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付属コネクタ
Attached connector

熱収縮チューブ
Thermal contraction tube

熱収縮チューブ
Thermal contraction tube

2000±50アクチュエータ側
To actuator

●ラインドライバBox付き延長ケーブル
ラインドライバ対応ドライバへの直結タイプ

　Extension cable with line driver box
Direct connection type to driver for line driver.

MA-321-030（L=3m± 50mm）  
MA-321-050（L=5m± 70mm）  
MA-321-100（L=10m± 100mm）

●コネクタ変換ケーブル
オープンコレクタで使用する際のケーブルです。

　Actuator connection cable
This cable is used for open collector type.

●ラインドライバBox付き延長ケーブル
MA-322-XXXのコネクタをお客様装置のパネルに固定して
使用される場合。ドライバとは直結できません。

　Extension cable with line driver box
When MA-322-XXX connector is fixed to your panel unit.  
This cannot be directly connected to the driver.

MA-322-030（L=3m± 50mm）  
MA-322-050（L=5m± 70mm）  
MA-322-100（L=10m± 100mm）

●ロボットケーブル
リニアアクチュエータケーブル長さ 200mm
タイプのみで使用可能です。

　Robot cable
This cable can be used only when the actuator, 
whose cable length is 200mm, is selected.

※ オープンコレクタ状態で保証できる長さは、2.5m迄です。オープンコレクタ仕様アクチュエータをご使用でMA-175-020を選定される場合は、
アクチュエータ型番の末尾に(03)をつけたアクチュエータケーブル長さ200mm仕様をご指定ください。
The prompt transmission of electric current and signals is guaranteed only when the total cable length is within 2.5m for Open Collector. 
Please add -03 (actuator cable length:200mm) at the last part of Open Collector model type with MA-175-020.

※ オープンコレクタ状態で保証できる長さは、2.5m迄です。オープンコレクタ仕様アクチュエータをご使用でMA-171-020を選定される場合は、
アクチュエータ型番の末尾に(03)をつけたアクチュエータケーブル長さ200mm仕様をご指定ください。
The prompt transmission of electric current and signals is guaranteed only when the total cable length is within 2.5m for Open Collector. 
Please add -03 (actuator cable length:200mm) at the last part of Open Collector model type with MA-171-020.

※ アクチュエータ、ドライバに受け側コネクタは添付されていますので、お客様で製作することも可能です。(コネクタ形状は異なります。)
Connectors for cable are accompanied with actuator and driver so that you can make your own cable by yourself (The shapes of connectors are different from 
the drawing).
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●ロボットケーブル
オープンコレクタドライバ直結タイプ
リニアアクチュエータケーブル長さ200mmタイプのみで使用可能です。

　Robot cable
This cable is connected directly to the open collector type driver.
This cable can be used only when the actuator, whose cable 
length is 200mm, is selected.

MA-171-020

1. MRP-25F01 (本多通信工業  HONDA TSUSHIN KOGYO CO., LTD.)
2. H4P-SHF-AA (日本圧着端子 J.S.T. Mfg. Co., Ltd.)                         
3. DF1B-24DS-2.5RC (ヒロセ電機 HIROSE ELECTRIC CO., LTD.)                     
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