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 *設備をクリックすると加工可能なコネクタ一覧へいきます。 

3M 自動布線機   2 台  MLX 圧接機   2 台 

3M 自動布線機 100P   1 台   JAE 圧接機   1 台 

3M MDR I/O ケーブル圧接機 14 台  FJT 圧接機   2 台 

3M MDR ワイヤーマウント圧接機   1 台  チューブカッター機   1 台 

3M 圧接機   7 台   アプリケーター 17 台 

HRS 圧接機   4 台  全自動切断機（キャスティング）   1 台 

DX30 ケーブル配線治具セット  1 ｾｯﾄ  
半自動圧着機（JAM）（メーカー

オールラウンド） 
1 台 

HRS HIF6 カット機   1 台  融着機 8 台 

本多 PCS.PCR 用布線圧接機   2 台       

本多 HDRA 用布線機(50P 100 芯)  2 台       

本多 HDR 用布線機  5 台       

ケーブルストリップ機（0.5～3mm 用）   1 台      

ケーブルヒートストリップ機   2 台    

 

検査・試験設備 

 
ハーネスチェッカー（256 ポイント）（吉

城） 
2台   

ハーネスチェッカー（フラットケーブ

ル用） 
 2 台 

 
ハーネスチェッカー（128 ポイント）（吉

城） 
2台   絶縁計   2 台 

  導通試験機（256 ポイント）（吉城） 2台       

 導通試験機（128 ポイント）（吉城） 2台     

 導通試験機（128 ポイント）(NEXT) 2台      
 

 

 

 

 

 

 

  

 

http://www.inix.co.jp/setsubi.htm#3Ｍ 自動布線機#3Ｍ 自動布線機
http://www.inix.co.jp/setsubi.htm#JAE 圧接機#JAE 圧接機
http://www.inix.co.jp/setsubi.htm#3M MDR I/O ケーブル圧接機#3M MDR I/O ケーブル圧接機
http://www.inix.co.jp/setsubi.htm#FJT 圧接機#FJT 圧接機
http://www.inix.co.jp/setsubi.htm#3M MDR ワイヤーマウント圧接機#3M MDR ワイヤーマウント圧接機
http://www.inix.co.jp/setsubi.htm#3M 圧接機#3M 圧接機
http://www.inix.co.jp/setsubi.htm#HRS 圧接機#HRS 圧接機
http://www.inix.co.jp/setsubi.htm#DX30ｹｰﾌﾞﾙ配線治具ｾｯﾄ#DX30ｹｰﾌﾞﾙ配線治具ｾｯﾄ
http://www.inix.co.jp/setsubi.htm#HONDA PCS.PCR 用布線圧接機#HONDA PCS.PCR 用布線圧接機
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当社にて加工可能なコネクタ一覧 

  (注）加工可能な代表的な部品です。下記以外は、お問合せ下さい。  

         E-mail aks@inix.co.jp 

  

 ＊各コネクターの適合ｹｰﾌﾞﾙについてはこちらです。 

  

コネクタメー

カー(敬称

略) 

設  備 型番・シリーズ名  適合ｹｰﾌﾞﾙ 
加工 

開始日 

3Ｍ 

(スリーエム

ジャパン株

式会社) 

3Ｍ 自動布線機 101**-6000シリーズ  （加工例） 

適合ｹｰﾌﾞﾙへ   3M MDR I/O  

ケーブル圧接機 
101**-6000シリーズ  （加工例） 

3M MDR ワイヤー

マウント圧接機 
102**-0200シリーズ 適合ｹｰﾌﾞﾙへ   

3M 圧接機 

101**-8000シリーズ   （加工例） 適合ｹｰﾌﾞﾙへ   

42**-000*シリーズ 適合ｹｰﾌﾞﾙへ  

46**-6000 シリーズ 適合ｹｰﾌﾞﾙへ  

501**-B000 シリーズ 適合ｹｰﾌﾞﾙへ  

503**-3***シリーズ 適合ｹｰﾌﾞﾙへ  

78**-000*シリーズ   （加工例） 適合ｹｰﾌﾞﾙへ  

78**-00K0*シリーズ   

79**-**00 シリーズ   （加工例） 適合ｹｰﾌﾞﾙへ  

コネクタメー

カー(敬称

略) 

