FIBER TO THE HOME
アクセス配線ツール
ブロードバンド時代の新しいスプライスギア
P.6

手のひらサイズに高機能を搭載した、まさにブロードバンド時代
に最適な先進のコストパフォーマンスマシン。
「小型光ファイバ融着接続機NJ001シリーズ」。
手軽にどこへでも持ち運び、簡単に確実な融着接続機を…。
新しいコンセプトから生まれたフットワーク自在の融着接続機です。

融着接続機 NJ001M4
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光ファイバ同士を突き合わせて接続するメカニカルスプライス。
新規開発の接続治具を添付品として供給するため、別途工具
を準備する必要がありません。
小型・軽量で電源も必要としないため、架空・宅内などどこで
も簡単に確実な接続作業が可能です。

通信局舎または
放送情報センター

メカニカルスプライス

オフィス

地下配線ツール
情報インフラ網整備のスペシャルツール
P.8

光ファイバケーブルメーカーとして多くの施
工実績を誇る古河電工は、接続技術者とし
て得られた経験を生かし、豊富なラインナッ
プで光ファイバの接続ニーズに応えます。
作 業 性と信 頼 性 が 飛 躍 的 にアップした
S124Mシリーズ。 多心融着接続機で求めら

融着接続機 S124M4/M8

れる全てがこの１台に。

安全・確実ツール
光ファイバ心線の『安全』
・
『確実』作業に最適
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光ファイバを曲げて漏れる光を検出するロー
カルディテクション方式を採用した光ファイ
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バ心線識別機。

全・確実な作業が行えます。

小型・軽量・手にフィットする形状で手軽に

除去刃を入れた光ファイバケーブルシース切

どこへでも持ち運び、簡単に確実な識別作

り口の目視確認が可能となっており、円周

業が可能です。
光の進行方向を確認することも可能です。
光ファイバ識別機 ID-H/R v3

光ファイバケーブルシース除去時の光ファイ
バ心線切断を回避する安全設計により、安

方向、長手方向への切断作業がこれ１台で
FineシースストリッパⅡ
CS201

行えます。
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無研磨・無接着・短時間にて簡単に確実な
光コネクタの組立作業が可能です。
かんたんSCコネクタは「心線把持型」と「ケー

かんたんSCコネクタ

ブル把持型」とを取り揃えています。
融着機を用いた、低損失・低反射・高信頼

P.22

な現場付けコネクタです。ネジ止め方式によ
るコードケブラーかしめにより簡易な組立を実
現。SCタイプ/LCタイプ、
心線用/Φ2mmコー
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光加入者線路（PON）におけるスプリッタ下
部の光ファイバ心線での断線、曲げ、接続
不良などの各種故障箇所を容易に探索可能
なツールです。
パワーメータ機能・光源機能・可視光源機
能を搭載したオールインワン設計で、故障

故障修理支援ツール
LBT-102

修理作業をサポートします。
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ブロードバンドネットワークの構築に欠かせない通信用光ファイバ。
古河電工では光ファイバケーブルの製造・販売に加え、
光ファイバを接続する接続工具類の開発、製造、販売を行っています。
光ファイバの製造から線路設計、施工まで全てを担ってきた
古河電工の技術と経験がフィードバックされている
FITEL の光ファイバ接続工具類は、施工フィールドにおいて
高品質、簡単、確実な作業環境をご提供しています。

FITEL とは？
古河電工の光伝送システム関連製品のブランド名で、

F：Furukawa Electric
IT：Information Technology
TEL：Telecommunication からとっています。

接続ツール（光ファイバ融着接続機）

NJ001A/M4……………………… P.6
宅内光ケーブル接続工事、構内光ケーブル接続工事、アクセス系
光ケーブル接続工事、光LAN構築工事等移動が頻繁な光ケーブ
ル接続施工に最適なモデルです。
保守工事用、
教育訓練用としても多くご利用いただいております。
NJ001A、NJ001M4の2機種をラインナップしています。

S124M シリーズ… …………………… P.8
地下光ケーブル接続工事、幹線光ケーブル接続工事に最適なモデルです。
保守工事用、教育訓練用としてもご利用いただけます。
S124M4、およびS124M8の2機種をラインナップしています。

切断ツール

工具キット

S326A………………………P.13

S42□シリーズ………………… P.13

光ファイバ心線の被覆除去をした後、所定の寸法に光
ファイバを切断するための工具です。

・S423（単心線用）
・S424
（テープ心線用、単心線用）
前処理に必要なストリッパ、
清掃具、カッタなどが専用
のハードケースにセットに
なったキットです。
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光ファイバ融着接続の流れ
皮むき

清掃

切断
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光ファイバを保護している
被覆部をむく工程です。光
ファイバストリッパを使用
します。

皮むき後、光ファイバ周囲
に付着している被覆カスを
アルコールと専用脱脂綿で
清掃します。専用脱脂綿は
光ファイバ融着接続キット
に含まれています。

融着接続

加熱補強
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6-9

光ファイバを鏡面状に高精度
に切断する工程です。光ファ
イバカッタを使用します。

10

対向する光ファイバをアーク
放電で接続します。接続前に
は、光ファイバの前処理の状
態を検査し、軸にずれ等がな
いことを確認します。接続部
の検査も行います。

接続した光ファイバの曲げ強
度を補強するために補強熱ス
リーブで保護します。また対
環境性、対保存性にも優れ、
接続部のフィールドでの長期
保管を可能にします。

被覆除去ツール

S218R-Plus
S211B
………………

…………………………
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光 フ ァ イ バ 心 線 φ0.25mm
とφ0.90mmの被覆除去、光
コードφ2.0mmとφ3.0mm
の外被除去が可能です。
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光ファイバテープ心
線を加熱し軟化させ
ることにより容易に
被覆除去することが
可能な工具です。

現場付けコネクタ＆清掃ツール

FITEL CLEAN………P.22
アダプタ内コネクタ、コネクタプラグ単体両方に対応し、
簡単にコネクタ端面の汚れを除去するクリーナーです。

かんたんSCコネクタ……… P.19

単心用
クリーナー

メカニカルスプライスの技術を応用し、現場で簡単にインドア
ケーブルに取り付けられるSCタイプのコネクタです。

多心用
クリーナー

EZ!FuseTM…………………P.22
メカニカルスプライス……… P.21

融着機を用いた、低損失・低反射・高信頼な
現場付けコネクタです。SCタイプ/LCタイプ
をラインナップ。

SM型0.25mm単心光ファイバの接続を融着やコネクタ取り付
け作業を行わず、簡単・確実に行えます。
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