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リーフコン―フレキシブルフラットケーブル
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フレキシブルフラットケーブルとは導体を並列に配置し薄型化することにより、
機器内部の高密度化に適したケーブルです。屈曲性にも優れ機器可動部にも使用できます。
TOTOKUのフレキシブルフラットケーブルを総じてLEAFCONNと称しています。

特長 メリット 基本仕様

・ピッチ：0.5mm～1.25mm

・芯  数：1本～
・めっき：スズ・金
・耐  熱：80℃・105℃

こんなことも可能です

インピーダンス整合

インピーダンス整合 ＋ 高耐熱

高耐熱着色テープ
（標準色は白色、写真は黒色）

異種導体のラミネート

特長

メリット

基本仕様
・ピッチ：0.5mm
・めっき：金
・耐   熱：80℃・105℃
・特性インピーダンス（差動）：85～100 Ω

※1：「V-by-One」は、ザインエレクトロニクス株式会社の登録商標です。

スリット加工
挿抜回数の削減に貢献

積層
多信号送信に貢献

軽量導体
機器の軽量化に貢献

詳細はお問合せください。

丸線のラミネート シールド
ノイズ対策に貢献

幅広導体
大電流に貢献

特長

メリット

基本仕様

特長

メリット

基本仕様

・８K画像等の高精細な画像信号を薄型のケーブルで伝送可能。 
・サーバー内の高速信号の伝送が可能。 
・必要なインピーダンスへ調整が可能。 

・インピーダンス整合した高速信号伝送に適したケーブル。 
・V-by-One®（※1）US規格に適合。 

・ピッチ：0.5mm
・めっき：金
・耐   熱：125℃

・高温となる付近の高速信号伝送用内部配線が可能。 
・必要なインピーダンスへ調整が可能。 

・インピーダンス整合した高耐熱ケーブル。 

・ピッチ：0.5mm～1.25mm
・めっき：スズ・金
・耐   熱：125℃

・高温となる付近の内部配線が可能。

・高耐熱・高耐湿性能125℃（125℃ 1008h）に対応したケーブル。 
・表面処理はスズめっき・金めっきに対応可能。 

・極薄でフレキシブル・軽量なケーブルを実現して
います。
・超長尺なケーブルにも対応可能です。
▶3㎝～10mまでの任意の長さで製造可能です。
・多様な折り曲げ加工、シールド加工が可能です。
▶ご指定いただいた形状、仕様に追加工いたします。
・ウィスカー進行を抑え、狭ピッチ仕様の短絡事
故を防ぎます。

・UL対応
▶当社LEAFCONNはUL規格に準拠しております。
▶難燃グレードはVW-1に準拠しております。 

・プリンター・スキャナ等の可動部での
配線が可能です。

・極薄なため、狭いスペースでの配線
が可能で、機器の小型化・軽量化が
できます。
・シールド加工によりノイズ対策が必
要な機器にもご使用いただけます。

・機器内の状態に合わせた自由な配
線が可能です。 
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