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コネクタ技術を先駆してきたフィッシャーコネクターズは、60

年以上にわたって革新性の精神を発揮し続けており、その画
期的な技術、優れた品質の製品、そしてきめ細かなカスタマー
サービスで知られています。

フィッシャーコネクターズは、高性能で頑丈な丸型コネクタ/

ケーブルアセンブリソリューションの設計、製造、販売を手がけ
ることで、企業による高信頼アプリケーションの構築を全面的
に支援しております。当社のコネクタは、優れた信頼性と精度、
そして要求の厳しい過酷な環境に対する耐久性の高さで広く
知られています。

また、主要製造施設をサン＝プレ（スイス）に構えるとともに、
ケーブルアセンブリ施設をヨーロッパ、北米、アジア太平洋地
域に展開し、世界各地のエンジニアリングチームとカスタマー
サポートチームからの後方支援を受けることで、世界中のお客
様に専門的なサービスをご提供することに成功しています。

保証と免責条項
別段の明示的な定めのない限り、（印刷形式か電子形式かを問わず）本文書の中でフィッシャーコネクターズによって提供される技術データは、情報提供目的のみで提供されるものとしま
す。いかなる場合にも、（印刷形式か電子形式かを問わず）本文書に記載されている技術データがフィッシャーコネクターズによって明示的に保証されていない限り、それらのデータについて
フィッシャーコネクターズが法的に拘束されたり、法的責任を問われたりすることはありません。

フィッシャーコネクターズは、製品またはサービスの購入者によって実施された、あるいは購入者の要求に基づいて第三者によって実施された組み立てプロセス、取り付け、テストに起因す
る損害に責任を負わず、購入者によって実施された、あるいは購入者の要求に基づいて第三者によって実施されたその他の行為や処理のうち、フィッシャーコネクターズの指示に違反してい
るものや、それ以外の点でフィッシャーコネクターズの支配の及ばないものに起因する損害に対しても一切の責任を負いかねます。フィッシャーコネクターズは、仕様、図解、説明、その他の
明細に従って動作しているフィッシャーコネクターズの製品またはサービスについて、フィッシャーコネクターズの製品またはサービスをそれとは互換性のないサードパーティ製装置や製品
と組み合わせたり、併用したりしたことに起因するいかなる欠陥あるいは障害に対しても責任を負いかねます。

フィッシャーコネクターズの一般取引条件については、www.fischerconnectors.comをご覧ください。

60年以上の専門知識、信頼性、革新性に裏付けられたフィッシャーコネクターズ

2 製品ラインナップカタログ2

60年以上に渡り、皆様―私たちの顧客とパートナー―が私達にとっての最大の関心事でした。皆様にご
満足いただける為の努力が常にそして自ずから専門性、信頼性、革新性という言葉に裏付けられるフィッ
シャーコネクターズのグローバルかつ家族的経営を導いてきました。

豊富な専門知識に基づくフィッシャーコネクターズのソリューションは、Core、UltiMate、FiberOptic、
MiniMaxの 4つの製品シリーズにわたって展開され、これまでに 3万種類を超える製品の開発を進めてい
ます。

これらの質の高い接続ソリューションを容易にご購入いただけるよう、当社はヨーロッパ、北米、アジア太
平洋の各地域に製造 /ケーブルアッセンブリ設備を置くとともに、世界中をカバーする販売ネットワークを
展開しています。過去 10年間、皆様にさらに満足していただくための継続的な取り組みの一環として、当社
全体の近代化、製品と製造システムの両面における革新、品質および信頼性要件への迅速かつ効果的な対
応に注力してまいりました。

年間 1万社を超えるお客様に満足をご提供できる事を喜びとすると共に、今後さらに多くの皆様のビジネス
にとって我々の革新的な接続ソリューションがお役に立つことを楽しみにしています。

 ジョナサンブロサール

ジョナサン ブロッサード （CEO）、サブリナ・フィッシャー（取締役）、ピーター・フィッシャー（会長）

ウォルター・ワーナー・フィッシャー
（フィッシャーコネクターズ創業者）
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6 製品ラインナップカタログ

フィッシャーコネクターズについて 

フィッシャーコネクターズは、プロジェクトの設計に組込む要素として、用途に合った適切なコネクタを選択することが重要
な意味を持ち、人々の暮らしに小規模であれ世界規模であれ重要な意味を持つと確信しています。

私たちは、豊富な専門知識をもつ信頼できるパートナーとして、お客様に固有のニーズを理解し、合理的かつコスト効率よ
くアプリケーションを設計して、頑丈で信頼性の高いソリューションを確実にご提供いたします。フィッシャーコネクターズ
は、頑丈なコネクタ/ケーブルアセンブリソリューションの開発と製品およびビジネスプロセスの革新のための重点的な
取り組みにおいて、他社と一線を画しています。
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フィッシャーコネクターズについて

コンセプト設計から納品までお手伝いいたします。

■ 持続可能で効率的なサプライチェーン
■ リーン生産方式によるパフォーマンス
■ プロセスコントロールと継続的改善

お客様の目標達成をサポートいたします

■ 製品の品質を長期にわたって高く維持
■ サービスの迅速な提供
■ リクエストにすばやく応じるサポート

業務効率化を支援いたします

■	 迅速な製造と販売を可能にするテクノロジ
■	 お客様の課題克服をサポートするソリューション
■	 時間/コスト節減のメリットをもたらすお客様重視のアプローチ