設  備 型番・シリーズ名 
設備一覧へ

戻る 
適合ｹｰﾌﾞﾙ 

加工 

開始日 

ＨＲＳ 

(ヒロセ電機

株式会社) 

HRS 圧接機 

HIF2C-****-1.27* 適合ｹｰﾌﾞﾙへ  

HIF3**-***-2.54R 適合ｹｰﾌﾞﾙへ  

HIF6*-**DA-1.27****  （加工例） 適合ｹｰﾌﾞﾙへ  

HIF12-**DT-1.27R 適合ｹｰﾌﾞﾙへ  

FX2B-**SA-1.27R  （加工例） 適合ｹｰﾌﾞﾙへ  

A3E-**D-2R 適合ｹｰﾌﾞﾙへ  

DX30 ｹｰﾌﾞﾙ配線

治具ｾｯﾄ 
DX30 適合ｹｰﾌﾞﾙへ 

2006 年

10 月 

 

mailto:aks@inix.co.jp
http://www.inix.co.jp/conecter_cable.htm
http://www.inix.co.jp/seihin.htm#101**-6000シリーズ　　（加工例）
http://www.inix.co.jp/conecter_cable.htm#101**-6000シリーズ
http://www.inix.co.jp/seihin.htm#101**-6000シリーズ　　（加工例）
http://www.inix.co.jp/conecter_cable.htm#102**-0200シリーズ
http://www.inix.co.jp/seihin.htm#101**-8000シリーズ 　　（加工例）
http://www.inix.co.jp/conecter_cable.htm#101**-8000シリーズ
http://www.inix.co.jp/conecter_cable.htm#42**-000*シリーズ
http://www.inix.co.jp/conecter_cable.htm#46**-6000シリーズ
http://www.inix.co.jp/conecter_cable.htm#501**-B000ELシリーズ
http://www.inix.co.jp/conecter_cable.htm#503**-3000PRシリーズ
http://www.inix.co.jp/seihin.htm#78**-000*シリーズ 　　（加工例）
http://www.inix.co.jp/conecter_cable.htm#78**-0000PRシリーズ
http://www.inix.co.jp/seihin.htm#79**-**00シリーズ 　　（加工例）
http://www.inix.co.jp/conecter_cable.htm#79**-**00シリーズ
http://www.inix.co.jp/setsubi.htm#設備一覧#設備一覧
http://www.inix.co.jp/setsubi.htm#設備一覧#設備一覧
http://www.inix.co.jp/conecter_cable.htm#HIF2C-****-1.27*
http://www.inix.co.jp/conecter_cable.htm#HIF3B*-***-2.54R
http://www.inix.co.jp/seihin.htm#HIF6*-**DA-1.27****　　（加工例）
http://www.inix.co.jp/conecter_cable.htm#HIF6*-**DA-1.27****
http://www.inix.co.jp/conecter_cable.htm#HIF12-**DT-1.27R
http://www.inix.co.jp/seihin.htm#FX2**-**SA-1.27R　　（加工例）
http://www.inix.co.jp/conecter_cable.htm#FX2B-**SA-1.27R
http://www.inix.co.jp/conecter_cable.htm#A3E-**D-2R
http://www.inix.co.jp/conecter_cable.htm#DX-30-100P(50)
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コネクタメー

カー(敬称

略) 

設  備 型番・シリーズ名 
設備一覧へ

戻る 
適合ｹｰﾌﾞﾙ 

加工 

開始日 

HONDA 

(本多通信

工業株式会

社) 

