Connector
コネクター

SGC-25

\300

T 型 2P コネクター
オス、メス 1 ペア

SGC-24
\220
7.2V タミヤ黒コネクター 1 ペア
オス・メス各 1 個入

SGC-24F
\220
7.2V タミヤ黒コネクター
メス 2 個入

7.2V TAMIYA black connector (each 1 pcs. of 1 pair/male/female)

7.2V TAMIYA black connector (Female 2pcs.)

SGC-25F

\400

T 型 2P コネクター
メス４個入

T-type 2P Connector Male, Female 1 pair

SGC-25M

\400

T 型 2P コネクター
オス４個入

T-type 2P Connector Female 4 pieces

T-type 2P Connector Male 4 pieces

SGC-24M
\220
7.2V タミヤ黒コネクター
オス 2 個入
7.2V TAMIYA black connector (Male 2pcs.)

SGC-22
\340
7.2V タミヤメス黒コネクター
14G ワイヤー 100mm 付
7.2V Tamiya female black connector 14G wire with 100mm

SGC-23
\340
7.2V タミヤオス黒コネクター
14G ワイヤー 100mm 付
7.2V Tamiya male black connector 14G wire with 100mm

ロス抵抗の少ないヨーロピアンコネクターに利便性を追求した新タイプのハウジングをセットしました。端子を保護してコンパクト。
＋、−極性を間違えない形状で ESC の接続やバッテリーの充電に最適です。メス内径φ3.5mm

SGC-27
\400
T 型 2P コネクターオス
14G ワイヤー 100mm 付

SGC-28
\400
T 型 2P コネクターメス
14G ワイヤー 100mm 付

T type 2P connector male (14G wire 100mm )

T type 2P connector Female (14G wire 100mm )

SGC-29
\400
ハウジング付スモールヨーロピアン
コネクターオス 14AWG 100mm

SGC-30
\400
ハウジング付スモールヨーロピアン
コネクターメス 14AWG 100mm

SGC-34
\680
ハウジング付スモールヨーロピアン
コネクターセット 1 ペア 14AWG 100mm

Small European Connector Male with Housing 14AWG 100mm

Small European Connector Female with Housing 14AWG 100mm

Small European Connector with Housing 1pair 14AWG 100mm

T 型 2P タイプのブラックコネクターです。抜き差ししやすいように細いリブがついています。
住友収縮チューブ付属。

SGC-62
\360
T 型 2P コネクター 1 ペア
オス･メス各 1 個入 ブラック

SGC-62F
\600
T 型 2P コネクター
メス４個入 ブラック

SGC-62M
\600
T 型 2P コネクター
オス４個入 ブラック

SGC-26
\400
ハウジング付スモールヨーロピアン
コネクター 1 ペア / オス・メス各 1 個入

SGC-26F
\500
ハウジング付スモールヨーロピアン
コネクター メス 4 個入

T-type 2P Connector Male, Female 1 pair Black

T-type 2P Connector Female 4 pieces Black

T-type 2P Connector Male 4 pieces Black

Small European connector with housing (each 1 pcs. of 1 pair/male/female)

Small European connector with housing (4 Female pcs.)

T 型 2P コネクターを大幅に上回る性能、安全性を持つ次世代型コネクター XT60 を発売いたします。誤接続の無い
形状を持つ樹脂ハウジングは熱に強く、耐電流 80A 以上で大容量リポバッテリーに対応します。24K メッキの端子
部はスリット付きで大変はんだ付けしやすくなっています。適合ワイヤーは AWG12,14 ゲージとなります。当社オ
リジナル商品としてハウジングの色はブラックとしました。

SGC-44

\320

XT60 コネクター 1 ペア
オス･メス各 1 個入 ブラック
XT60 connector Male, Female 1 pair Black

SGC-79
\500
XT30 コネクター
( オス & メス 2 ペア )
XT30 connector (male & Female 2 pairs)

SGC-44F

\600

XT60 コネクター
メス 2 個入 ブラック
XT60 connector Female 2 pieces Black

SGC-79F
\500
XT30 コネクター ( メス 4 個 )
XT30 connector (Female 4pcs.)

