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会社概要

商号	 古河電工産業電線株式会社	

略称	 FEIC
（Furukawa	Electric	Industrial	Cable	Co.,	Ltd.）

設立	 2005年1月1日

事業内容	 各種電線ならびに電線機械器具の製造販売

資本金	

売上高	

4億5千万円

266億円（2019年度実績）	

代表者	 白坂　有生

従業員	

所在地	

約320名

本社
〒116-0014
東京都荒川区東日暮里6-48-10	
TEL	03-3803-1151（代表）	
FAX	03-3801-0581

沿革

1932年	 合資会社三和電線製造所を設立	

1946年	 三和電線工業株式会社に改称	

1949年	 ゴムキャブタイヤケーブル製造開始	

1957年	 船用線製造開始	

1969年	 車両用電線製造開始	

1973年	 ビル用ハーネス住宅都市開発公団認取得	

1991年	 	創業者・雨宮家より古河電気工業株式会社が
経営を引継

1993年	 	北陸電力株式会社よりVVF、VVR、SN-OW
の形式を取得　東京電力株式会社よりOE，
OWの形式を取得	

1994年	 	北陸工場操業開始、CVケーブル製造、工事用
ユニットケーブルを開発、製造開始

1996年	 ISO9001認証取得	

1997年	 NQAS97-1010認証取得	

2001年	 	千代田電線株式会社と合併し社名を古河イン
ダストリアルケーブル株式会社と改称	

2003年	 ISO14001認証取得	

2005年	 	古河電気工業株式会社の産業用電線事業の分
割を受け、これを統合し古河電工産業電線株式
会社に社名を変更	

2006年	 	九州古河電工株式会社の産業用電線事業の分
割を受け、これを統合	

事業の推移

平塚工場

古河電気工業株式会社

古河電工産業電線
株式会社

2006年1月事業統合

2001年合併

1998年設立

2005年1月事業統合

九州古河電工株式会社

三和電線工業株式会社
甲府工場・北陸工場

千代田電線株式会社
栃木工場

九州工場

古河インダストリアルケーブル株式会社
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お客様のさまざまなニーズに応えるため、
国内外に各種生産ラインを整えています。

国内ネットワーク

工場紹介

九州工場
平塚工場

栃木工場

九州営業グループ

中四国支店

関西営業グループ

中部営業グループ
本社

1966年に操業を開始して以来、常にお客様に育てられ
て、成長と変化をしてきた工場です。もともと低圧被覆電
線の生産から始まりましたが、培ってきた被覆材料や製造
技術・設備技術などを基盤に、現在では数多くの機能電線
や接続部品なども生産
しています。

●平塚工場
栃木工場は、操業を開始して40年となります。従来は、
汎用線を中心に電線の製造をしてきました。昨年度から、
汎用線に加え機能線の製造もおこない、さらに成長した工
場となっています。
　安全な職場作りを第
一に、新たな製品を手
掛けていきます。

▶敷地面積：39,576m2

▶�主要製品：IV、VVF、
EM-LMFC

●栃木工場

▶敷地面積：70,470m2

▶主要製品：PV-CQ、TV
カメラケーブル、火災検
知線

　古河電工で100年、FEICで10年と歴史のある工場�
です。ゴム系を中心とした低圧から特高圧までの製品を製
造しており、過去から未来へ常に社会に貢献し、顧客満足
度を更に向上させたいと日々チャレンジしています。

▶敷地面積：68,116m2

▶�主要製品：EM-LMFC、
EM-FCC、耐熱電線、
キャブタイヤケーブル

●九州工場
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研究開発
古河電工の最先端の技術力をバックに
新製品の開発、品質向上に努めています。

船用電線、車両用電線、電気機器
用電線および産業用キャブタイ
ヤなどのゴムケーブルと、一般
プラスチックケーブル、光応用
ケーブル、高耐熱ケーブル、各種
端末加工製品、接続材料などの
多彩な製品群について、今後も
古河電工との連携、リソース活
用により、より一層の製品のレ
ベルアップを図っていきます。 古河電工　研究開発本部

プロフェッショナルとして
	強い意志と情熱を注いでいます。

電気機器用
新エネルギー用

環境配慮製品

放送設備用

古河電工の最先端の技術力をバックに徹底した研究開発を行っています。

進化を続けるお客様のニーズに高いレベルで応える最高の価値を提案します。
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卓越した古河電工の
ケーブル技術を継承した
信頼の電線・ケーブル

品質管理
最新機器と管理技術で徹底した品質管理を実施し、
製品の信頼性を高めています。

1996年12月 にISO9001の
認証を取得、さらには1997年
6月にNQAS認証を取得するな
ど、優れた品質マネジメントシ
ステムのもとに万全の品質保証
体制を構築しています。

