工具
CSM̲XG̲̲XC̲̲DS̲J̲1̲4

■工具一覧表
工具名

形式

レバー操作工具

適合コネクタ

工
具

形XN2Z-0001

形XN2A、形XN2B

端子ピッチ3.81mm用

形XW4Z-00B

形XW4
（端子ピッチ3.81mm）

端子ピッチ5.08mm用

形XW4Z-00C

形XW4
（端子ピッチ5.08mm）

形XY2B-0002

形XG4M、形XG4E、形XG2A、形XC6D、形XC6H

形XY2B-1004

形XG4E

形XY2B-1005

形XC6D、形XC6H

形XY2B-1006

形XG2A

形XY2B-1007

形XG4M

形XY2B-1401

形XG4E 10、14極

形XY2B-1402

形XG4E 16、20極

形XY2B-1403

形XG4E 26、30極

形XY2B-1404

形XG4E 34極

形XY2B-1405

形XG4E 40極

形XY2B-1406

形XG4E 50極

形XY2B-1407

形XG4E 60、64極

形XY2B-2104-N

形XG5M

形XY2B-2105-N

形XC6V

簡易圧接工具

形XY2B-7006

形XG5M

手動圧着工具

形XY2B-7007

形XG5N

形XY2C-0101

形XR2A/B/T 14、16、
18、20極

形XY2C-0103

形XR2A/B/T 24、28、
32、40極

コーディング用カッター

形XY2D-0001

形XC5

コンタクト引抜工具

形XY2D-0003

形XC6V

圧着工具

形XY2D-0011

形XC4W 同軸コンタクト

φ2.2用

形XY2D-0012

形XC4W 同軸コンタクト

φ3.2用

形XY2D-0013

形XC4W 同軸コンタクト

コンタクト引抜き工具

形XY2D-0014

形XC4W

専用簡易圧入工具

形XY2D-1004

形XC8B、形XC8D、形XC8F、形XC8L、各L形ソケット

圧入機

形XY2D-1005

形XC3、形XC5、形XC8 プレスフィット全般

形XY2D-1006

形XC5E 2列 64極プレスフィット

形XY2D-1007

形XC5E 2列 32極プレスフィット

形XY2D-1008

形XC5G 3列 96
（64）
極プレスフィット

形XY2D-1009

形XC5G 3列 48極プレスフィット

形XY2D-1010

形XC5B 2列 64極プレスフィット

形XY2D-1011

形XC5B 2列 32極プレスフィット

形XY2D-1012

形XC5D 3列 96
（64）極プレスフィット

形XY2D-1013

形XC5D 3列 48極プレスフィット

形XY2D-1014

形XC5B/E 2列 64極プレスフィット

形XY2D-1015

形XC5D/G 3列 96
（64）極プレスフィット

プランジャ

形XY2D-1017

形XC5 プレスフィット

コーディングツール

形XY2D-1019

形XC8Z-0001〜0020

形XY2D-1020

形XC8A-1101S-0、形XC8A-1101S-4、形XC8A-1101S-ACP、形XC8A-1101S-AWP

ドライバ
圧接工具

アタッチメント

スペーサ

簡易型電動順次圧接機

IC引き抜き工具

歯形スリーブ

プラグ用圧入治具

ソケット用圧入治具

サポートブロック

圧入治具（上面）

圧入治具（下面）

圧入治具（上面）

お問い合わせ

形XY2D-1021

形XC8C-1101S-0、形XC8C-1101S-4、形XC8C-1101S-AC、形XC8C-1101S-AW

形XY2D-1022

形XC8C-0951S-0、形XC8C-0951S-4、形XC8C-0951S-AC、形XC8C-0951S-AW

形XY2D-1023

形XC8A-1101S-0、形XC8A-1101S-4、形XC8A-1101S-ACP、
形XC8A-1101S-AWP、形XC8B-1101S-SNAAA、形XC8B-1101S-NNAZA

形XY2D-1024

形XC8C-1101S-0、形XC8C-1101S-4、形XC8C-1101S-AC、形XC8C-1101S-AW

形XY2D-1025

形XC8C-0951S-0、形XC8C-0951S-4、形XC8C-0951S-AC、形XC8C-0951S-AW

形XY2D-1026

形XC8B-1101L、形XC8B-1101L-NN、形XC8D-1251L-SN、
形XC8D-1251L-NN、形XC8L-1251L-SN

形XY2D-1027

形XC8D-1101L、形XC8D-1101L-NN

形XY2D-1028

形XC8D-0591L、形XC8D-0951L-NN

0120-919-066または直通電話 055-982-5015

（通話料がかかります。）
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工具