SGC-44M

\600

SGC-63

\560

XT60 コネクター
オス 2 個入 ブラック

大容量アンチスパークコネクター
XT90-S( オス , メス 1 ペア )

XT60 connector Male 2 pieces Black

Anti Spark connector XT90-S (male & Female 1 pair)

SGC-79M
\500
XT30 コネクター ( オス 4 個 )
XT30 connector (male 4pcs.)

SGC-63F

\680

連続 90A, 瞬間 120A の高電流に
対応する大容量ゴールドコネク
ター。アンチスパーク機能内蔵
で接続時にバチッときません。
ハンダ端子部分を完全に耐熱樹
脂で覆うので安心です。AWG08
ゲージまで使用可能。

SGC-63M

\500

大容量アンチスパークコネクター
XT90-S( メス 2 個 )

大容量アンチスパークコネクター
XT90-S( オス 2 個 )

Anti Spark connector XT90-S ( Female 2Pcs.)

Anti Spark connector XT90-S ( Ｍale 2Pcs.)

A123 タイプから JST-XH タイプに
変換するバランスチャージ
コネクターです。

Balance Wire
バランス充電用
コネクター

タミヤ製 Li-fe バッテリー
など A123 コネクターを
使用しているバッテリー
を車体に載せたままで
も充電できるバランシ
ングワイヤーです。

2S リポバッテリーを
車体に載せたままで
も充電できる 400mm
のコード長のバランシ
ングワイヤーです、
コネクターは JST-XH
タイプ。

SGC-33
\200
タミヤ Li-Fe 用バランス
チャージコネクター
Lipo battery balance charge connector (2 cells/three pins)

SGC-40
\340
バランシングワイヤー JST-XH 2S
400mm
400mm of balancing wire (JST-XH 2S)

リポバッテリーをヘリ機体に載せたまま充電できる 400mm コードの延長バランスコードです。
3S,4S,6S を用意しました。

SGC-41
\340
バランシングワイヤー A123 2S
400mm
400mm of balancing wire (A123 )

2S バランスコネクターを
変換ボードを使用せず充
電器 (6S コネクター仕様 )
からダイレクトにバッテ
リーに接続できます。
取り回しがシンプルにな
ります。コード長 300mm

SGC-53
\360
バランシングワイヤー
（JST-XH 3S）400mm

SGC-54
\380
バランシングワイヤー
（JST-XH 4S）400mm

SGC-55
\400
バランシングワイヤー
（JST-XH 6S）400mm

400mm of balancing wire (JST-XH 3S)

400mm of balancing wire (JST-XH 4S)

400mm of balancing wire (JST-XH 6S)

SGC-59
\600
Lipo2S バランスコネクター
ダイレクト仕様 300mm
Lipo2S balance connector (direct specification)300mm
同サイズの 2S リポバッテリー 2 本を直列接続し、4S
バッテリーとして同時充電する為の 2 又バランシング
ワイヤーです。JST-XH オスは 4S, メスは 2S×2 左記の
コネクターと合わせてご使用下さい。
コード長 400mm(4S が充電できる充電器をご使用下さ
い。）※SGC-38,39 は接続を間違えるとショートして大変
危険です。配列を良く確認し充分注意して自己責任で使
用して下さい。
当社では使用に伴う事故、負傷、損害について
一切責任を負いません。

SGC-51
バランスコネクター
2S(JST-XH) 2 ペア

\260

Balance connector 2S(JST-XH) 2 pairs

SGC-51M
バランスコネクター
2S(JST-XH) オス 2 個

\160

SGC-51F
バランスコネクター
2S(JST-XH) メス 2 個

Balance connector 2S(JST-XH) males 2Pcs.

\160

Balance connector 2S(JST-XH) Females 2Pcs.