環境活動

ISO�9001
ISO�14001

当社は2001年4月のグ
リーン購入法施行時から、
グリーン調達の推進に取り
組んでいます。環境保護の
取り組みとして「環境に配
慮した資材」を優先的に採
用していきます。

このマークが付与されてい
る製品・サービスは、古河
電工グループの環境調和製
品基準を満たしていること
を示しています。

JR東海提供

建設用

船用 鉄道・車両用

産業機械用

空港施設用

耐熱電線・水冷ケーブル

ケーブル加工製品

アクセサリー

極薄肉被覆電線

古河電工の最先端の技術力をバックに徹底した研究開発を行っています。

進化を続けるお客様のニーズに高いレベルで応える最高の価値を提案します。

JR東海提供
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電線・ケーブルの導体材料である銅やアルミはほぼ100％回
収・再利用されますが、被覆材料は再利用されずに埋立てまた
は焼却処分されているものもあります。
そこで、被覆材のリサイクル率向上に取り組むとともに、環境
配慮型のエコマテリアル電線･ケーブル「エコエース」を提供し
ています。ハロゲンフリー材料で構成されているため、焼却時
にダイオキシンやハロゲン系ガスなどの有害物質を発生せず、
また重金属類を含まず、煙の発生も少ない“環境にやさしい”電
線･ケーブルです。
また、クリーンルーム用として、ケーブルから発生する有機ガス
が極めて少ない低アウトガスケーブル（c901）もご用意してお
ります。

環境重視！
エコ電線・ケーブル

エコエース
さらにクリーンな	

低アウトガスケーブル

環境配慮製品

新エネルギー用

風力発電タワー内に使用されるケーブルには、耐捻回性や耐寒
性・耐熱性が必要とされ、当社では、移動用ケーブルで培って
きた技術を活かし、信頼性の高いケーブルを提供しています。
特別高圧ケーブルには、柔軟性に優れたゴム材料を適用し、ケー
ブル端末へのコネクタ加工にも対応しています。

自然のエネルギーを有効利用

風力発電用ケーブル

太陽電池

接続箱／集電箱

パワーコンディショナ

PVケーブル

直流1500Vを上限としたメガソーラー発電システムに最適な
PVケーブルです。古河電工グループの優れた材料配合技術によ
り、様々な特性を兼ね備えており、苛酷な環境下で使用される
PVケーブルとして高い信頼性を有しています。

苛酷な使用環境に耐える

太陽光発電用
ケーブル PV-CQ
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空港施設用

放送設備用

秒刻みに離発着する航空機。その航空機運行の安全に欠かせないものの一つに航空照明施設があります。
航空照明施設のうち、進入路、滑走路、誘導路などの灯火設備は航空機運行の安全面に重要な役割を果たし、これらの灯火設備にはゴ
ム被覆絶縁変圧器、航空照明用プラグ・レセップおよび航空照明用ケーブルを使用した直列点灯方式が採用されています。
当社では、ますます発展する航空輸送の安全を守るため、最新の技術と豊富な経験で信頼性の高い航空照明用製品を供給しています。

空港の安全を守る

空港灯火照明機材

デジタル＆ハイビジョン放送時代を迎え、大容量・高速度の信
号伝送が可能な光ファイバはテレビカメラの必須アイテムと
なっています。当社は、光ファイバケーブル、光コネクタアッ
センブリ、光接続工事を網羅したテレビカメラ用光システムで、
放送界のデジタル化、ハイビジョン化を支援しています。

デジタル放送、ハイビジョン放送を支援

テレビカメラ用光システム
当社では、さまざまなケーブルに、光ファイバを複合したハイブ
リッドケーブルを設計、製造しています。

パワーと情報をハイブリッド化

光複合ケーブル
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ジョイントユニットは、ブレーカと配線を一体化した、道路照
明用・小型照明用のケーブル配線ユニットです。ポールの外側
で簡単に施工することができ、コンパクトな防水型「過電流遮断
器・漏電遮断器」として使
用できます。
JIS�C�0920保護等級7
級（防浸型）なので結露対
策は万全です。自動点滅
器または安定器とリード
線で接続することができ
ます。

都市における、ビル火災による被害を最小限に防ぐため、万一の
火災時に必要な非常用電源回路や表示灯回路などには、840℃
に30分間耐えられる耐火電線の使用が義務付けられています
が、当社製品はこの基準
を高次元でクリア。また
380℃に15分間耐え
る耐熱電線もご用意して
います。