Expertise

Reliability

Innovation
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コネクタの概要

FISCHER
COREシリーズ

FISCHER
ULTIMATE™シリーズ

あらゆるサイズ
あらゆるピン構成

あらゆるアプリケーションに

頑丈
小型
軽量
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コネクタの概要

FISCHER
FIBEROPTICシリーズ

FISCHER
MINIMAX™シリーズ

堅牢
優れた光学性能
クリーニングが容易

高密度
信号と電源
小型化
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コネクタの概要

頑丈
優れた光学性能

クリーニングが容易

 FISCHER
FIBEROPTICシリーズ プッシュプル 真鍮 24

光ファイバー1から4芯
ハイブリッド4

光ファイバー
低電圧 最大2.8 最大10 はんだ付け IP67/68 1,000

高密度
信号と電源
小型化

FISCHER
MINIMAX™シリーズ

プッシュプル
スクリューロック
クイックリリース

真鍮 9.9 -12.9 4～24 低電圧 最大1.5 最大10 はんだ付け
PCB IP68 5,000

頑丈
小型
軽量

FISCHER
ULTIMATE™シリーズ

プッシュプル
クイックリリース

真鍮
アルミニウム 12～29 2～42 低電圧 最大2.5 最大9.2

圧着
はんだ付け

PCB

IP68/69
気密 10,000

ロック機構 シェル材質 プラグ直径［mm］ コンタクト数 コンタクトタイプ 試験電圧(DC)［kV］ 定格電流［A］ コンタクト 
接続方法 保護等級 着脱サイクル

あらゆる 
サイズ
構成
用途 
に対応

FISCHER COREシリーズ  
BRASS

プッシュプル
クイックリリース
フリクション

真鍮に
クロムメッキ 9～34 1～55

低電圧
高電圧

同軸/三同軸
ハイブリッド

最大50 最大60
圧着

はんだ付け
PCB

IP50～IP68/69
気密 10,000

FISCHER COREシリーズ  
STAINLESS STEEL

プッシュプル ステンレススチール
316L

12～34 1～55
低電圧
高電圧

同軸/三同軸
最大50 最大60

圧着
はんだ付け

PCB

IP50～IP68/69
気密 5,000

FISCHER COREシリーズ 
ALULITE™

プッシュプル アルミニウム 9～18 2～27
低電圧
高電圧

同軸/三同軸
最大14 最大32

圧着
はんだ付け

PCB

IP50～IP68/69
気密 10,000

FISCHER COREシリーズ  
PLASTIC

プッシュプル PBT/PEI 14.5～18.5 2～27
低電圧

ハイブリッド 最大4 最大30
圧着

はんだ付け
PCB

IP67 5,000

FISCHER COREシリーズ  
DISPOSABLE

フリクション ABS 17.8 6～19
低電圧

ハイブリッド 最大2.7 最大3 圧着 IP30～IP40 10

FISCHER COREシリーズ  
BROADCAST

プッシュプル 真鍮 25.5 1 三同軸 最大1.7 最大14
圧着

はんだ付け IP68 5,000

FISCHER MINIMAX™シリーズ

FISCHER ULTIMATE™シリーズ

FISCHER FIBEROPTICシリーズ

12～21ページ

22～25ページ

26～29ページ

30～33ページ

FISCHER COREシリーズ



11

コネクタの概要

頑丈
優れた光学性能

クリーニングが容易

 FISCHER
FIBEROPTICシリーズ プッシュプル 真鍮 24

光ファイバー1から4芯
ハイブリッド4

光ファイバー
低電圧 最大2.8 最大10 はんだ付け IP67/68 1,000

高密度
信号と電源
小型化

FISCHER
MINIMAX™シリーズ

プッシュプル
スクリューロック
クイックリリース

真鍮 9.9 -12.9 4～24 低電圧 最大1.5 最大10 はんだ付け
PCB IP68 5,000

頑丈
小型
軽量

FISCHER
ULTIMATE™シリーズ

プッシュプル
クイックリリース

真鍮
アルミニウム 12～29 2～42 低電圧 最大2.5 最大9.2

圧着
はんだ付け

PCB

IP68/69
気密 10,000

ロック機構 シェル材質 プラグ直径［mm］ コンタクト数 コンタクトタイプ 試験電圧(DC)［kV］ 定格電流［A］ コンタクト 
接続方法 保護等級 着脱サイクル

あらゆる 
サイズ
構成
用途 
に対応

FISCHER COREシリーズ  
BRASS

プッシュプル
クイックリリース
フリクション

真鍮に
クロムメッキ 9～34 1～55

低電圧
高電圧

同軸/三同軸
ハイブリッド

最大50 最大60
圧着

はんだ付け
PCB

IP50～IP68/69
気密 10,000

FISCHER COREシリーズ  
STAINLESS STEEL

プッシュプル ステンレススチール
316L

12～34 1～55
低電圧
高電圧

同軸/三同軸
最大50 最大60

圧着
はんだ付け

PCB

IP50～IP68/69
気密 5,000

FISCHER COREシリーズ 
ALULITE™

プッシュプル アルミニウム 9～18 2～27
低電圧
高電圧

同軸/三同軸
最大14 最大32

圧着
はんだ付け

PCB

IP50～IP68/69
気密 10,000

FISCHER COREシリーズ  
PLASTIC

プッシュプル PBT/PEI 14.5～18.5 2～27
低電圧

ハイブリッド 最大4 最大30
圧着

はんだ付け
PCB

IP67 5,000

FISCHER COREシリーズ  
DISPOSABLE

フリクション ABS 17.8 6～19
低電圧

ハイブリッド 最大2.7 最大3 圧着 IP30～IP40 10

FISCHER COREシリーズ  
BROADCAST

プッシュプル 真鍮 25.5 1 三同軸 最大1.7 最大14
圧着

はんだ付け IP68 5,000
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FISCHER COREシリーズ

