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CSM_XM2S_DS_J_1_8

XM2S
Dサブコネクタ組立式フード
形

OA機器のインターフェースに最適なDサブコネクタ組立式フード
•メタライズド処理プラスチックフードを
用いることにより効果的なノイズ対策を実現。

•ケーブル引出方向は横方向もご用意（9極、25極のみ）
コネクタ背面スペースを有効に活用できます。

•認証規格有無については、「規格認証/適合のご案内」を
ご覧ください。

■用語の説明

●メタライズド処理
金属化のことです。ここでは、プラスチックフードにめっき加工
を施したことを指します。

●ESD
ElectroStatic Dischargeの略で、静電放電を表します。

■一覧表

■性能

RoHS適合

形式 形XM2S-□□1□ 形XM2S-□□2□

形状

フード

掲載ページ 3～4 5

使用温度範囲 －25～＋85℃（結露・氷結のないこと）
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■特長
●25極タイプ

●9極タイプ

■材質／処理

ハウジング ABS/ニッケルめっき
ケーブルクランプ 鋼/ニッケルめっき
ロックねじ 黄銅/ニッケルめっき

〈有効スペース〉

ケーブル横出し ケーブル縦出し（既存品）

必要間隔は
約10mmと
省スペースです。

適合ケーブル外径は
φ9～φ11と
ワイドレンジです。

形XM2S-251□形XM2S-252□

凹部を深くし、
ラベルを貼りやすく、
はがれにくくしました。

〈有効スペース〉

ケーブル横出し

必要間隔は
約8mmと
省スペースです。

形XM2S-092□
ケーブル縦出し（既存品）
形XM2S-091□

31mm

ジャックスクリューを採用
ドライバなしでも固定できます。

凹部を深くし、
ラベルを貼りやすく、
はがれにくくしました。

41mm
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形XM2S 組立式フード
■外形寸法 （ケーブルブッシュ、ケーブルクランプ、シールドテープおよびねじ類は付属しています。） （単位：mm）

■種類 （◎印の機種は標準在庫機種です。）

＊フードにロックねじは付属しています。
ロックねじの種類が、相手側の固定具、または相手側の固定具付きDサブコネクタと一致するように選定してください。

■付属品（別売） （◎印の機種は標準在庫機種です。）

ロックねじ ミリねじ M2.6×0.45（ドットなし） ミリねじ M3×0.5（ドット1個） インチねじ #4-40UNC（ドット2個）

最小梱包単位
（個）

＊
適合固定具

固定具1 形XM2Z-0001 形XM2Z-0002 形XM2Z-0003

固定具2 形XM2Z-0011 形XM2Z-0012 形XM2Z-0013

極数 固定具3 形XM2Z-0021 形XM2Z-0022 形XM2Z-0023

9 ◎形XM2S-0911 ◎形XM2S-0912 ◎形XM2S-0913 50

15 ◎形XM2S-1511 ◎形XM2S-1512 ◎形XM2S-1513
40

25 ◎形XM2S-2511 ◎形XM2S-2512 ◎形XM2S-2513

37 ◎形XM2S-3711 ◎形XM2S-3712 ◎形XM2S-3713 30

適合ケーブル最大外径φF

寸法表
寸法（mm）
極数 A　 B　 C D E F

9 32.2 24.99 18.2 13 24 9

15 40.5 33.32 26.5 19 30 10
25 54.0 47.04 40 29 38 11
37 70.5 63.50 57 42 50 13

●フード
形XM2S-□□11（ミリねじ M2.6×0.45）
形XM2S-□□12（ミリねじ M3×0.5）
形XM2S-□□13（インチねじ ＃4-40UNC）

ドット形状（ねじ頭部）

ドットなし ドット1個 ドット2個

●固定具5（ジャックスクリュー、形XM2S-□□1□専用）
形XM2Z-0071（ミリねじ M2.6×0.45）
形XM2Z-0072（ミリねじ M3×0.5）
形XM2Z-0073（インチねじ ＃4-40UNC）

寸法表

形式 Aねじ
溝

本数 形状

形XM2Z-0071 M2.6×0.45 なし

形XM2Z-0072 M3×0.5 1本

形XM2Z-0073 #4-40UNC 2本

形式 最小梱包単位（個）

◎形XM2Z-0071

1,000◎形XM2Z-0072

◎形XM2Z-0073
注. 形XM2Sに付属しているロックねじと取り替えてご使用ください。
注. 形XM2Sケーブル横出しタイプにはご使用いただけません。

溝

材質：黄銅
処理：ニッケルめっき
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■外形寸法 （単位：mm）

■種類 （◎印の機種は標準在庫機種です。 無印（受注生産機種）の納期についてはお取引き商社にお問い合わせください。）

＊フードにロックねじは付属しています。
ロックねじの種類が、相手側の固定具、または相手側の固定具付きDサブコネクタと一致するように選定してください。

XM2S-25

15

φ5

40

41

23

39

47.04
54

ロックねじ
M2.6×0.45
M3×0.5
#4-40UNC

適合ケーブル最大外径 φ11 ＊

6

溝

●ケーブル横出しDサブコネクタ組立式フード 25極
形XM2S-2521（ミリねじ  M2.6×0.45）
形XM2S-2522（ミリねじ  M3×0.5）
形XM2S-2523（インチねじ  #4-40 UNC）

注. ケーブルブッシュ、ケーブルクランプ、シールドテープ
およびねじ類は付属しています。

＊付属のケーブルクランプを裏向きに取りつけると適合ケーブル
最大外径はφ9です。ただし、ケーブルブッシュは使用できません。

種類 形状 極数 形式 最小梱包単位（個） ロックねじ  ＊

ケーブル横出し
Dサブコネクタ
組立式フード

25
◎形XM2S-2521

40
ミリねじ  M2.6×0.45 （溝なし）

　形XM2S-2522 ミリねじ  M3×0.5 （溝1本）
◎形XM2S-2523 インチねじ  #4-40 UNC （溝2本）

9
◎形XM2S-0921

50
ミリねじ  M2.6×0.45 （溝なし）

◎形XM2S-0922 ミリねじ  M3×0.5 （溝1本）
◎形XM2S-0923 インチねじ  #4-40 UNC （溝2本）

15

45

48
φ5

18.2
24.99 適合ケーブル

最大外径 φ9

ロックねじ
M2.6×0.45

25.2

5.5

溝

●ケーブル横出しDサブコネクタ組立式フード 9極
形XM2S-0921（ミリねじ  M2.6×0.45）
形XM2S-0922（ミリねじ  M3×0.5）
形XM2S-0923（インチねじ  #4-40 UNC）

注. ケーブルブッシュ、ケーブルクランプ、シールドテープ
およびねじ類は付属しています。