SGC-39
\400
直列バランシングワイヤー
JST-XH 2S×2 400mm
Series balancing wire (JST-XH 2S×2) 400mm

Sensor Harness
ブラシレス用
センサーハーネス

SGC-56A
\600
フレキシブルセンサー
ハーネス (80mm)
Flexible Sensor Harness(80mm)

\600
SGC-56B
フレキシブルセンサー
ハーネス (120mm)
Flexible Sensor Harness(120mm)

\600
SGC-56C
フレキシブルセンサー
ハーネス (200mm)

\800
SGC-56D
フレキシブルセンサー
ハーネス (280mm)

Flexible Sensor Harness(200mm)

Flexible Sensor Harness(280mm)

SGC-56 シリーズ
従来の物と比較して柔らかく
取り回しがしやすいブラシレ
スモーター用センサーハーネ
スです。4 種類の長さを用意
しました。
SGC-69A
\340
フレキシブルセンサーハーネス
ブラシレスモーター用 70mm

SGC-69B
\340
フレキシブルセンサーハーネス
ブラシレスモーター用 80mm

SGC-69C
\360
フレキシブルセンサーハーネス
ブラシレスモーター用 100mm

SGC-69D
\360
フレキシブルセンサーハーネス
ブラシレスモーター用 120mm

Flexible sensor harness (for Brushless motor)70mm

Flexible sensor harness (for Brushless motor)80mm

Flexible sensor harness (for Brushless motor)100mm

Flexible sensor harness (for Brushless motor)120mm

SGC-69 シリーズ
従来品より自在に曲げられ、
更に取り回ししやすくなり
ます。ハウジングを黒に変
更し、新たにサイズを増や
し選択の幅を広げました。
SGC-69E
\360
フレキシブルセンサーハーネス
ブラシレスモーター用 130mm

SGC-69F
\380
フレキシブルセンサーハーネス
ブラシレスモーター用 160mm

SGC-69G
\400
フレキシブルセンサーハーネス
ブラシレスモーター用 180mm

SGC-69H
\400
フレキシブルセンサーハーネス
ブラシレスモーター用 220mm

Flexible sensor harness (for Brushless motor)130mm

Flexible sensor harness (for Brushless motor)160mm

Flexible sensor harness (for Brushless motor)180mm

Flexible sensor harness (for Brushless motor)220mm

Cable
for charging
充電用ケーブル
バナナプラグタイプ

SGC-20
\600
充電ジャック＆タミヤオス
黒コネクターコード
Charge Jack & TAMIYA male black connector code

ヨーロピアン端子を持つハードケース Lipo
バッテリー用充電コードです。2S バランス
コネクターは変換ボードを使用せず充電器
(6S コネクター仕様 ) からダイレクトにバッ
テリーに接続できます。取り回しがシンプ
ルになります。
車載でも充電可能なコード長 600mm

GP カー、送受信機用バッテリーなど小型リポ
をバランスコネクター (6S から 2S) だけで充電
するコードです。取り回しがシンプルになりま
す。車載でも充電可能なコード長 600mm。
※バランスコネクターのみでの充電ですので必
ず 1C 充電で行い、最大でも 2.5A 以下で行って
ください。又、走行用バッテリーは絶対に充電
しないで下さい。

SGC-60
\1,300
Lipo2S ヨーロピアン
充電コード
Lipo2S European Charging Cable
1S リポ充電などダイレクトに使用できるコネ
クターと電源ジャックを合わせたコネクター
コードです。コード長 400mm。

SGC-76
\640
Φ4 ヨーロピアン & 電源ジャック付
コネクターコード 400mm

SGC-21
\600
充電ジャック＆T 型 2P オス
コネクターコード
Charge Jack &T type 2P male connector code

SGC-57
\900
TX,RX 充電コネクター
( タミヤコネクター変換付 )
TX, RX Charging Connector (with Conversion Tamiya Connector)

TX, RX Charging Connector (T type 2P with Connector Conversion)

RX レシーバーコネクターから 7.2V タミヤ
コネクターにして送受信機バッテリーの充
電をします。RX 用コネクターを外せばタ
ミヤ 7.2V 走行用バッテリーの充電にも使
用できます。コード長 300mm
※TX,RX 充電の場合、必ず 1C 充電で行い、
最大でも 2.5A 以下で行ってください。

RX レシーバーコネクターから T 型 2Ｐコネ
クターにして送受信機バッテリーの充電を
します。RX 用コネクターを外せば 2P7.2V
走行用バッテリーの充電にも使用できます。
コード長 300mm
※TX,RX 充電の場合、必ず 1C 充電で行い、
最大でも 2.5A 以下で行ってください。