標準的なものから専門的または複雑なものまでの
多用途をカバーする、2万種類を超える製品の 
開発実績

以下の用途に最適です。

 ■ 放送
 ■ 防衛/セキュリティ
 ■ エネルギー
 ■ 産業
 ■ 計測
 ■ 医療
 ■ 運輸

12

あらゆるサイズ 
あらゆるピン構成 

あらゆるアプリケーションに



13

FISCHER COREシリーズ

FISCHER COREシリーズ

13



製品ラインナップカタログ

FISCHER COREシリーズ

14

 ■ 高い耐食性と放射線耐性

 ■ 除染および滅菌性能

 ■ 手袋着用時でも取り扱いが容易

 ■ 軽量（真鍮素材の半分の軽さ）

 ■ 薬剤耐性に極めて優れたクロムメッキアルミニウム

 ■ サイズと本体スタイルを自在に選んで柔軟に統合

 ■ 柔軟な構成が可能

 ■ 高性能相互接続

 ■ 防水、耐真空タイプあり

FISCHER COREシリーズSTAINLESS STEEL

FISCHER COREシリーズALULITE™*

* 写真以外の色もご指定いただけます。

FISCHER COREシリーズBRASS



FISCHER COREシリーズ
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 ■ 滅菌可能

 ■ 耐食性

 ■ 高性能プラスチック素材

 ■ 放送用カメラに最適

 ■ 卓越した耐久性

 ■ 最高レベルの三同軸コネクタ

FISCHER COREシリーズPLASTIC

FISCHER COREシリーズDISPOSABLE

 ■ コスト効率の高い使い捨てプラグと 
すばやく配線できるケーブルアセンブリ

 ■ 確実で申し分のない取り扱い性

 ■ モジュラー/ターンキーソリューション

FISCHER COREシリーズBROADCAST

サイズ、構成、付属品の詳細については、技術仕様書をご覧ください。.
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FISCHER COREシリーズ
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ケーブル  
マウント式 

本体スタイル S SC SOV SA
ロック機構 プッシュプル クイックリリース フリクション プッシュプル
保護等級 IP50/ IP68 IP50/ IP68 IP50/ IP68 IP50/ IP68
デザイン スタンダード スタンダード スタンダード ランヤード

パネルフロント 
マウント式 

本体スタイル SF SFU  SFE
ロック機構 フリクション フリクション
保護等級 IP50 IP68  気密
デザイン 前方突出  前方突出

パネルリア 
マウント式 

本体スタイル SFPU  SFPE
ロック機構 フリクション
保護等級 IP68  気密
デザイン 前方突出

本体スタイル SV SS SSC WSO
ロック機構 プッシュプル プッシュプル クイックリリース プッシュプル
保護等級 IP50/ IP68 IP50/ IP68 IP50/ IP68 IP50/ IP68
デザイン 誤脱防止 ショート/外側被覆 ショート/外側被覆 直角

ケーブル  
マウント式 

本体スタイル K  KE KS  KSE
保護等級 IP50  IP68 IP50  IP68
デザイン  スタンダード ショート/外側被覆

FISCHER COREシリーズBRASS

プラグ

レセプタクル



サイズ、構成、付属品の詳細については、技術仕様書をご覧ください。

FISCHER COREシリーズ
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レセプタクル

特殊  
デザイン 

本体スタイル DG DGP WDE
保護等級 IP50 IP50 気密
デザイン 全ネジ  バルクヘッドフィードスルー
 はんだ付け/圧着 PCB

本体スタイル DK DKE
保護等級 IP50 IP68
デザイン ケーブルマウント式 ケーブルマウント式

本体スタイル DKBE
保護等級 IP68
デザイン ケーブルマウント式

パネルフロント  
マウント式 

本体スタイル D DB DEU   DEE DBEU   DBEE
保護等級 IP50 IP50 IP68  気密 IP68  気密
デザイン 後方突出 前方突出 後方突出  前方突出

パネルリア  
マウント式 

本体スタイル DBP DBPC DBPU  DBPE DBPLU   DBPLE
保護等級 IP50 IP50 IP68  気密 IP68  気密
デザイン 後方突出 直角 PCB 後方突出  前方突出

レセプタクルとフィードスルー
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FISCHER COREシリーズ
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ケーブル  
マウント式 

本体スタイル S SC SS SSC
ロック機構 プッシュプル クイックリリース プッシュプル クイックリリース
保護等級 IP50/ IP68 IP50/ IP68 IP50/ IP68 IP50/ IP68
デザイン スタンダード スタンダード ショート/外側被覆 ショート/外側被覆

FISCHER COREシリーズALULITE™

パネルフロント
マウント式

本体スタイル D DEU  DEE
保護等級 IP50 IP68  気密
デザイン 後方突出  後方突出 

パネルリア
マウント式

本体スタイル DBPU DBPE DBPLU DBPLE
保護等級 IP68 気密 IP68 気密
デザイン 後方突出 前方突出

プラグ*

レセプタクル*

*写真以外の色もご指定いただけます。
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FISCHER COREシリーズ
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ケーブル  
マウント式 

本体スタイル S ST
ロック機構 プッシュプル プッシュプル
保護等級 IP50/ IP68 IP50/ IP68
デザイン スタンダード 遠隔ハンドリング

パネルフロント
マウント式

本体スタイル DBEE WDE
保護等級 気密 気密
デザイン 前方突出 バルクヘッドフィードスルー

レセプタクル

FISCHER COREシリーズSTAINLESS STEEL

プラグ

パネルリア 
マウント式 

本体スタイル DBPE
保護等級 気密
デザイン 後方突出
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FISCHER COREシリーズ
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ケーブル 
マウント式 

本体スタイル ホワイト ブルー バイオレット ターコイズ
ロック機構 フリクション フリクション フリクション フリクション
保護等級 IP30/ IP40 IP40 IP40 IP40
デザイン ワン/ツーピースシェル ツーピースシェル ツーピースシェル ツーピースシェル

