電流(25A) ○
TDH-14T 定格通電電流(40A) ○
TDHE-5.5 ○
TDHE-14 ○
TDH-5.5マーク ○
TDH-5.5Tマーク ○
TDH-14マーク
TDH-14Tマーク ○
TDHC-5.5 板厚(0.5mm) ○
TDHC-14 板厚(0.5mm) ○

NS形 NS-15 定格通電電流(15A)
NS-15X2 シャフト式 ○
NS-15X4 シャフト式
NS-15X6 シャフト式 ○
NS-15X8 シャフト式
NS-15X10 シャフト式 ○
NS-15X12 シャフト式 ○
NS-F 定格通電電流(10A)
NS-TT 定格通電電流(15A)
NSE-15 ○
NSE-F
NSE-TT
NS　LINK　PIN
NS-15マーク ○
NS-15アシ ○

AQD形 AQD-3.5 定格通電電流(20A) ○
AQDE-3.5A ○
AQDE-3.5B ○
AQD-3.5-CV ○

遮断端子台 SDH形 SDH-14-B ○
SDH-14-CV

高耐圧端子台 TXH形 TXH-5.5 定格通電電流(30A) ○
TXH-14 定格通電電流(60A) ○
TXHE-5.5 ○
TXHE-14 ○
TXH-38Fセパレータ
TXH-5.5-CV ○
TXH-14-CV ○
TXHC-38F
TXHC-60F

高耐圧ヒューズホルダ PFH形 PFH-14 ○
ヒューズホルダ F形 F-10 定格通電電流(10A) ○

F-10キャリー ○
PF形 PF-34 定格通電電流(30A) ○

PF-34S 定格通電電流(30A) ○
PF-35 定格通電電流(30A) ○
PF-35S 定格通電電流(30A) ○

↓次頁へ続く PF-30キャリー ○

http://www.fujidk.co.jp/products/01/
http://www.fujidk.co.jp/products/01/tmt.html
http://www.fujidk.co.jp/products/01/tu-st.html
http://www.fujidk.co.jp/products/01/tu-dstx-ds.html
http://edi.fujidk.co.jp/117059/7.1/1011900/
http://edi.fujidk.co.jp/117059/7.1/1011901/
http://edi.fujidk.co.jp/117059/7.1/1011930/
http://edi.fujidk.co.jp/117059/7.1/124460/
http://edi.fujidk.co.jp/117059/7.1/124370/
http://edi.fujidk.co.jp/117059/7.1/125972/
http://www.fujidk.co.jp/products/01/tu-dstx-ds.html
http://edi.fujidk.co.jp/117059/7.1/2210470/
http://edi.fujidk.co.jp/117059/7.1/225640/
http://www.fujidk.co.jp/products/01/afd.html
http://edi.fujidk.co.jp/117059/7.1/2219470/
http://edi.fujidk.co.jp/117059/7.1/232821/
http://edi.fujidk.co.jp/117059/7.1/232831/
http://edi.fujidk.co.jp/117059/7.1/2210090/
http://edi.fujidk.co.jp/117059/7.1/894215/
http://edi.fujidk.co.jp/117059/7.1/224541/
http://edi.fujidk.co.jp/117059/7.1/224542/
http://www.fujidk.co.jp/products/01/tdh.html
http://edi.fujidk.co.jp/117059/7.1/2210280/
http://edi.fujidk.co.jp/117059/7.1/2210281/
http://edi.fujidk.co.jp/117059/7.1/2210351/
http://edi.fujidk.co.jp/117059/7.1/225420/
http://edi.fujidk.co.jp/117059/7.1/225520/
http://edi.fujidk.co.jp/117059/7.1/225470/
http://edi.fujidk.co.jp/117059/7.1/224940/
http://edi.fujidk.co.jp/117059/7.1/224990/
http://edi.fujidk.co.jp/117059/7.1/225460/
http://edi.fujidk.co.jp/117059/7.1/225560/
http://www.fujidk.co.jp/products/01/ns.html
http://edi.fujidk.co.jp/117059/7.1/1205012/
http://edi.fujidk.co.jp/117059/7.1/1205016/
http://edi.fujidk.co.jp/117059/7.1/1205021/
http://edi.fujidk.co.jp/117059/7.1/1205023/
http://edi.fujidk.co.jp/117059/7.1/124181/
http://edi.fujidk.co.jp/117059/7.1/124080/
http://edi.fujidk.co.jp/117059/7.1/124120/
http://www.fujidk.co.jp/products/01/aqd.html
http://edi.fujidk.co.jp/117059/7.1/2219250/
http://edi.fujidk.co.jp/117059/7.1/224351/
http://edi.fujidk.co.jp/117059/7.1/224361/
http://edi.fujidk.co.jp/117059/7.1/224400/
http://www.fujidk.co.jp/products/01/sdh.html
http://edi.fujidk.co.jp/117059/7.1/598020/
http://www.fujidk.co.jp/products/01/txh.html
http://edi.fujidk.co.jp/117059/7.1/2219531/
http://edi.fujidk.co.jp/117059/7.1/2219551/
http://edi.fujidk.co.jp/117059/7.1/223651/
http://edi.fujidk.co.jp/117059/7.1/223901/
http://edi.fujidk.co.jp/117059/7.1/223641/
http://edi.fujidk.co.jp/117059/7.1/223891/
http://www.fujidk.co.jp/products/01/pfh.html
http://edi.fujidk.co.jp/117059/7.1/1801810/
http://www.fujidk.co.jp/products/01/fuseholders.html
http://edi.fujidk.co.jp/117059/7.1/1801010/
http://edi.fujidk.co.jp/117059/7.1/1801050/
http://www.fujidk.co.jp/products/01/fuseholders.html
http://edi.fujidk.co.jp/117059/7.1/1801610/
http://edi.fujidk.co.jp/117059/7.1/1801630/
http://edi.fujidk.co.jp/117059/7.1/1801620/
http://edi.fujidk.co.jp/117059/7.1/1801640/
http://edi.fujidk.co.jp/117059/7.1/1801560/
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●製品在庫情報 2017年7月現在

【製品カテゴリ】 端子台 ※下記以外にも在庫製品を取り揃えております。

分類 形式 製品名 備考 Web販売品
ヒューズホルダ DF形 DF-34 定格通電電流(30A) ○

DF-35 定格通電電流(30A) ○
DF-30キャリー ○

NF形 NF-61 定格通電電流(60A) ○
NF-62 定格通電電流(60A) ○
NF-62S 定格通電電流(60A) ○
NF-62キャリー

F形、PF形、DF形、NF形 F-Bシメカナグ
F-Bカナグ ○
F-B　DINカナグ ○

シリコンスタック TVTA形、TVTB形 TVTA-3 定格通電電流(4A) ○
TVTB-3 定格通電電流(2A) ○
TVM-3 定格通電電流(3A)

シーケンスチェッカ CHX形 CHX-5.5SBX8　C-B
CHX-5.5SBX10　C-B
CHX-5.5SBX12　C-B

http://www.fujidk.co.jp/products/01/
http://www.fujidk.co.jp/products/01/fuseholders.html
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