建設用

建設・プラント設備や鉄道関連設備には多くの電線・ケーブルが使用されて
います。当社では低圧～高圧のCV（架橋ポリエチレン絶縁ケーブル）、CVV
（制御用ビニルケーブル）、IV（ビニル電線）をはじめとして幅広い用途に対応
した電線・ケーブルを取りそろえ、また長年の製造実績により培われた技術
により、設備の信頼性向上に貢献しています。

信頼と実績

産業用電線 ･ ケーブル

VVF（ビニル絶縁ビニルシースケーブル平型）は使いやすさを追求した商品で
す。また環境にやさしいエコタイプのEM�600V�EEF/Fも取り揃えています。

四季を通じて適度な柔軟性を維持

VVF（VA）

ブレーカを結露から守るケーブル配線器具

ジョイントユニット
都市防災に貢献

消防用耐火・耐熱電線

ビル用ハーネスケーブル
ビル用ハーネスケーブルは工場で幹線
ケーブルに分岐線をモールド加工するの
で、品質が安定しています。現場での加
工が無いので施工が容易です。

トンネル用ハーネスケーブル
トンネル照明用分岐付きケーブルは、あ
らかじめケーブルを工場で分岐加工した
ハーネス型のケーブルで、施工が容易で
す。当社のトンネルハーネスケーブルに
は、灯具への取り付けがワンタッチでで
きるNPSⅡコネクタを取り付けたタイプ
もご用意しています。

ホームドア用ハーネスケーブル
ホームドア用ハーネスはあらかじめ工場
で幹線ケーブルに分岐ケーブルをモール
ド接続してご提供します。接続部の品質
の安定と、現場での作業時間を大幅に短
縮し、現場作業効率化のお役に立ちます。

現場作業を大幅に簡素化

ハーネスケーブル



9

電気機器用

口出線

〈使用箇所例〉

盤内配線

直流回路の配線（＋側：赤、－側：青）

EM-LMFCは、110℃に耐える環境配慮型のノンハロゲン電線
で、盤内配線、モーターやバッテリーの口出線として使用されて
います。
最近では、バッテリー等の直流回路の配線用（＋側：赤、－側：青）
で好評を得ています。
また、1.25SQから14SQまでの細サイズについては型取り性
の良いEM-FHICも取り揃えています。

盤内配線用、口出線として

EM-LMFC

EM-FCCはゴムケーブル並に柔らかく狭小エリアでの取り回しに最適なケーブル
です。
太陽光パワーコンディショナ周辺の可とう性が要求される用途等にご使用頂いて
います。

狭小エリアでの取り回しに最適

EM-FCC

パワーコンディショナ

トランス

集電箱

ケーブルがやわらかいので、
狭小エリアでの取り回しに最適！
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船�用

250V～6/10kV船用電線

船舶は海上輸送の効率化を図るため、大型化、専用化、高速化、自動化が進み、船用電線
に要求される品質、特性は一段と高度なものとなっています。当社は、古河電工グループ
の技術力、開発力を結集し、このようなご要求にお応えしています。また、NK、LR、BV、
ABS、ＤNV等各国の船級協会の船用電線を始めとして、防衛省規格の艦船用電線につい
ても多くの実績を持っています。
さらに近年船用耐熱電線も開発しています。

実績で応える

船用電線

ロクマリン-ブロックケーブル

ロクマリン-パテ

ロクマリン-パテ

ロクマリン-ブロック

ケーブル

建築用途で耐火工法を革新したブロック工法「ロクマル」を船舶
用途に応用。従来のパテ工法と比べ施工が簡単、軽量です。ケー
ブルの変更・増設への対応も容易です。建造中の仮防火として
も利用できます。

船用電線貫通部 A 級耐火新工法

ロクマリン

LNGターミナルヘッダ0.6/1.0kV、6/10kV
極低温ケーブル

〈施工例〉

LNGターミナルヘッダは、LNG（LPG）タンクより液送するため
のサブマージドポンプ用低温ケーブルの貫通ブッシングとして
多くの実績を誇ります。極低温ケーブルは、高圧ポンプにも対
応しています。

妥協しない技術

LNG ターミナルヘッダ 極低温ケーブル



11

WL電線/軽量電線

JR東海提供

車両連結器用ケーブル

各種鉄道用信号ケーブル

鉄道・車両用

鉄道車両の安全・高速化の要求を満たすため、当社では車両用
電線の信頼性の向上、軽量化、難燃化、エコ化などのご要求に
お応えしています。このほど細径で高強度な高機能車両用電線
WJF1を開発しました。

安全・軽量を追求

車両用電線

施設における情報伝達のための各種信号ケーブルを提供してい
ます。また防鼠仕様のがい装付きケーブルもあります。

信頼ある情報伝達

鉄道用信号ケーブル
電気融雪器の電源ケーブルをコネクタ加工した、ハーネスケーブ
ルです。最大5極のコネクタで融雪器と接続できます。防水性、
振動性、機械的強度に優れています。

