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金属メッシュ／Metal mesh

端子／Terminal

特性／Properties

■ 表面抵抗値…………………０．００２Ω（ＧＦＧＳＴ-５０-８-Ｍ３の端子間抵抗値）
● �Surface resistance …… 0.002Ω
� �（Value shown was measured with GFGST-50-8-M3 between both terminal 

ends）

金属メッシュを使用したEMCグランディング材
Metal mesh employed EMC grounding material

金属箔を使用したEMCグランディング材
Metal foil employed EMC grounding material

■ 金属線を筒編み状にしたものを絶縁被覆で覆い、柔軟性に優れています。
■導電部は金属メッシュを使用し、表面積が大きく高周波領域でのインピーダンス特性に優れます。

● Excellent flexible structure comprises metal wires braided into a cylinder mesh, coated with insulator.
● Large surface area of conductive mesh provides excellent impedance characteristics in the 

high frequency range.

■ 金属箔を被覆で覆い、柔軟性に優れ、狭いスペースでの
使用が可能です。

● Flexible coated metal foil allows applications in 
narrow space configurations.

Feature

Feature

特　長

特　長

■メッシュ／スズメッキ銅線
■端　�子／丸型端子
■被　�覆／熱収縮チューブ（色調：ブラック）

● Mesh / Tinned copper wire
● Terminal / Round terminal
● Coating / Heat shrink tube 

(Color：black)

Material材　料

■ ①銅箔／タフピッチ銅（ｔ０．１ｍｍ）
■②熱収縮チューブ／ポリオレフィン
●①Copper foil / Tough Pitch Copper (t0.1mm)
● ②Heat shrink tubing / Polyolefin

Material材　料

FGメッシュ 
FG MESH／FGM

ＦＧストラップ 
FG STRAP／GFGST

■ �M3ねじ取付タイプ／M3 screw assembly type� 単位／Unit：mm

品番
Part�No. A （B） C

FGM-50-M3  50

 8.5 2.5
FGM-100-M3 100
FGM-150-M3 150
FGM-200-M3 200

■ M4ねじ取付タイプ／M4 screw assembly type� 単位／Unit：mm

品番
Part�No. A （B） C

FGM-50-M4  50

 8.5 2.5
FGM-100-M4 100
FGM-150-M4 150
FGM-200-M4 200
※上記以外のサイズについては営業までお問い合わせ下さい
※Please contact our sales department for sizes outside of 

those specified.

品番／Part�No. A B

M3
GFGST-50-8-M3 50 Φ3.2
GFGST-100-8-M3 100 Φ3.2
GFGST-150-8-M3 150 Φ3.2

M4

GFGST-50-8-M4 50 Φ4.2
GFGST-100-8-M4 100 Φ4.2
GFGST-130-8-M4 130 Φ4.2
GFGST-150-8-M4 150 Φ4.2
GFGST-220-8-M4 220 Φ4.2

サイズバリエーション／Size variation

インピーダンス特性／Impedance characteristics

周波数（MHz）
Frequency GFGST-50-8-M3 GFGST-100-8-M3

1 0.13 0.28
25 3.19 7.01

100 12.79 28.38
500 72.03 225.57

単位／Unit：Ω

※仕様及び特性は代表的な値であり保証値ではありません。性能向上及び仕様変更のため予告無く変更することがあります。
※All specifications and characteristics shown herein are typical values, but are not guaranteed.
※All specifications and characteristics shown herein are subject to change without notice for improvements or changes in specification.

EMC Grounding partsEMC PRODUCTS

ご使用に際しては仕様についてのお打ち合わせをお願いします。 製品の改良などを目的として記載内容は予告なく変更することがあります。
Please consult us before use about your applications. The contents or products described in this catalog may change without notice due to product improvements and other reasons.