パネル  
マウント式 

本体スタイル DBP 405 DBP 4032 DBPO 4032
保護等級 IP50 IP50 IP68
デザイン スタンダード スタンダード スタンダード

レセプタクル

プラグ

FISCHER COREシリーズPLASTIC

FISCHER COREシリーズDISPOSABLE

配線済み 
ソリューション

本体スタイル
ロック機構 フリクション
保護等級 IP65
デザイン ターンキー

Fischer Coreシリーズ 104の 
あらゆる高性能パネルレセプタクルと嵌合可能

プラグ

ケーブル  
マウント式 

本体スタイル S(I) 405 SI 4032
ロック機構 プッシュプル プッシュプル
保護等級 IP50/ IP67 IP50/ IP68
デザイン スタンダード スタンダード
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FISCHER COREシリーズ
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パネルリア 
マウント式

本体スタイル DKBE KE-KE
保護等級 IP68 IP50
デザイン ケーブルマウント式 バルクヘッドフィードスルー

パネルフロント 
マウント式

本体スタイル DB DBQ DKE
保護等級 IP50 IP50 IP68
デザイン スタンダード 角形フランジ ケーブルマウント式

ケーブル 
マウント式

本体スタイル KE KE-KE
保護等級 IP68 IP50
デザイン スタンダード インラインアダプター

パネル  
マウント式 

本体スタイル DS DSQ DSR DS-K
ロック機構 プッシュプル プッシュプル プッシュプル プッシュプル
保護等級 IP50 IP50 IP50 IP50
デザイン スタンダード 角形フランジ ケーブルマウント式 バルクヘッドフィードスルー

FISCHER COREシリーズBROADCAST

プラグ

レセプタクル

ケーブル  
マウント式 

本体スタイル SE SE-SE
ロック機構 プッシュプル プッシュプル
保護等級 IP68 IP50
デザイン スタンダード インラインアダプター
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FISCHER ULTIMATE™シリーズ

以下の分野の過酷な環境に最適です。

 ■ 防衛/セキュリティ
 ■ エネルギー
 ■ 産業
 ■ 運輸

TM

頑丈 
小型 
軽量
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FISCHER ULTIMATE™シリーズ

FISCHER ULTIMATE™シリーズ



製品ラインナップカタログ24

FISCHER ULTIMATE™シリーズ

FISCHER ULTIMATE™シリーズ

 ■ 頑丈かつ高信頼性

 ■ IP68/69/ハーメチック（嵌合および非嵌合状態）

 ■ 柔軟な構成が可能
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FISCHER ULTIMATE™シリーズ

プラグ

ケーブル 
マウント式

本体スタイル UP01-L UP01-Q
ロック機構 プッシュプル クイックリリース
保護等級 IP68/ IP69 IP68/ IP69
デザイン ショート/外側被覆 ショート/外側被覆

ケーブル  
マウント式

本体スタイル UR50
保護等級 IP68/ IP69
デザイン ショート/外側被覆

パネルフロント 
マウント式

本体スタイル UP50
ロック機構 フリクション
保護等級 IP68/ IP69
デザイン 前方突出

パネルフロント 
マウント式 

本体スタイル UR03
保護等級 IP68/ IP69 気密
デザイン 前方突出

FISCHER ULTIMATE™シリーズ

レセプタクル

パネルリア  
マウント式

本体スタイル UR01 UR02
保護等級 IP68/ IP69  気密 IP68/ IP69  気密
デザイン 前方突出    後方突出
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FISCHER FIBEROPTICシリーズ

以下の用途に最適な堅牢ソリューションです。:

 ■ 完璧な光学パフォーマンス
 ■ 屋内外を問わず極限環境に対応
 ■ 現場でのクリーニングが容易

頑丈 
優れた光学性能 

クリーニングが容易
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FISCHER FIBEROPTICシリーズ

FISCHER FIBEROPTICシリーズ

以下の用途に最適な堅牢ソリューションです。:

 ■ 完璧な光学パフォーマンス
 ■ 屋内外を問わず極限環境に対応
 ■ 現場でのクリーニングが容易
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FISCHER FIBEROPTICシリーズ

 ■ 電源接続とデータ接続を組み合わせ

 ■ 最大電圧400V、最大電流10A

 ■ 現場ですばやく容易にクリーニング、非嵌合状態でIP67

FISCHER FIBEROPTICシリーズ

FISCHER FIBEROPTIC HYBRID

 ■ 卓越したバットジョイント光ファイバー性能、 
マルチモード（UPC）とシングルモード（UPC/APC）

 ■ 現場ですばやく容易にクリーニング、非嵌合状態でIP67

 ■ 取り外し可能なモノブロック嵌合アダプター
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FISCHER FIBEROPTICシリーズ

FISCHER FIBEROPTICシリーズ

プラグ

ケーブル  
マウント式

本体スタイル P01
ロック機構 プッシュプル
保護等級 IP67 / IP68
デザイン スタンダード

ケーブル 
マウント式

本体スタイル R50
保護等級 IP67 / IP68
デザイン スタンダード

パネルフロント 
マウント式

本体スタイル R03 R13
保護等級 IP67 / IP68 IP67 / IP68
デザイン 丸形フランジ 角形フランジ

レセプタクル

パネルリア 
マウント式

本体スタイル R01
保護等級 IP67 / IP68
デザイン 丸形フランジ
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FISCHER MINIMAX™シリーズ

以下の用途に最適です。

 � 省スペース性と軽量性が求められる用途
 � 複数の信号接続と電源接続を組み合わせる
必要のある環境

 � 計測、試験装置、軍事

高密度
信号接続と電源接続

小型化

TM
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FISCHER MINIMAX™シリーズ

FISCHER MINIMAX™シリーズ

以下の用途に最適です。

 ■ 省スペース性と軽量性が求められる用途
 ■ 複数の信号接続と電源接続を組み合わせる 
必要のある環境

 ■ 計測、試験装置、軍事
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FISCHER MINIMAX™シリーズ

