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車載およびDC12V/24Vアプリケーション用標準マイクロISOプラグインリレー

形G8HN
豊富な品揃えで
各種アプリケーションにお応え
• DC12V、DC24V仕様
•高容量仕様
•サージ吸収、ダイオード仕様に対応可能
•防塵·防滴仕様に対応可能
•ブラケット、ゴムサスペンション仕様に対応可能
•高容量仕様はミニISO領域までカバー
•端子の温度上昇を抑えコネクタとの接続信頼性を向上

■用途例

■形式基準

注. ダイオード内蔵形も対応可

■種類

• 直流12V/24Vモータおよび抵抗制御
• 車載電装用直流アプリケーション（メインパワー、ラジエータファン、デフォッガ、ヘッドランプ、DC/DCコンバータ、　
商用車モーター制御アプリケーションなど）

形G8HN-□□□□-□□

①接点極数
1 ：1極

①②③

③保護構造
2 ：閉鎖形（ケース入り）
4 ：簡易プラスチックシール

②接点構成
Ａ ：1a接点
C ：1c接点

④ ⑤

④端子形状
T ：プラグインタブ端子

⑤サージ吸収機能
D ：ダイオード内蔵
R ：抵抗内蔵

⑥

⑥種類区分
J ：標準仕様
H ：高容量仕様

種類 端子形状 接点構成 保護構造
コイル定格

形式 特徴
電圧（Ｖ） 抵抗（Ω）

マイクロISO プラグインISO端子

SPST（1a）

閉鎖形
（ケース入り）

DC24 315.1 形G8HN-1A2T-RJ DC24
標準

DC12
95.9 形G8HN-1A2T-RJ DC12
124.2 形G8HN-1A2T-RH DC12 高容量

簡易
プラスチック
シール

DC24 315.1 形G8HN-1A4T-RJ DC24
標準

DC12
95.9 形G8HN-1A4T-RJ DC12
124.2 形G8HN-1A4T-RH DC12 高容量

SPDT（1c）

閉鎖形
（ケース入り）

DC24 315.1 形G8HN-1C2T-RJ DC24
標準

DC12
95.9 形G8HN-1C2T-RJ DC12
124.2 形G8HN-1C2T-RH DC12 高容量

簡易
プラスチック
シール

DC24 315.1 形G8HN-1C4T-RJ DC24
標準

DC12
95.9 形G8HN-1C4T-RJ DC12
124.2 形G8HN-1C4T-RH DC12 高容量
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G8HN 車載およびDC12V/24Vアプリケーション用標準マイクロISOプラグインリレー

■定格
●操作コイル

●開閉部

■性能

■梱包

注. 上記は特に記載がない限り、周囲温度+20℃、湿度65%以下の初期における値です。
＊1. 連続通電電流は使用周囲温度の最大値における値です。
＊2. 定格電圧操作によります。但し、バウンス時間は含まない。
＊3. DC500Vにて測定。
＊4. リーク電流1mA　50/60Hzにて1分間測定。
＊5. 最小発注単位は変更されることがあります。都度ご確認下さい。

定格電圧
（V）

コイル抵抗（Ω） 定格電流
（mA）

動作電圧
（V）

復帰電圧
（V）

使用電圧範囲
（V）

定格消費電力
（mW）端子間 （サージ吸収抵抗）

DC
12 95.9

（1.1k, 1/4W）
125 8.0以下 1.2以上 DC10～16 1502

12 124.2 97 8.0以下 1.2以上 DC10～16 1159
24 315.1 （4.3k, 1/4W） 76 16.0以下 2.4以上 DC20～32 1828