耐電流に優れる XT60 オスコネクターと電源
ジャックを合わせたコネクターコードです。
コード長 400mm。

ハードケースリポ用コネクターと電源ジャッ
クを合わせたコネクターコードです。
コード長 400mm。

SGC-61
\1,300
小型 Lipo2S 用バランス
充電コード

SGC-73
\740
XT60 オス & 電源ジャック付
コネクターコード 400mm

SGC-74
\900
LipoΦ4 ヨーロピアン & 電源ジャック付
2S コネクターコード 400mm

SGC-75
\900
30A ワニ口 & 電源ジャック付
コネクターコード 400mm

Small Lipo2S for Balance Charging Cable

XT60 male & 4mm banana plugs attaching connector Lead 400mm

Lipo Φ 4 European & 4mm banana plugs attaching 2 S connector Lead 400mm

Medium size clip & 4 mm banana plugs Lead 400 mm

Cable
for charging
充電用ケーブル
トイドローン＆室内ヘリ

Φ4 European & 4mm Banana plugs attaching connector Lead 400mm

SGC-83
\600
マルチ変換マイクロコネクター
( トイドローン & 室内用ヘリ )
Multi conversion microconnector Toy drone & indoor helicopter

Cable
for charging
充電用ケーブル
XT60 コネクタータイプ

SGC-91
\1400
XT60 メス -2S 用バランス
充電コード 40cm

SGC-93
\1400
XT60 メス -4mm ヨーロピアン
充電コード 40cm

SGC-94
\740
XT-60 メス &2P オスコネクター
コード (400mm)

XT60-Small Lipo2S balance charge code 40cm

XT60 Female-4mm Europian charge Code(400mm)

XT60 Female&2P Male Connector Code(400mm)

送受信機用小型 Lipo バッテリーに 2S バラン
スコネクターでの充電ができます。シリコン
ブラックコード 40cm。充電器側のコネクター
が XT60 の物に対応します。

変換ボードを使用せずダイレクトに Lipo バッ
テリーのバランス充電ができます。4mm ヨー
ロピアンバッテリー用。シリコンブラック
コード 40cm。充電器側のコネクターが XT60
の物に対応します。

XT60 メスと 2P オスを 14AWG ワイヤで組み
合わせた延長コードです。
ワイヤーはブラックで統一しました。
コード長 400mm

SGC-3
\500
受信器変換コネクター
チャージ用

SGC-4
\580
充電用小型 2 ピンコード
500mm

SGC-6
\600
充電 BEC コネクター付
バナナジャック

RX conversion connector (for charge)

Small 2-pin cord 500mm for charging

Cable
for charging
送信機、受信器用

SGC-58
\900
TX,RX 充電コネクター
(T 型 2P コネクター変換付 )

Banana jack with charging BEC connector

Battery
Cable
バッテリー用ケーブル

SGC-31
\700
リポバッテリー用 T 型 2P
コネクター JST-XH タイプ

SGC-32
\700
リポバッテリー用タミヤ
黒コネクター JST-XH タイプ

SGC-42
\460
走行用リポバッテリーコネクター
タミヤコネクター

SGC-43
\460
走行用リポバッテリーコネクター
2P コネクター

T type 2P connector for Lipo battery (JST-XH type)

TAMIYA black connector for Lipo battery (JST-XH type)

Lipo battery connector for running (TAMIYA connector)

Lipo battery connector for running (2P connector)

Conversion
Connector
SGC-85
\800
T 型 2P＆L 型ヨーロピアン
コネクター 5mm

SGC-88
\800
T 型 2P＆L 型ヨーロピアン
コネクター 4mm

T type 2P&Low profile 5mm Bullet connector(2S Li-po)

T type 2P&Low profile 4mm Bullet connector(2S Li-po)

\400
SGC-19A
\400 SGC-19B
T 型 2P コンパクト変換コネクター T 型 2P コンパクト変換コネクター
(2P メス & タミヤオス )
(2P オス & タミヤメス )
T type 2P compact conversion connector (2P male & TAMIYA female)

T type 2P compact conversion connector (2P Female & TAMIYA male)

変換コネクター

SGC-80
\500
XT60&T 型 2P 変換コネクター
(XT60 オス &2P メス )2 個入
XT60 & T 2P conversion connector (XT60 male & 2P female) 2 pcs.