 � 小型で軽量

 � 信号接続と電源接続を組み合わせて高密度化

 � 大半のデータ転送プロトコルに対応することを試験済み

FISCHER MINIMAX™シリーズ

 � SMDコネクタ向けリジッドフレックスソリューション

 � 信号/電源接続との互換性

 � カスタムデザインにも対応可

HIGH DENSITY PC-BOARD TERMINATION

� 小

� 信

�� 大大
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FISCHER MINIMAX™シリーズ

パネルリア 
マウント式

本体スタイル MR11-L MR11-S MR11-Q
ロック機構 プッシュプル スクリューロック クイックリリース
保護等級 IP68 IP68 IP68
デザイン 前方突出 前方突出 前方突出

FISCHER MINIMAX™シリーズ

プラグ

レセプタクル

ケーブル  
マウント式

本体スタイル MR50-L MR50-S MR50-Q
ロック機構 プッシュプル スクリューロック クイックリリース
保護等級 IP68 IP68 IP68
デザイン ショート/外側被覆 ショート/外側被覆 ショート/外側被覆

ケーブル  
マウント式

本体スタイル MP11-L MP11-S MP11-Q
ロック機構 プッシュプル スクリューロック クイックリリース
保護等級 IP68 IP68 IP68
デザイン ショート/外側被覆 ショート/外側被覆 ショート/外側被覆
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FISCHER RUGGED FLASH DRIVE

■	 IP68 / IP69、120m / 24時間

■	 耐衝撃性と耐振動性

■	 アクティビティLED

■	 保護キャップ

過酷環境での 安全な 
データの  保管と運搬 
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FISCHER
RUGGED FLASH DRIVE

FISCHER RUGGED FLASH DRIVE
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■ 非嵌合状態でもIP68/IP69の密封性

■ 独自の丸型コネクタインターフェイス

■ 軽量

■ UltiMateバージョンおよびMiniMaxバージョンから選択可能

FISCHER RUGGED FLASH DRIVE

Fischer Rugged Flash Driveは、困難な環境になっても常に重要なデータの安全を守るために特に設計された堅
牢なメモリースティックです。

■ あらゆる状況で安全なデータストレージ：フラッシュドライブの事実上破壊不能な外殻と耐久性に優れたカプセル
化技術がIP68/IP69の密封性を実現し、極端な温度、衝撃、または振動からデータを保護します。

■ 紛失や盗難時に保護されるデータアクセス：フラッシュドライブには標準のUSBプラグの代わりに
 Fischer Connectors独自のインターフェイスが使用されているため、互換性のあるインターフェイスを備えたコン
ピューターがなければアクセスできません。

FISCHER RUGGED FLASH DRIVE
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FISCHER RUGGED FLASH DRIVE

FISCHER RUGGED FLASH DRIVE

インターフェイス

MiniMax  
デザイン

本体スタイル サイズ08
ロック機構 プッシュプル/ネジ止め
密封性 IP68
容量 32 / 64 / 128 GB
プロトコル USB 3.0

UltiMate  
デザイン

本体スタイル サイズ08 サイズ07
ロック機構 プッシュプル/クイックリリース プッシュプル/クイックリリース
密封性 IP68 IP68
容量 4 & 32 GB 32 / 64 / 128 GB
プロトコル USB 2.0 USB 2.0
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付加価値サービス

フィッシャーコネクターズは過去60年以上にわたり、
接続ソリューションをコンセプトから見直し、 
より競争力の高い、革新的でコスト効率に優れた 
製品を生み出すためのサポートをお客様に 
ご提供してまいりました。

 ■ 最先端の製品およびソリューション
 ■ 最新鋭の製造技術
 ■ クラス最高レベルのグローバルな 
カスタマーサービス

いつもお客様のそばで 
きめ細かくサポート
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付加価値サービス

付加価値サービス
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付加価値サービス
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付加価値サービス

ケーブルアセンブリ 

コネクタとアセンブリソリューションの両方に当社をお選び
いただくことで、複数ベンダーと取引する場合と比べて大幅
のコスト削減が実現します。ヨーロッパ、北米、アジア太平洋
地域の世界各都市をカバーする、フィッシャーコネクターズ
のケーブルアセンブリネットワークが、迅速なリードタイムと
優れた品質水準をお約束いたします。

 ■ 完全なソリューション

 ■ トータルサポート

 ■ ワンストップショップ

小口取引から
大口取引までトータルに対応 
サン＝プレ（スイス）にあるフィッシャーコネクターズの本社
は、リーン生産方式を採用した最新式の製造施設として、コ
ストを抑えたコネクタの量産を2008年より行っています。

 ■ ロジスティクスと納期厳守

 ■ 世界最高水準のサプライチェーン技術

 ■ 優れたカスタマーサービス水準 

カスタムソリューション
設計の難題に取り組んで、お客様のニーズにぴったりの独創
的で革新的なソリューションを生み出すことは、フィッシャー
コネクターズの強みです。初期のコンセプト設計からプロトタ
イピング、試験、製造、取り付けにいたるまでのプロセスを、お
客様の開発チームと緊密に連携して進め、アイデアの種を完
璧な製品へと生まれ変わらせます。

