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株式会社ニチフ

■装置におけるシールド/グラウンド設計法
　SSノイズラボラトリ 斉藤成一氏

開催日程 /アクセス

お問い合わせ先

日時：2018/11/3（土）～2018/11/5（月） 9:00～19:00
場所：TOC有明 20階 WESTGOLD20ホール

▶11/3、4、5 各日2回　13:00～13:45、15:00～15:45

株式会社マグトロニクス

(mon) ＊JIMTOFも同時開催中
【小間番号「E5043」】

本セミナーでは、装置のEMC設計・対策を行う上での基本を身につけて
いただくため、ノイズの伝わり方（導体と空間）を明確化し、グラウンド設計
法、シールド設計法の基礎をご紹介します。講演中にシールド効果の実験
実演を行います。

■スプリング端子機器 F-QuiQについて
　富士電機機器制御株式会社 開閉制御機器課 古畑 幸生氏 町田 謹斎氏
▶11/3、4 各日1回 11:00～11:45

「電線を差し込むだけ」で配線できる端子を適用。制御盤の生産性向上、
品質の安定性、小型化等に貢献するスプリング端子機器「F-QuiQ」を
ご紹介します。

基調講演のお知らせ

ご来場いただいた方にもれなく
ノベルティをプレゼント！
飲み物、お食事もご提供いたします。

タイコエレクトロニクス
ジャパン合同会社

阪神電線株式会社

イルメジャパン株式会社

ワゴジャパン株式会社

沖電線株式会社

EPLAN Software &
Services 株式会社

株式会社ニチフ
03-3452-7381
takeshi-yoshioka@nichifu.co.jp

株式会社マグトロニクス

タイコエレクトロニクス
ジャパン合同会社

阪神電線株式会社

イルメジャパン株式会社

ワゴジャパン株式会社

沖電線株式会社

EPLAN Software & Services 株式会社
044-844-8052
jp-inquiry@te.com

03-5627-2050
info-jp@wago.com

078-302-2005
info@ilmejapan.co.jp

03-5858-6761
n_inomata@hanshin-cable.co.jp

044-754-4363
eiki-support@oki.com

045-274-7904
info@eplanjapan.jp

046-255-3111
support@magtronics.co.jp
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株式会社マグトロニクス

■阪神電線
　耐熱性・耐久性に優れ、可動部全般に使用可能な汎用性の高い
ケーブル

■沖電線
　独自の耐久性技術から生まれたハイスペックロボットケーブル

■EPLAN
　作成した回路図に基づいて詳細な部品表や端子図などのレポート
の自動生成を可能にした3DCAD

■マグトロニクス
　制御盤に実装するNC、サーボ系部品をユニット毎に選択し、
実装イメージを作成することが出来るユニット選択アプリ

阪神電線株式会社

EPLAN Software &
Services株式会社

沖電線株式会社
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Solution　Theme

最先端の制御盤生産シス　 テムや部品を通じて、

株式会社ニチフ

■ニチフ
　環境に優しくRoHS10・REACH SVHC191にも適合した圧着端子

■イルメジャパン
　独自のアクチュエータ付きで専用工具不要、配線効率が飛躍的に
向上するコネクタ

■タイコエレクトロニクスジャパン
　専用の自動圧着機を使用することにより高効率生産を可能とした
コネクタ

■ワゴジャパン
　スプリング式を採用し、工具不要のレバー操作で結線作業の
効率化を可能にした圧着端子・ねじ締め不要の端子台

ワゴジャパン株式会社

タイコエレクトロニクス
ジャパン合同会社

イルメジャパン株式会社

クオリティ・コスト・　デリバリーについて、
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お客様の課題を解決に導く　ご提案を差し上げます。
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株式会社ニチフ タイコエレクトロニクス
ジャパン合同会社 ワゴジャパン株式会社 イルメジャパン株式会社

阪神電線株式会社 沖電線株式会社 EPLAN Software &
Services株式会社

株式会社マグトロニクス
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【出展製品】
FA、メカトロ機器の構成部品として欠かすことのできないロボットケーブル、フィー
ルドネットワークケーブルを中心に、当社独自の技術をベースに生まれた、高機能・
高耐久性製品の数々をご覧いただけます。
■ORPケーブル・シリーズ：独自の耐久性技術から生まれたハイスペックロボット
ケーブル
■VEYOR-CABLE（ベアケーブル）：しなやかさと抜群の摺動耐久性
■各種フィールドネットワークケーブル：各種イーサネット系オープンネットワーク
配線に対応
その他当社オリジナルの可動デモを交えご紹介いたします。

EPLAN Electric P8 はEPLANプラットフォームと呼ばれるデータベースで設計
データを管理しています。
このため回路図に基づいて詳細な部品表や端子図などのレポートが自動生成され
ます。手作業が不要になるため、生産、組み付け、保守など、以降の段階で必要な
情報を素早く共有することができます。
EPLAN Pro Panel は、制御キャビネット、交換機、電源用のフレキシブルな配電
システムを3Dで設計および構築するための設計ソリューションです。
EPLAN Electric P8の回路設計を3Dパネルに配置して、自動配線、ケーブルの
接続経路と長さを自動で計算します。