HONDA PCS.PCR 

用布線圧接機 

PCS-E**PM*-* 適合ｹｰﾌﾞﾙへ  

PCS-E**F* 適合ｹｰﾌﾞﾙへ  

PCS-XE**M**  （加工例） 適合ｹｰﾌﾞﾙへ  

PCS-XE**SPF*** 適合ｹｰﾌﾞﾙへ  

PCR-E**F* 適合ｹｰﾌﾞﾙへ  

PCR-E**PM* 適合ｹｰﾌﾞﾙへ  

HDRA HDR 用布

線機 

HDRA-E100M(A)1+  （加工例） 適合ｹｰﾌﾞﾙへ 
2006 年

10 月 

HDR-E**MAG1+  （加工例） 適合ｹｰﾌﾞﾙへ 
2007 年

8 月 

JAE 

(日本航空

電子工業株

式会社) 

JAE 圧接機 

PC-**SEN-D4P1-1* 適合ｹｰﾌﾞﾙへ  

PC-**SM-D4P1-1* 適合ｹｰﾌﾞﾙへ  

DBSP-JB***  （加工例） 適合ｹｰﾌﾞﾙへ  

FJT 

(富士通コン

ポーネント

株式会社) 

FJT 圧接機 

FCN-727B**-*****  （加工例） 適合ｹｰﾌﾞﾙへ  

FCN-367* 適合ｹｰﾌﾞﾙへ  

FCN-607* 適合ｹｰﾌﾞﾙへ  

FCN-707* 適合ｹｰﾌﾞﾙへ  

KEL 

（ケル株式

会社） 

KEL 圧接機 8822-***-171** 適合ｹｰﾌﾞﾙへ   

当社にて加工可能なコネクタ一覧 

  (注）加工可能な代表的な部品です。 上記以外は、お問合せ下さい。  

         E-mail aks@inix.co.jp 
 

 

｜ TOP ｜会社概要｜営業内容｜主要設備｜ 

 

 

 

 

http://www.inix.co.jp/setsubi.htm#設備一覧#設備一覧
http://www.inix.co.jp/setsubi.htm#設備一覧#設備一覧
http://www.inix.co.jp/conecter_cable.htm#PCR-E**PM*
http://www.inix.co.jp/conecter_cable.htm#PCS-E**F*
http://www.inix.co.jp/seihin.htm#PCS-XE**M**　　（加工例）
http://www.inix.co.jp/conecter_cable.htm#PCS-XE**M**
http://www.inix.co.jp/conecter_cable.htm#PCS-XE**SPF***
http://www.inix.co.jp/conecter_cable.htm#PCR-E**F*+
http://www.inix.co.jp/conecter_cable.htm#PCR-E**PM*
http://www.inix.co.jp/seihin.htm#HDRA-E100M(A)1+　　（加工例）
http://www.inix.co.jp/conecter_cable.htm#HDRA-E100M(A)1+
http://www.inix.co.jp/seihin.htm#HDRA-E**MAG1+　　（加工例）
http://www.inix.co.jp/conecter_cable.htm#HDRA-E**MAG1+
http://www.inix.co.jp/conecter_cable.htm#PS-**SEN-D4P1-1*
http://www.inix.co.jp/conecter_cable.htm#PS-**SM-D4P1-1*
http://www.inix.co.jp/seihin.htm#DBSP-JB***　　（加工例）
http://www.inix.co.jp/conecter_cable.htm#DBSP-JB***
http://www.inix.co.jp/seihin.htm#FCN-727B**-*****　　（加工例）
http://www.inix.co.jp/conecter_cable.htm#FCN-727B**-*****
http://www.inix.co.jp/conecter_cable.htm#FCN-367*
http://www.inix.co.jp/conecter_cable.htm#FCN-607*
http://www.inix.co.jp/conecter_cable.htm#FCN-707*
http://www.inix.co.jp/conecter_cable.htm#8822-***-171**
mailto:aks@inix.co.jp
http://www.inix.co.jp/index.htm
http://www.inix.co.jp/gaiyo.htm
http://www.inix.co.jp/eigyo.htm