 ■ 初期のコンセプト設計から本番運用まで

 ■ コネクタ/配線ソリューションから完成品まで

 ■ カスタムソリューションから量産取引まで
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技術情報

相互接続の性能要件を慎重に定義することは、 
最適なコネクタを選ぶうえで非常に重要です。

 ■ ロック機構
 ■ 保護カテゴリ
 ■ 材質
 ■ 最大電圧値
 ■ 電源および信号接続
 ■ コンタクトタイプ

技術データ
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技術情報

技術情報
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技術情報

Receptacle Plug

flexible fingers

outer sleeve

groove

plug body

Receptacle Plug

flexible fingers

outer sleeve

groove

Receptacle Plug

flexible fingers

outer sleeve

groove

Receptacle Plug

flexible fingers

outer sleeve

groove

プラグを差し込む
プラグにはフレキシブルフィンガーの付いた外側スリーブが
あります。外側スリーブはプラグ本体に沿って前後に 
スライドします。

接続時
斜角の付いた先端がレセプタクル内側にあるロック用の溝に
しっかりと引っかかります。。

ケーブルを引く
フィンガー先端の斜角部分が溝に押し付けられ、 
固定されます

プラグを取り外す
プラグの外側スリーブを押しながら引くと、 
ラッチ機構が解除されます。

ランヤード プッシュプル自動ロックと緊急リリース用ランヤードの組み合わせ

クイックリリース ロック機構なしの緊急リリース用デザイン

フリクション スナップ機構なしのデザイン

いたずら防止 不正なロック解除や意図しないロック解除を防ぐためのセーフティロックリングを搭載

スクリューロック ネジ加工を施したレセプタクルにプラグの外側スリーブを回しながら差し込むことで頑丈にロック

その他のロック機構

独自のプッシュプルロック機構
フィッシャーコネクターズ独自のプッシュプル自動ロックは、その使いやすさ、嵌合の安全性、着脱の迅速性を高く評価され、 
さまざまな業界で広く採用されています。
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技術情報

無保護

滴下する水の浸入を防止

15°傾斜したときに落下する 
水の浸入を防止

噴霧水の浸入を防止

飛沫の浸入を防止

噴流水の浸入を防止

波浪の浸入を防止

15m～1m 水中に浸漬したときの 
水の浸入を防止

1m + 水没したときの水の浸入を防止

10～15cm 90° 60° 30° 0° 高圧水の 
浸入を防止

固形物

0

1

2

3

4

5

6

無保護

50 mm 50 mmより大きい固形物の 
侵入を防止

12 mm 12 mmより大きい固形物の 
侵入を防止

2.5 mm 2.5 mmより大きい固形物の 
侵入を防止

1.0 mm 1.0 mmより大きい固形物の 
侵入を防止 

粉塵が侵入しても正常運転を 
阻害しない

粉塵が内部に侵入しない

IP（防塵・防滴）分類システムは、さまざまなコネクタ製品の保護等級を比較するうえで役立つ信頼性の高いシステムです。

典型的なエンベロープによってもたらされる保護レベルは、国際電気標準会議（IEC）のIEC 60529規格に規定されています。 
最初の番号は固形物からの保護レベルを表しているのに対し、2番目の番号は液体からの保護レベルを指しています。

耐環境性に優れたフィッシャーコネクターズの防水製品の設計および品質保証試験では、IP68の基準である水深2メートルで
連続24時間の試験を実施しています。

当社のハーメチック製品はIP69レベルで求められる試験に合格しています。

保護等級の各番号は、以下の表に示す条件に適合していることを意味します。

IP等級

50 mm

12 mm

2.5 mm

1.0 mm

.15m-1m

1m +

50 mm

12 mm

2.5 mm

1.0 mm

.15m-1m

1m +

50 mm

12 mm

2.5 mm

1.0 mm

.15m-1m

1m +

50 mm

12 mm

2.5 mm

1.0 mm

.15m-1m

1m +

50 mm

12 mm

2.5 mm

1.0 mm

.15m-1m

1m +

50 mm

12 mm

2.5 mm

1.0 mm

.15m-1m

1m +

保護カテゴリ

50 mm

12 mm

2.5 mm

1.0 mm

.15m-1m

1m +

50 mm

12 mm

2.5 mm

1.0 mm

.15m-1m

1m +

50 mm

12 mm

2.5 mm

1.0 mm

.15m-1m

1m +

50 mm

12 mm

2.5 mm

1.0 mm

.15m-1m

1m +

50 mm

12 mm

2.5 mm

1.0 mm

.15m-1m

1m +

50 mm

12 mm

2.5 mm

1.0 mm

.15m-1m

1m +

50 mm

12 mm

2.5 mm

1.0 mm

.15m-1m

1m +

50 mm

12 mm

2.5 mm

1.0 mm

.15m-1m

1m +

90°
60°

30°

0°10
-1

5 
cmIP6 8例：

INGRESS PROTECTION

水

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9
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技術情報

一般的に使用されている保護等級
■ IP50屋内/非露出用途 

■ IP68防水 

■ ハーメチック

用途によって必要な保護等級は異なるため、 
それぞれ異なるコネクタソリューションが必要となります。

IP50屋内/非露出用途
屋内用デバイスや産業用デバイスが対象となります。これ
らのデバイスは埃の侵入から保護する必要がありますが、
水にはさらされないため、保護等級IP50に適合しているこ
とが求められます。

IP50の密封性は、ブーツや保護スリーブなどの付属品を
追加することでさらに高めることができます。

ハーメチック
長時間水中に浸漬したり、高圧水にさらされたりするため
に、気密性が求められる真空機器や圧力容器などのデバ
イスが対象となります。

気密部品はすべてリークテスト装置を使って検査され、漏
れ量が10-8 mbar l/s未満であることが確認されます。

IP68防水
屋外で使用する必要があるために、水没、雨、砂、泥、その
他の環境ストレスにさらされる可能性のあるデバイスが対
象となります。

Oリング

シーラント
絶縁体
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フロント/リアマウント式
■ アセンブリをどのように処理する必要があるかに応じて選択
■ リアマウント式はPCBマウントで広く使われている