【TMEXシリーズ】
●定格電圧600Vで電気絶縁性に優れています。
●使用温度範囲は‐40℃～125℃
●ノンハロゲン材料（ポリカーボネイト）のため、燃焼時に有毒なハロゲン系
ガスや腐食性ガスが発生しません。
●RoHS10・REACH SVHC191物質の適合品。

【NDCコネクタ】
圧接形中継コネクタＮＤＣシリーズは、単一コネクタでオス・メスの中継接続が
可能となっております。電線被覆むきが不要で、市販のプライヤで簡単に接続
ができます。
コネクタを接続後、コネクタのガイドに合わせてスライドさせ、コネクタ同士
を連結することも可能です。

・柔軟性に優れたMRCシリーズ
・さらに柔軟性を向上させた2～8AWG絶縁電線
・その他カスタム仕様の電線を展示
・±90°曲げ試験機,ケーブルベア移動試験機を展示

当社は産業用ロボットや可動用途での高い信頼性要求にお応えしうる、各種
ケーブル・関連製品を豊富に取り揃えております。 EPLANは電気CADソフトウェアの販売、コンサルティングを通し、世界50カ国

でエンジニアリングプロセスの最適化に貢献しています。

WAGO はドイツ発祥のスプリング式接続のリーディングカンパニー。
省力化・省スペースでトータルコストダウンをサポートします。

ニチフは圧着端子の総合メーカーです。住宅設備・産業機器等の電気配線
を安全で確実な接続を目指して製品開発に務めております。

創業以来一貫して電子・電機・産業機器業界に対して、高付加価値タイプの
ワイヤー＆ケーブルの提供を続け、その技術力と優れたQCDにより、お客様
や時代のニーズを的確に反映させた新規設計品の開発に日々取り組んで
おります。

耐環境・産業用コネクタのトップブランド。幅広いラインナップと安定
したサービス、周辺機器まで含めたトータル提案が強みです。

主力事業である工作機械用の制御盤・ケーブル、工業用ロボット用のハーネス
をはじめとした電子機器、通信機器の設計・製造・販売を通して、制御を取り巻く
トータルソリューションを提供する制御のスペシャリスト集団です。

ツール不要SQUICHシリーズ
SQUICHシリーズはイルメ独自のアクチュエータ付きコネクタで専用の工具が
不要、配線効率を大幅にアップ。小型・高密度・スリムタイプなど幅広く展開して
います。
モジュラーコネクタMIXOシリーズ
信号・動力の電気信号だけでなく、エアー、光、LANなど多様な接続をモジュ
ラー構造によって自由自在に組み合わせ可能。配線の集約化に貢献します。
万能ラベルプリンタMG3シリーズ
ハーネス・制御盤製造に必要なラベルや銘板印刷のすべてを一台に凝縮した
画期的なプリンター。

【①ユニット選択型制御盤】
・制御盤に実装するNC、サーボ系の部品をユニット毎に選択し実装イメージを
作成することができるアプリを開発。
サーボタイプ：基本I/Oモジュール、拡張I/Oモジュール、操作盤I/Oモジュール、
DC電源、トランス、モータブレーカ、制御リレーをリストから選択することが可能。
ユニットとして準備しておくことでコストリダクションの提案が可能。
【②ジャンクション基板】
・主要NCメーカー3社の制御盤製作
エンドユーザ様のご要望に合わせた主要NCメーカー3社製のサーボシステム
に対応できるジャンクション基板を開発。
I/Oモジュールを載せ変えるだけで制御盤の設計工数を削減可能。

接続技術で世界をリードするタイコエレクトロニクスは、150か国以上のお客様に、
あらゆる産業向けの製品を開発、製造、お届けしているグローバルカンパニーです。

●レバー操作タイプ スプリング式端子台TOPJOB®S
　工具不要のレバー操作で簡単結線。圧着端子・ねじ締め不要！
●インタフェースモジュール PM-X32/Y32 シリーズ
　電源コモン端子を標準で装備し省スペース。入出力配線を省力化！
●IoT/M2M・クラウド対応PLC PFC200 シリーズ
　データ収集とクラウド接続を簡単に実現。モジュール式ネットワーク対応PLC！
●産業用Ethernet スイッチ852 シリーズ
　ギガビット対応でPoE 対応品も用意。金属筐体でシールド性に優れ様々な用途
に最適！

①Intercontec（写真 左）
・I/Oやティーチングペンダント等の外部接続に最適
・ノイズ耐性に優れたダイキャストハウジングを採用
・クイックロックシステムで迅速で確実な嵌合が可能
・嵌合状態においてIP67の防塵・防水性能
②HDCダイナミックモジュール（写真 中央）
・ダイナミックシリーズのスタンピングコンタクトを採用。切削タイプコンタクトと
比較してコストリダクションに貢献
③Entrelec DINレールターミナルブロック（写真 右）
・SNKシリーズは、プッシュイン接続とねじ接続の2種類の結線方式をラインナップ
・銘板、ジャンパー接続等のアクセ
サリはねじを必要としないので、
簡単に取り付けることが可能 Create New
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