項目 性能概要
接点材質 銀合金
種類 標準形 高容量形
定格電圧 DC12V DC24V DC12V

定格負荷
N.O.側 抵抗負荷, 20A 抵抗負荷, 10A 抵抗負荷, 35A
N.C.側 抵抗負荷, 10A 抵抗負荷, 5A 抵抗負荷, 20A

突入電流
N.O.側 100A 50A 120A
N.C.側 60A 30A 60A

連続通電電流 ＊1
N.O.側 20A 10A 35A
N.C.側 10A 5A 20A

最小開閉電流 DC12V 1A （参考値）

項目 規格値
標準形 高容量形

定格電圧 DC12V DC24V DC12V

端子間電圧降下
N.O.側 200mV以下, 20A 200mV以下, 10A 200mV以下, 35A
N.C.側 200mV以下, 10A 200mV以下, 5A 200mV以下, 20A

動作時間 ＊2 10ms以下
復帰時間 ＊2 15ms以下

絶縁抵抗 ＊3
コイル-接点間 10MΩ以上
同極接点間 10MΩ以上

耐電圧 ＊4
コイル-接点間 AC500V 1分間
同極接点間 AC500V 1分間

耐振動
耐久 33Hz 43.1m/s2

誤動作（検知時間：1ms） 20～500Hz 43.1m/s2

耐衝撃
耐久 1000m/s2（作用時間：6ms）
誤動作（検知時間：1ms） 100m/s2（作用時間：11ms）

機械的耐久性 100万回以上
電気的耐久性 10万回
使用周囲温度 -40～+100℃
使用周囲湿度 35～85%RH
質量 20.0g

梱包形態 トレー
最小発注単位 ＊5 500個（50個×10段）
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G8HN 車載およびDC12V/24Vアプリケーション用標準マイクロISOプラグインリレー

0120-919-066 お問い合わせ 055-982-5015 または直通電話 （通話料がかかります。） 

■外形寸法 （単位：mm）

※指示なき寸法公差は
 1mm未満 ：　±0.1mm
 1～3mm未満 ：　±0.2mm
 3mm以上 ：　±0.3mm
 (　　)内は参考寸法とする

2

MADE IN

G8HN-

N.O.
1

2

35

11±0.5

25±0.5

15±0.5

4.8±0.1 0.8±0.1 0.8±0.1
6.3±0.1

1.5 1.5

3.5
8.0

2

1 5

9±0.15

14±0.15
8±0.15

3±0.5

3（極性＋側）

定格電圧表示

ロットNo.

原産国表示

形式表示

端子配置/内部接続図
（BOTTOM VIEW）

22.5±0.5

形G8HN（SPST）

※指示なき寸法公差は
 1mm未満 ：　±0.1mm
 1～3mm未満 ：　±0.2mm
 3mm以上 ：　±0.3mm
 (　　)内は参考寸法とする

2

MADE IN

G8HN-

11±0.5

25±0.5

22.5±0.5
15±0.5

4.8±0.1 0.8±0.1 0.8±0.1
6.3±0.1

1.5 1.5

3.5
8.0

24

1 5

9±0.15

14±0.15
8±0.15

3±0.5

3（極性＋側）

5

TR
1

2

3
4

定格電圧表示

ロットNo.

原産国表示

形式表示

端子配置/内部接続図
（BOTTOM VIEW）

形G8HN（SPDT）



ご注文の前に当社Webサイトに掲載されている「ご注文に際してのご承諾事項」を必ずお読みください。

Webサイト
アメリカ ヨーロッパ
https://components.omron.com/us https://components.omron.com/eu
アジア・パシフィック 中華圏   
https://components.omron.com/ap https://components.omron.com.cn
韓国 日本
https://components.omron.com/kr https://components.omron.com/jp

デバイス＆モジュールソリューションズカンパニー

カタログ番号 2022年11月現在　CDHA-009C
○  OMRON Corporation 2012-2022
お断りなく仕様などを変更することがありますのでご了承ください 