前方/後方突出
■ デバイスの内側と外側のどちらでスペースを節約する必要が 
あるかに応じて選択

■ フロント/リアマウント式もある

IP68防水・ハーメチックタイプ
■ 気密スタイルには高圧環境下でも最適な密封特性を発揮する 
特殊なシーリング材を使用

フィードスルー
■ 気密パネルバルクヘッドフィードスルー

レセプタクル形状の選び方
リ
ア

フ
ロ
ン
ト

フ
ロ
ン
ト

リ
ア

シ
ー
リ
ン
グ
材
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技術情報

コンタクトブロック材質

Oリングとシーリング材の材質

シェル材質

材質

材質名

クロムメッキ真鍮

アルミニウム

ステンレススチール

PEI

PBT

ABS

主な特性

塩水噴霧腐食耐性と機械的耐性、コスト効率、導電

軽量

腐食耐性、表面清浄性、放射性耐性、機械的耐性

滅菌（オートクレーブ、EtO、Cidex、ガンマ線、 
Steris®、Sterrad®）

電気絶縁性、低温での使用

使い捨てソリューション、医療用途

長所

頑丈

軽量

クリーニング/放射線

滅菌

絶縁

コスト効率

温度

-100～+200°C

-100～+200°C

-100～+350°C

-65～+200°C

-65～+135°C

-20～+65°C

材質名

PEEK

LCP

PBT

PTFE

ABS

主な特性

優れた温度耐性、薬剤耐性、放射線耐性

優れた温度耐性と薬剤耐性

優れた薬剤耐性、コスト効率

優れた絶縁耐力、優れた薬剤耐性

使い捨てソリューション、高い安定性

最適用途

高温

高温

コスト効率

電気絶縁性

コスト効率

温度

-65～+250°C

-65～+200°C

-65～+135°C

-65～+160°C

-20～+65°C 

材質名

FPM (Viton®)

EPDM

NBR

FVMQ

TPE

「U」タイプ樹脂

「E」タイプ樹脂

主な特性

酸、天候、オゾン、燃料、鉱油/シリコーン油、高真空、ガンマ線

アルコール、天候、高温水、蒸気、洗剤、ガンマ線

酸、鉱油、ガソリン、天候、洗剤

鉱油、アルコール、天候、高温水、洗剤

芳香族炭化水素と有機塩素化合物以外に対しては 
非常に優れた耐性

鉱油、酸、アルカリ、無機食塩溶液

優れた薬剤耐性と放射線耐性

最適用途

気密性

低温

耐油

高温耐油

軟質付属品

IP68密封

気密

温度

-20～+200°C

-50～+160°C

-30～+110°C

-55～+200°C

-55～+130°C

-55～+200°C

-65～+150°C
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降伏電圧 
コネクタの互いに絶縁された部分間または絶縁部分と地面と
の間で破裂放電が起きる前に印加できる最大電圧差。

試験電圧（または耐電圧） 
適格性試験の際にコネクタの検査に使用する電圧レベル。 
この値は物理的な上限値を表します。通常は、降伏電圧の
75%に設定されます。

動作電圧（または定格電圧） 
装置で使われているコネクタが、その装置の通常の予想耐用
期間にわたって典型的な環境条件の下で実際に動作すると 
される電圧。

A/Z極性
ユーザーが危険電圧と接触するのを防ぐため、フィッシャーコネクターズの大半の製品で次の2つのバージョンを 
ご利用いただけるようになっています。

標準A極性
レセプタクルのコンタクトに間違って接触できないようになって 
います。
レセプタクル側に電圧が存在する場合に推奨されます。

反転Z極性
プラグのコンタクトに間違って接触できないようになっています。
プラグ側に電圧が存在する場合に推奨されます。

TM

記号
プロトコル USB 2.0 USB 3.0 イーサネット Cat 5 イーサネット Cat 6 HDMI
速度 60 Mb/s 625 Mb/s 1Gb/s 10Gb/s -
必要なコンタクト数 4 9 8 8 19

データ転送

試験電圧と動作電圧

詳細については、www.fischerconnectors.comをご覧になるか、テクニカルサポートチームまでお問い合わせください。
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技術情報

はんだ付け
コンタクト
多用途に対応

コンタクトが取り付け済み
資格を有するアセンブル担当者が必要

PCB
コンタクト

PCBまたはフレックス回路マウント
より小さなピン径
フローはんだ付け

圧着
コンタクト

選択的焼なましエリア
特殊な工具が必要

ワイヤサイズが限定される

 ■ PCBまたはフレックス回路に直接取り付けるデザインに
なっており、フローはんだ付けで使用して組立生産の迅速
化を図ることが可能

 ■ 基板までの距離が近く組み込みが可能なため、高速デー
タ転送に優先的に使用され、信号摂動の緩和に貢献

 ■ PCBピンは通常、リアマウント式パネルコネクタで使用さ
れる

 ■ 各コンタクトには、ワイヤの終端処理を正しく行えるよう
に、組み立て時に特殊な工具を使って圧着加工された選
択的焼なましエリアがある

 ■ はんだ付け処理が必要とならないため、現場での終端処
理や修理に一般的に使用されている

 ■ 防埃・防滴/気密コネクタでは利用できない

 ■ 任意のコンタクトブロック材質で製造でき、さまざまなワ
イヤサイズをサポート

 ■ コンタクトが絶縁ブロック内に事前に取り付けられてお
り、適切なサイズのはんだごてを使ったワイヤの終端処理
が可能

 ■ 特殊なはんだ付け技術の資格を持ったオペレーターが必
要となる場合あり

コンタクトと付属品
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光ファイバーバットジョイント 
コンタクト

優れた光ファイバー性能
非嵌合状態でIP67

UPCおよびAPC研磨

 ■ 挿入損失と反射損失を極めて低く抑制するため、光ファイ
バー終端には、通信業界で広く使われているバットジョイント
技術を採用

 ■ 終端の密封特性により、クリーニングが容易なほか、非嵌合状
態でもデバイスが保護され（IP67）、嵌合状態のアラインメン
トがずれることがない

 ■ 高精度の研磨処理を施した、保証/テスト/認定済みの優れた光
学性能プラットフォーム

 ■ アラインメント用のスリーブパーツが取り外し可能な嵌合アダ
プターに組み込まれているため、保守、交換、クリーニングが
容易

プレス加工
コンタクト

量産
自動化されたケーブルアセンブリ

使い捨て用途

 ■ 大量で自動化されたケーブルアセンブリに最適

 ■ 特有のリールが付属するため、自動ケーブルアセンブリ機械に
組み込むことが可能

 ■ 最大着脱回数が少ないため、主に使い捨て用途に使用される
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ストレート 
ベンドリリーフ

