ODU-MAC®

多種多様なハウジング
お客様それぞれの接続を実現する柔軟なソリューション。
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――簡単・安心な手動着脱

NEW

ODU 独自のスピンドルロッキングは、コンパクトなサイズ、高い精密性、人間工学に
基づいた使いやすさを備え、様々なアプリケーションにおいて確かな実績を有します。

ストレインリリーフハウジング
ODU-MAC® のストレインリリーフは、とりわけ ODU-MAC® インターフェースへの厳しい要
求を満たすために開発されました。本製品は、接続部を完全に保護することで、ODU
のドッキングフレームに理想的な付加価値を生み出します。

ODU ドッキングフレーム用アクセサリ
保護等級 IP 50 以上に対応
堅牢かつ省スペースなデザイン
フレキシブルなカスタムソリューションが可能
オプションでプリント基板 (PCB) 接続

IP 68/69対応ハウジング
電磁波 からの特殊な保護を必要とするインターフェース向け。
鉄 道 規格 IEC 61373:2010 Cat. 2 ( 台車 ) に基づいた ハウジング設計。
過酷な環境下のアプリケーションに最適
ネジ式／最大耐圧 0.5 MPa

360°電磁波 (EMC) シールド搭載 (VG 95373-41:1997 に準拠 )
高い耐腐食性

スピンドルロッキング
操作しやすいクイックロックシステム
省スペース設計
堅牢な樹脂または金属ハウジング
高い着脱回数 ( 最大 3 万回 )
保護等級 IP 50 / 65 に対応
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2 分割式ハウジング
• 容易なアセンブリを可能にする”ハーフシェル設計”

• オプションのグリッド金属シートによりバンドリングとストレインリリーフ
をひとまとめに

• 調整可能なケーブル引出口
• 保護等級 IP 4X 対応

ハウジングカラー：

樹脂製

ケーブルフード
ケーブル引出口サイド タイプ

ケーブルフード XXL

ベース ハウジング

ボ ックスベース ハウジング

ケーブル引出口サイド タイプ
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ケーブルフード
ケーブル引出口サイド タイプ

ベース ハウジング

ボ ックスベース ハウジング

金属製

他のハウジングタイプも特注でご利用頂けます。

レバーロッキング
両サイドロッキング:
省スペースロッキング
横に並べて取付可能
両手で安全な操作

(着脱回数5,000回以上)
簡単に取り換え可能なロッキングレバー
軽量で堅牢な樹脂タイプ
もラインナップ
保護等級IP 65対応

レバーロッキング:
質の高いロッキング

( 着脱回数 5,000 回以上 )

高い信頼性 :

豊富なバラエティー
保護等級 IP 65 対応

ケーブルフード

ケーブルフード

ケーブル引出口サイド タイプ

ケーブル引出口トップタイプ

ボ ックスベース ハウジング

ケーブル ケーブル用フード

耐寒 性

ケーブルフード XXL

耐熱 性

耐 振 動性

ケーブルフード XXL

ケーブル引出口サイド タイプ

ケーブル引出口トップタイプ

ケーブルフード

ベース ハウジング

ケーブル引出口サイド タイプ

防水・防塵性

ベース ハウジング

ボ ックスベース ハウジング

ZERO

コンパクトでダイナミックな樹脂ハウジング

ODU-MAC® シリーズの ODU-MAC ZERO は、複数の異なる媒
体をつなぐ、省スペースなハイブリッドコネクタです。動力学的な
ハウジングデザインには、伝送、電源、データレートおよび同軸
モジュールから、最大 9 ユニット を実装できます。アルミフレーム
ではなく、組立て用のレールが一体化した樹脂ハウジングのた
め、磁性部品は不要になりました。

着脱回数最大 6 万回
コンパクトで軽量なデザイン
非磁性タイプ
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ケーブル引出口

ケーブル引出口

ケーブル引出口

非磁性

スナップインロッキング
•

スナップフィットとシーリングストリップにより、素早く安全に
ハウジングをロック ( 摩擦式ロッキング機構 )

• 低挿抜力 ( ハウジング挿抜力：約 7 N) が瞬時の取外しを実現
( 緊急時の取外しが可能なブレークアウェイ機能 )

アクセサリ
ODU-MAC® シリーズの 全製品に関して、豊富なアクセサリがご 利用頂けます。様々
な種 類の 保護カバー、ケーブル クランプ、縮小アダプタ、ブラインドグロメット、変換アダ
プタ、ケーブルベンドリリーフ、ロックナ ット の中からお選び 頂けます。
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製造拠点
ドイツ
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Otto Dunkel GmbH
ODU (Shanghai) Connectors Manufacturing Co. LTD
ODU Mexico Manufacturing S.R.L. de C.V.
ODU Romania Manufacturing S.R.L.
ODU-USA Inc.
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