SGC-81
\500 SGC-82
\540
T 型 2P コンパクト変換コネクター T 型 2P コンパクト並列コネクター
(2P メス &XT60 オス )
(2P メス &2P オス ×2)
T type 2P compact conversion connector (2P Female &XT60 male)

T compact type 2P parallel connector (2P Female &2P male ×2)

同サイズのバッテリーを直列につなぎ 2 本同時の使用や
充電ができるコネクターです。リポバッテリーを充電す
る時は必ず直列バランシングワイヤーも合わせてご使用
下さい。( リポ 2 本使用する場合、4 セル対応の充電器、
ESC をご使用下さい。）※SGC-38,39 は接続を間違えると
ショートして大変危険です。配列を良く確認し充分注意
して自己責任で使用して下さい。当社では使用に伴う事
故、負傷、損害について一切責任を負いません。

SGC-89
\500
T 型 2P&XT30 充電用変換コネクター
( 小型レーシングドローン用 )

SGC-90
\500
XT60 メス &2P オス コンパクト
変換コネクター

Conversion connector for T type 2P&XT30 charge (for small racing drone)

XT60 Female &2P male compact conversion connector

Light Unit
Conversion
Connector
ライトユニット
変換コネクター

SGC-38
\460
バッテリー用 2 又直列
コネクター 汎用 14AWG
Two-pronged series connector for battery 14AWG (general purpose)

SGC-52
\160
タミヤライト用ハウジング
オス 2 個
Housing males for TAMIYA Light Unit 2Pcs.

Gold Bullet
Connector
ゴールドバナナコネクター

SGC-65
\640
リポ用Φ5 バナナコネクター
(4 個入 )
Φ5 Gold Bullet connector (4 pcs.)

SGC-98
\700
リポ用Φ4 バナナコネクター
(4 個入 )
Φ4 Gold Bullet connector (4 pcs.)

SGC-72
\400
5mm-4mm ヨーロピアン
変換プラグ 2 個入
5mm-4mm Bullet Reducer 2 pcs.

SGC-35
\300
ヨーロピアンコネクター
3.5 オス、メス 2 ペア入

SGC-35F
\300
ヨーロピアンコネクター
3.5 メス 4 個入

SGC-36
\340
ヨーロピアンコネクター
4.0 オス、メス 2 ペア入

SGC-36F
\340
ヨーロピアンコネクター
4.0 メス 4 個入

European connector 3.5 (male & Female 2 pair)

European connector 3.5 (Female 4 pcs.)

European connector 4.0 (male & Female 2 pair )

European connector 4.0 (Female 4 pcs.)

SGC-36M
\400
ヨーロピアンコネクター
4.0 オス 4 個入
European connector 4.0 (male 4Pcs.)

4mm サイズの L 型コネクターです。
2 ピースのコネクターを削りだし樹
脂カバーで覆いスマートな形状。
ドリフト用などに最適です。

SGC-86
\1400
L 型 2 ピースコネクター
(4mm) 2 個入
Two piece L type 4mmBullet connector with POM Cover 2 pcs.

安定化電源や充電器に入力できる
ヨーロピアンタイプのバナナプラ
グです。導電性の高いゴールドピ
ンを使用。

SGC-45
\300
バナナコネクターセット
（赤、黒）ゴールドプラグ
Banana connector set (red & black) gold plug

Gold Bullet
Connector
2mm レーシングドローン
ミニッツブラシレスモーター

SGC-77
\1300
ヨーロピアンコネクター 2mm
ショート オス / メス 12 ペア

SGC-77F
\550
ヨーロピアンコネクター 2mm
ショート メス 12 個入

SGC-77M
\500
ヨーロピアンコネクター 2mm
ショート オス 6 個入

European connector 2 mm short male/Female 12 pairs

European connector 2 mm12 short Female pcs.

European connector 2 mm 6 short male pcs.