 All Rights Reserved. C 

G8HN 車載およびDC12V/24Vアプリケーション用標準マイクロISOプラグインリレー

■正しくお使いください
●共通の注意事項は、「車載およびDC小型パワーリレー共通の注意事項」をご覧ください。



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /None
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (Japan Color 2001 Coated)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Warning
  /CompatibilityLevel 1.6
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages false
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.0000
  /ColorConversionStrategy /CMYK
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams true
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo false
  /PreserveFlatness false
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments true
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Preserve
  /UCRandBGInfo /Remove
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages false
  /ColorImageMinResolution 150
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 300
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.33667
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.40
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.76
    /HSamples [2 1 1 2] /VSamples [2 1 1 2]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 15
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 15
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages false
  /GrayImageMinResolution 150
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 300
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.33667
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.40
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.76
    /HSamples [2 1 1 2] /VSamples [2 1 1 2]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 15
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 15
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages false
  /MonoImageMinResolution 300
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 800
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.41750
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects true
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile (Japan Color 2001 Coated)
  /PDFXOutputConditionIdentifier (JC200103)
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName (http://www.color.org)
  /PDFXTrapped /False

  /CreateJDFFile false
  /Description <<
    /JPN <FEFF0041004B004100470041004E004568216B63752857FA672C004A006F0062006F007000740069006F006E0028003200300031003700310030003200340029>
    /CHS ()
  >>
  /Namespace [
    (Adobe)
    (Common)
    (1.0)
  ]
  /OtherNamespaces [
    <<
      /AsReaderSpreads false
      /CropImagesToFrames true
      /ErrorControl /WarnAndContinue
      /FlattenerIgnoreSpreadOverrides false
      /IncludeGuidesGrids false
      /IncludeNonPrinting false
      /IncludeSlug false
      /Namespace [
        (Adobe)
        (InDesign)
        (4.0)
      ]
      /OmitPlacedBitmaps false
      /OmitPlacedEPS false
      /OmitPlacedPDF false
      /SimulateOverprint /Legacy
    >>
    <<
      /AllowImageBreaks true
      /AllowTableBreaks true
      /ExpandPage false
      /HonorBaseURL true
      /HonorRolloverEffect false
      /IgnoreHTMLPageBreaks false
      /IncludeHeaderFooter false
      /MarginOffset [
        0
        0
        0
        0
      ]
      /MetadataAuthor ()
      /MetadataKeywords ()
      /MetadataSubject ()
      /MetadataTitle ()
      /MetricPageSize [
        0
        0
      ]
      /MetricUnit /inch
      /MobileCompatible 0
      /Namespace [
        (Adobe)
        (GoLive)
        (8.0)
      ]
      /OpenZoomToHTMLFontSize false
      /PageOrientation /Portrait
      /RemoveBackground false
      /ShrinkContent true
      /TreatColorsAs /MainMonitorColors
      /UseEmbeddedProfiles false
      /UseHTMLTitleAsMetadata true
    >>
    <<
      /AddBleedMarks false
      /AddColorBars false
      /AddCropMarks false
      /AddPageInfo false
      /AddRegMarks false
      /BleedOffset [
        0
        0
        0
        0
      ]
      /ConvertColors /ConvertToCMYK
      /DestinationProfileName (Japan Color 2001 Coated)
      /DestinationProfileSelector /UseName
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /ClipComplexRegions true
        /ConvertStrokesToOutlines true
        /ConvertTextToOutlines false
        /GradientResolution 200
        /LineArtTextResolution 400
        /PresetName <FEFF005B4E2D89E350CF5EA6005D>
        /PresetSelector /MediumResolution
        /RasterVectorBalance 0.750000
      >>
      /FormElements true
      /GenerateStructure true
      /IncludeBookmarks true
      /IncludeHyperlinks true
      /IncludeInteractive true
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles false
      /MarksOffset 0
      /MarksWeight 0.283460
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /UseName
      /PageMarksFile /JapaneseNoCircle
      /PreserveEditing true
      /UntaggedCMYKHandling /LeaveUntagged
      /UntaggedRGBHandling /UseDocumentProfile
      /UseDocumentBleed false
    >>
  ]
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [1200 1200]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice




