
目次

Index 

はじめに・H ・H ・.....・H ・.....・H ・－－…...・H ・.....・H ・.....・H ・.....・H ・.....・H ・.....・H ・・・l 

lntroductio『1

NTCサーミスタの基本特性と基本定披 ...・H ・－－…...・H ・.....・H ・.....・H ・－－…2

Basic constant and characteristics of NTC thermistors 

太泉サーミスタの特徴…...・H ・.....・H ・.....・H ・－－…...・H ・.....・H ・.....・H ・－－……3
Introduction of the Distinguished Ohizumi Products and its Characteristics 

昂番の表し方…・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・4
How to read "OhizL』『nipa代sdescription・ (Parts numba「）

400℃サーミスタNGHシリーズ ...・H ・H ・H ・－－…...・H ・－－…...・H ・－－…...・H ・・・5
400℃Max. Glass sealed thermistor NGH series 

GRCサーミスタNGAシリーズ …...・H ・.......・H ・－－…...・H ・－－…...・H ・......・H ・・・6
Glass sealed radial lead chip thermistor NGR series 

DHTサーミスタNOHシリーズ ...・H ・......・H ・－－…...・H ・－－…...・H ・－－…...・H ・・・7
Glass sealed double heat-sink chip thermistor NOH series 

角形チップサーミスタNSSシリーズ …...・H ・－－…...・H ・－－…...・H ・－－…...・H ・・・8
SMD chip thermistor NSS series 

角形チップサーミスタNSMシリーズ・H ・H ・.....・H ・.....・H ・.....・H ・.....・H ・－－…9
SMD chip thermistor NSM series 

ベアチップサーミスタNBCシリーズ …...・H ・－－…...・H ・－－…...・H ・.....・H ・・・10
Bare Chip thermistor NBC series 

リード付チッブザーミスタNRCシリーズ...・H ・－－…...・H ・－－…...・H ・.....・H ・・・11
Radial lead chip thermistor NRC series 

リード付ディスクサーミスタNRDシリーズ…・……………………………・・12
Radial lead disc thermistor NRD series 

NTCサーミスタセンサ自動車用 ...・H ・.....・H ・.....・H ・.....・H ・.....・H ・－－……13

NTC thermistor sensor for automobiles 

NTCサーミスタセンサ家電・住設機器用 ....・H ・....・H ・....・H ・－…....・H ・・・・15
NTC thermistor sensor for household and housing electronic appliances 

NTCサーミスタセンサ住設・産業機器用 ....・H ・－…....・H ・－…....・H ・－……16
NTC thermistor sensor for housing and industrial electronic appliances 

パリスタ／はじめに ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・17
Vari star /Introduction 

ZRシリーズ....・H ・....・M ・....・H ・－…....・H ・－…....・H ・－…....・H ・....・H ・.....・H ・・18
Z円series円adialType 

ZMシリーズ低圧・高エネルギー耐量タイプ ....・H ・－…・…....・H ・....・H ・－…21
ZM series Low voltage, High energy Type 

NSシリーズ・・・・．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．・・・・24

NS series 

PTCサーミスタ ・H ・H ・H ・H ・－－…...・H ・.....・H ・.....・H ・.....・H ・H ・H ・－－…...・H ・・・28
PTC Thermistor 











GRCサーミスタNGAシリーズ
Glass sealed radial lead chip thermistor NGR series 

用途 Applications 使用温度範囲

・給湯器用温度センサ Temperature sensor for hot water boiler. Operating temperature range:-55℃～300℃． 
・エンジン制御用温度センサ Temperaturesensor for engine con仕ol.

・エアコン用温度センサ Temperature sensor for air圃conditioner.

型
Type 

eNGR2型（NGR2・type)

eNGR4型（NGR4-type)

寸法

Dimension 

L (mm) D (mm) C (mm) 

3.5MAX. l .5MAX.φ0.20 

4.0MAX. 2.5MAX.φ0.35 

eNGR2型（NGR2・type)

面番
抵抗値 B定数（士2%)

Pa目sdescription Resistance B constant 

R25℃（口） 825/85(K) 

NGR2 202* 354G 2k 3540 

NGR2 302* 354G 3k 3540 

NGR2 1 03* 396G lOk 3960 

NGR2 203* 396G 20k 3960 

NGR2 303* 396G 30k 3960 

NGR2 503* 396G 50k 3960 

サーミス虫チップ Thermistorchip 

乙ガラスシール Glasssealed 

Jγ ジュメット線外径＝ C DUMETwi問 diameter=C

Di （厘Qτ］ 
70士2

eNGR4型（NGR4・type)

品番
抵抗値 B定数（士2%)

Pa同sdescription Resistance B constant 

R25℃（口） 825/85(K) 

NGR4 202* 354G 2k 3540 

NGR4 302* 354G 3k 3540 

NGR4 1 03* 396G lOk 3960 

NGR4 303串 396G 30k 3960 

NGR4 503* 396G 50k 3960 

6 ※改良のため予告なく変更する場合があります。
※Det創Isa「esubject to change without門口tic巴










