ケーブル
ベンドリリーフ
ハイエンドの上質感
工具が不要

色の選択肢が豊富

工具なしで終端処理できるため現場での取り付けに最適です。
 ■ 優れた品質と保護性能

 ■ ケーブルを識別しやすくする豊富な色バージョン

 ■ 幅広いケーブル直径に対応

ストレートと直角のケーブル方向からお選びいただけます。
 ■ 幅広いケーブル径に対応

 ■ 頑丈なポリウレタン素材

 ■ 清潔なシリコン素材

 ■ ケーブルの屈曲寿命を向上させる優れた保護性能

外側被覆ベンドリリーフ

直角
ベンドリリーフ

ハイエンドの上質感
ストレートと直角

色と材質の幅広い選択肢
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保護性能の向上

埃の多い環境に最適

密封特性の向上

接続部全体の機械的保護性能を向上させます。
 ■ 埃の多い環境でロック機構の汚染を防止

 ■ 水中用途での密封効率を向上

 ■ プラグとレセプタクルの両方をカバー

熱収縮 
チューブ

配線露出部の保護

簡易なプロトタイピングに最適

ベンドリリーフ保護

粘着版を使用すると水中用途に対応できます。
 ■ 簡易なプロトタイピングが可能に

 ■ 幅広いケーブル直径に対応

 ■ 複数のケーブル出力に適合

保護スリーブ
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Expertise | Reliability | Innovation

標準的なものから量産、専門的または複雑なものまでの 
多用途をカバーする、3万種類を超える製品の開発実績



コネクタ技術を先駆してきたフィッシャーコネクターズは、60

年以上にわたって革新性の精神を発揮し続けており、その画
期的な技術、優れた品質の製品、そしてきめ細かなカスタマー
サービスで知られています。

フィッシャーコネクターズは、高性能で頑丈な丸型コネクタ/

ケーブルアセンブリソリューションの設計、製造、販売を手がけ
ることで、企業による高信頼アプリケーションの構築を全面的
に支援しております。当社のコネクタは、優れた信頼性と精度、
そして要求の厳しい過酷な環境に対する耐久性の高さで広く
知られています。

また、主要製造施設をサン＝プレ（スイス）に構えるとともに、
ケーブルアセンブリ施設をヨーロッパ、北米、アジア太平洋地
域に展開し、世界各地のエンジニアリングチームとカスタマー
サポートチームからの後方支援を受けることで、世界中のお客
様に専門的なサービスをご提供することに成功しています。

保証と免責条項
別段の明示的な定めのない限り、（印刷形式か電子形式かを問わず）本文書の中でフィッシャーコネクターズによって提供される技術データは、情報提供目的のみで提供されるものとしま
す。いかなる場合にも、（印刷形式か電子形式かを問わず）本文書に記載されている技術データがフィッシャーコネクターズによって明示的に保証されていない限り、それらのデータについて
フィッシャーコネクターズが法的に拘束されたり、法的責任を問われたりすることはありません。

フィッシャーコネクターズは、製品またはサービスの購入者によって実施された、あるいは購入者の要求に基づいて第三者によって実施された組み立てプロセス、取り付け、テストに起因す
る損害に責任を負わず、購入者によって実施された、あるいは購入者の要求に基づいて第三者によって実施されたその他の行為や処理のうち、フィッシャーコネクターズの指示に違反してい
るものや、それ以外の点でフィッシャーコネクターズの支配の及ばないものに起因する損害に対しても一切の責任を負いかねます。フィッシャーコネクターズは、仕様、図解、説明、その他の
明細に従って動作しているフィッシャーコネクターズの製品またはサービスについて、フィッシャーコネクターズの製品またはサービスをそれとは互換性のないサードパーティ製装置や製品
と組み合わせたり、併用したりしたことに起因するいかなる欠陥あるいは障害に対しても責任を負いかねます。

フィッシャーコネクターズの一般取引条件については、www.fischerconnectors.comをご覧ください。

60年以上の専門知識、信頼性、革新性に裏付けられたフィッシャーコネクターズ

2 製品ラインナップカタログ2

60年以上に渡り、皆様―私たちの顧客とパートナー―が私達にとっての最大の関心事でした。皆様にご
満足いただける為の努力が常にそして自ずから専門性、信頼性、革新性という言葉に裏付けられるフィッ
シャーコネクターズのグローバルかつ家族的経営を導いてきました。

豊富な専門知識に基づくフィッシャーコネクターズのソリューションは、Core、UltiMate、FiberOptic、
MiniMaxの 4つの製品シリーズにわたって展開され、これまでに 3万種類を超える製品の開発を進めてい
ます。

これらの質の高い接続ソリューションを容易にご購入いただけるよう、当社はヨーロッパ、北米、アジア太
平洋の各地域に製造 /ケーブルアッセンブリ設備を置くとともに、世界中をカバーする販売ネットワークを
展開しています。過去 10年間、皆様にさらに満足していただくための継続的な取り組みの一環として、当社
全体の近代化、製品と製造システムの両面における革新、品質および信頼性要件への迅速かつ効果的な対
応に注力してまいりました。

年間 1万社を超えるお客様に満足をご提供できる事を喜びとすると共に、今後さらに多くの皆様のビジネス
にとって我々の革新的な接続ソリューションがお役に立つことを楽しみにしています。

 ジョナサンブロサール

ジョナサン ブロッサード （CEO）、サブリナ・フィッシャー（取締役）、ピーター・フィッシャー（会長）

ウォルター・ワーナー・フィッシャー
（フィッシャーコネクターズ創業者）
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