ケーブルと一体化！融雪器と簡単接続

鉄道用融雪ハーネス
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産業機械用

港湾埠頭、原料ヤードなどの荷役を行う大型運搬機械を始めと
する産業用機械、一般電気機器用に至るまで、各種用途に応じ
た信頼性の高いゴムキャブタイヤケーブルを提供しています。

信頼と実績

キャブタイヤケーブル

架橋ポリエチレンケーブル（ＣＶケーブル）に匹敵する電気絶縁
性能を持ち、屈曲に強い特別高圧ゴムケーブルを提供。古河独
自のゴム専用押出し・架橋設備（FSCV）で製造し、柔軟性と高
い信頼性を両立させています。

柔軟性と高い電気絶縁性を兼備

特別高圧用ゴムケーブル

原料ヤードのITV、LNG船光伝送などに利用される光複合キャ
ブタイヤケーブルおよび、当社独自の光回転アキュムレータ
「SC-BOX」などにより電力と情報を高速・高品質で伝送してい
ます。

高速・高品質情報伝送

光複合キャブタイヤケーブル
SC-BOX

光複合キャブタイヤケーブル

SC-BOX

コンテナクレーン用
高圧平型キャブタイヤケーブル

スタジオ照明用キャブタイヤケーブル 湾岸荷役設備用
カーテン式キャブタイヤケーブル
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製鉄所におけるアーク炉などに安定した大電流を供給する大サイズ水冷ケーブルを国内外の製鉄会社へ納入しています。

大電流で鉄を溶解

水冷ケーブル

耐熱電線・水冷ケーブル

高温耐熱電線として、各種フッ素樹脂電線、可とう性に優れた
シリコン・フッ素ゴム電線など幅広い温度範囲をカバーする各
種耐熱電線を取りそろえています。さらに、溶解鉄が直接かかっ
ても瞬時なら優れた絶縁性を発揮する特殊ケーブル（ビブラフ
レーム）も取り揃えています。

豊富なラインナップ

耐熱電線
（注）	本ケーブルは、電気用品安全法および、電気設備技術基準適用外品です。

ビブラフレーム
無機材料と有機材料の組合せで、短時間温度1565℃
に耐えます。

種類 耐熱温度 絶縁体材料
フッソ-40 400℃（30分間） PTFE
フッソ-26 260℃ PFE
フッソ-20 200℃ FEP
フッソ-15 150℃ ETFE

150℃～ 260℃フッ素樹脂電線

600V～ 3300V強化シリコンゴム電線
180℃の高温から－60℃まで広い範囲で使用できます。
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各種ゴム・プラスチックモールド製品

全国の塩害地区で使用されている
高圧配電機器用モールドコーン付PDP電線

ゴム・プラスチックの高いモールド技術を応用した端末加工製
品や各種機能を持たせた製品を用意しています。また電線・ケー
ブルの端末部へのコネクタ取り付けやゴム、PVCによるモール
ド加工をはじめ、コネクタの防水タイプやクイックタイプなどの
特殊ニーズにもお応えしています。

安心接続！

モールド加工製品

ケーブル加工製品

XETW ブレーカコイル

極薄肉被覆電線

配線スペースのコンパクト化のために、極薄肉押出し技術によ
り軽量・コンパクトな電線を提供します。写真は特殊材料を極
薄二層被覆した製品で、自己径に巻き付けてもシワが発生せず、
優れた電気性能、耐熱性を持っている屋内分電盤に使用される
ブレーカコイルです。現在応用展開を図っています。

電気を安全に遮断

XETW（二層被覆耐熱電線）

火災をすばやくキャッチして伝送。被害を最小限に抑えます。
特殊材料をピアノ線へ薄肉押出しして作られた製品です。

火災の番人

火災検知線
水中モーター用として優れた耐水性、電気性能を持ち長寿命。
低圧用の他に高圧用も提供、好評を得ています。

水中でも平気

耐水電線
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低電圧ケーブル用接続材

エフタッチテープ
エフタッチテープは自己融着層と保護層が一体化した解体可能な自己融着テープです。

パワージェル
パワージェルは低電圧の導体露出部などの防水対策として使用す
るシリコーンジェルです。解体可能でありながら、抜群の密着力
で防水します。半透明でハロゲンフリー、臭いもなく扱いやすい
のが特長です。

ロクマリン・タイト ライトシール材
業界初の非硬化型軽量耐火パテです。施工性に優れ、再利用が可
能です。様々な場所で施工頂けます。
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