SGC-48
\200
2mm ヨーロピアンコネクター
Ｃ( バランス用 ) オス 4 個
2mm European connector C (for balance) 4 males

Servo
Other
サーボ、BEC 他

SGC-46
サーボコネクター
（フタバ ,KO)1 ペア

\200

Servo connector (FUTABA & KO) 1 pair

SGC-50F
\350
サーボ用延長コード 50 ミリ
フタバ、KO 用

SGC-50J
\350
サーボ用延長コード 50 ミリ
サンワ、JR 用

Extension cord for servo 50 mm(for FUTABA & KO)

Extension cord for servo 50 mm(for SANWA & KO)

SGC-47
サーボコネクター
（サンワ ,JR)1 ペア

\200

Servo connector (Sanwa & JR) 1 pair

SGC-70
\500
フタバ ,KO コネクター
メス 4 ペア
FUTABA & KO connector Female 4 pairs

SGC-200F (200mm)
SGC-300F (300mm)
SGC-400F (400mm)
サーボ用延長コード
フタバ、KO 用

各

\600

Extension cord for servo (for FUTABA & KO)

SGC-71
\500
サンワ ,JR コネクター
メス 4 ペア
Sanwa & JR connector Female 4 pairs

SGC-200J (200mm)
SGC-300J (300mm)
SGC-400J (400mm)
サーボ用延長コード
サンワ、JR 用

各

\600

Extension cord for servo (for SANWA & KO)

SGC-49
\200
BEC コネクター 2 ペア
BEC connector 2 pairs

Connector
for Electric Gun
電動ガン用コネクター

電動ガンで使用頻度の高いミニサイズのコネクターです。収縮チューブ付。

SGC-87
\500
ミニ T 型 2P コネクター
( オス / メス 2 ペア )
Mini T type 2P connector (male/Female 2 pairs)

SGC-87F
\500
ミニ T 型 2P コネクター
( メス 4 個 )
Mini T type 2P connector (4 Female)

SGC-87M
\500
ミニ T 型 2P コネクター
( オス 4 個 )
Mini T type 2P connector (4 male)

電動ガンで使用頻度の高いミニ S タイプのコネクターです。

SGC-84
\500
電動ガン ミニ S タイプ ブラック
コネクター ( オス / メス 2 ペア )

SGC-84F
\500
電動ガン ミニ S タイプ ブラック
コネクター ( メス 4 個 )

SGC-84M
\500
電動ガン ミニ S タイプ ブラック
コネクター ( オス 4 個 )

SGC-84S
\500
電動ガン ミニ S タイプ ブラック
コネクター ( オス / メス 2 ペア )

Electric gun mini S type black connector (male / female 2 pair)

Electric gun mini S type black connector (4 Female)

Electric gun mini S type black connector (4 male)

Electric gun mini S type black connector (male / female 2 pair)

Connector
for Brushless Motor
ブラシレスモーター用
コネクター

ブラシレスモーターと ESC の接続を容易にする 3 連コネクターです。高い通電性と耐久性を両立した高品質
3.5 スモールヨーロピアンコネクターを使用し、ハウジングの色はブラックとしました。

SGC-37
\440
3 連ハウジング付 3.5 ヨーロピアン
コネクター ブラシレスモーター用 1 ペア

SGC-37M
\440
3 連ハウジング付 3.5 ヨーロピアンコネクター
ブラシレスモーター用 オス 2 セット

3.5 European connector with 3 housings 1 pair for brushless motor

3.5 European connector with 3 housings Male 2 sets for brushless motor

Connector
for Battery Checker
バッテリーチェッカー用
コネクター

3.5 European connector with 3 housings Female 2 sets for brushless motor
タミヤブラシレスモーター用の 3.5mm
コネクターです。半田付けしやすい形状です。

SGC-97
\600
Φ3.5mm タミヤブラシレス
モーター用コネクター (3 個入 )

SGC-68
\500
バッテリーチェッカー用
コネクター

3.5mm connector for Tamiya brushless motor (3pcs)

Connector for the battery checker

Connector
for Servo Connector
NEW サーボコネクター

SGC-37F
\440
3 連ハウジング付 3.5 ヨーロピアンコネクター
ブラシレスモーター用 メス 2 セット

SGC-99
サーボコネクター
フタバ /KO 用 １ペア

\240

Servo Connector for FUTABA/KO (1Pair)

SGC-100
サーボコネクター
サンワ用 １ペア

\240

Servo Connector for SANWA (1Pair)