工具名

工
具

形式

適合コネクタ

形XY2D-1029

形XC8B-1101L、形XC8B-1101L-NN、形XC8A-1101L-AW

形XY2D-1030

形XC8D-1101L、形XC8D-1101L-NN、形XC8C-1101L-AW

形XY2D-1031

形XC8D-0591L、形XC8D-0951L-NN、形XC8C-0951L-AW

上面

形XY2D-1032

形XC3、形XC8（形XY2D-1005使用時必須）

下面

形XY2D-1033

形XC3、形XC8（形XY2D-1005使用時必須）

形XY2D-1035

形XC5E 2列 100極プレスフィット

形XY2D-1036

形XC5B 2列 100極プレスフィット

端子長3.7mm用

形XY2D-1037

形XC8 ストレートプラグ（端子長3.7mm）

端子長13〜16mm用

形XY2D-1039

形XC8 ストレートプラグ（端子長13〜16mm）

形XY2D-1040

形XC8バックプレーンハウジング

形XY2D-1041

形XC8C-1251S-AC、形XC8C-1251S-AW、形XC8D-1251S-SNAAA、
形XC8D-1251S-NNAZA、形XC8K-1251S-AC

形XY2D-1042

形XC8C-1251L-AW、形XC8D-1251L-SN、形XC8D-1251L-NN、
形XC8L-1251L-SN

圧入治具
（上面）

形XY2D-1043

形XC8E-0551S-ACP、形XC8E-0551S-AWP

圧入治具（下面）

形XY2D-1044

形XC8E-0551S-ACP、形XC8E-0551S-AWP

圧入治具
（上面）

形XY2D-1045

形XC8C-1251S-AC、形XC8C-1251S-AW

圧入治具
（下面）

形XY2D-1046

形XC8E-0551L-AW、形XC8F-0551L-SN、形XC8F-0551L-NN

形XY2D-1047

形XC8A-1101L-AW、形XC8C-1251L-AW

形XY2D-1048

形XC8E-0551L-AW

形XY2D-1049

形XC8F-0551L-SN、形XC8F-0551L-NN

プライヤー

形XY2D-1051

形XC8 L形ソケット

ハウジング引き抜き
工具
（タイプB用）

形XY2D-1052

形XC8D L形ソケット

コンタクト押し抜き
工具

形XY2D-1054

形XC8 L形ソケット

形XY2D-1055

形XC8B-1101S-SNAAA、形XC8B-1101S-NNAZA、形XC8D-1251S-SNAAA、
形XC8D-1251S-NNAZA

形XY2D-1056

形XC8K-1251S-AC

形XY2D-1057

形XC8C-0951L-AW

形XY2D-1058

形XC8C-1101L-AW

形XY2D-1062

形XC8B、形XC8L L形ソケット

圧入治具（上面）

形XY2D-2001

形XC3E-1011-D

圧入治具（下面）

形XY2D-2002

形XC3E-1011-D

圧入治具（上面）

形XY2D-2003

形XC3C-1011-D

圧入治具（下面）

形XY2D-2004

形XC3C-1011-D

圧入治具（上面）

形XY2D-2005

形XC3A-1011-D

圧入治具（下面）

形XY2D-2006

形XC3A-1011-D

圧入治具（上面）

形XY2D-2007

形XC3F-1012

圧入治具（下面）

形XY2D-2008

形XC3F-1012

圧入治具（上面）

形XY2D-2009

形XC3D-1012

圧入治具（下面）

形XY2D-2010

形XC3D-1012

圧入治具（上面）

形XY2D-2011

形XC3B-1012

圧入治具（下面）

形XY2D-2012

形XC3B-1012

コンタクト引抜工具

形XY2E-0001

形XG5M

コンタクト切断ドライバ

形XY2E-0002

形XC4A、形XG4C、形XG4E

コンタクト引抜工具

形XY2E-0003

形XG5N

圧入治具（下面）

圧入治具ホルダ

プラグ用圧入治具
プラグストレート端子
押し抜き治具

バックプレーンハウジング用マウンティングツール

圧入治具（下面）

圧入治具（上面）

ソケットL形端子
引き抜き工具
ソケットL形端子
引き抜き工具

圧入治具
（上面）

ソケットL形端子
引き抜き工具
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ハウジング引き抜き
工具（タイプA用）

最新の商品情報・便利な情報は

www.fa.omron.co.jp/

MEMO

お問い合わせ

0120-919-066または直通電話 055-982-5015

（通話料がかかります。）
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