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FAロボット電線
一般配電用電線、電力ケーブル、アルミ線、
信号用ケーブル、制御用ケーブル、機器
用電線、電力ケーブル用終端、中間接続
材料および付属品、地中配電用機材、
架空配電用機材、無停電工事用機材、
間接活線作業用機材、ゴム成形品、エポ
キシ成形品、ケーブル活線劣化診断装置、
ケーブル判別器

ロボットケーブル、ハーネス加工品 油圧バルブ各種、精密金属加工品、プラス
チック精密成形品、バッテリーインジケータ

電力ケーブル・電力用機材 産業機器

［11-12P］

［13P］

［14P］

DYDENの研究開発

三か所の生産拠点

品質管理と環境対策

通信ケーブル・光関連製品

主要営業品目我等の信條

我等は信頼と敬愛のもとに

積極　正確　迅速に行動し

協力一致　会社の発展　従業員の幸福

社会の繁栄を期す

経営指針

当社は「人」と「技術」をベースに

絶えず新しい価値の創造に向け

進取で活力のある事業の推進に

最善を尽くします

通信ケーブル、光ファイバケーブル、通信ケ
ーブル接続材料

メディアコンバータ、スイッチングハブ

時代のニーズを見つめ、お客さまの信頼と安心に応える確かな製品づくりのために、

徹底した品質管理と、先端テクノロジーに即応する高度な技術開発を行い、広く社会に貢献しています。

［3-4P］ ［7-8P］ ［9-10P］

［5P］

ネットワーク機器
［6P］

COMPANY PROFILE
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Electronic Cable & Wire

ＤYＤＥＮが運び、つなぐモノは情報というあたたかさ

1983年、ロボットケーブルの開発に着手して以
来、屈曲・捻回等の信頼性試験を繰り返し行う中
で、極細線技術の向上を図り、当社独自の設計
力を活かした高寿命ケーブルを提供してきました。
その結果、各社との取引を順調に拡大し、競争の
激しいロボットケーブル業 界において、シェア
No.1の座をキープしています。

高寿命ケーブルの開発に欠かせないのが各種の
本格的な試験機や被覆材の配合技術など。信
頼性を追求する姿勢と蓄積された技術がこの製
品には結集されています。

過去に蓄積したデータや材料毎の基礎データを
基に、寿命をシミュレートすることができます。高い
精度で寿命を推定できるため、仕様検討、開発期
間が大幅に短縮できます。

クリーン搬送装置に適した、ケーブルガイドなしで自
立した屈曲走行動作を可能にしたフラットケーブル
です。配線器具の軽量化、省スペース化に加え、発
塵の低減、騒音低下などの効果も期待できます。

ロボットケーブル業界シェア
No.1*1の実力

高寿命ケーブルの開発

寿命シミュレーション

自立走行型ケーブル

いち早く参入したFAケーブル業界において、当社の
FAロボットケーブルは、高い技術力で時代の最先端
を担うテクノロジーをサポートしています。
例えば自動車をメインとする生産現場では高機能産
業用ロボットが導入され、オートメーションによる生産
の効率化と安全性の向上に大きく貢献しています。
また、家庭や公共施設では、仕事を代行・支援したり、
対話など双方向コミュニケーションが可能なパートナ
ーロボットが登場し注目されています。これらのロボット
にも当社のFAロボットケーブルが使用されています。

シ グ ナ ル を 送 る

DYDENのFAケーブルは、
高機能産業用ロボットから
パートナーロボットまで幅広く活躍

移動曲げ試験機

±90°曲げ試験機

捻回試験機

FAケーブル工場

導体工程

ケーブル工場 RMadylo2

*1 ㈱富士経済「2018 ワールドワイドロボット関連市場の現状と
　 将来展望」による



サーバフロア

ワークフロア

ワークフロア

100m超配線

縦
配
線

長距離・屋外配線（MAX170km伝送）

UTPケーブル

光ケーブル

メディア
コンバータ
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快適な光通信は、楽しい未来を創造する

本格的なブロードバンド時代を迎え、その主役
として最も注目を浴びている光ブロードバンド。
光ファイバは、従来のメタル回線に比べて高
速・大容量、長距離伝送に優れているため、安
定した高品質な接続環境をキープできるのが
魅力です。
新しい情報化社会に対応すべく、当社では光
ファイバケーブルにとどまらず、その周辺機器
の開発や品質改善にも力を入れています。

光ラインを家庭に引くために生まれた細径の光
ケーブル。当社の製品はアラミドFRPをテンショ
ンメンバとし、管路通線性に優れ、柔軟で曲げに
強いケーブルを実現しています。

FTTH用光ドロップケーブル

ダルマ型の特長を活かし、延
線張力を支持線で緩和してテ
ンションメンバを省略しました。ま

た、光エレメントと通信線を撚り合わせ、従来の
光複合ケーブルに比べて、細径・軽量化を実現
しています。柱上での分岐・接続の作業性に優
れた接続箱もラインナップしております。

架空用光エレメント・
メタル複合ケーブル

ＤYＤＥＮのネットワークソリューション

時代が求めているのはスピード
情報新時代の光通信を強力にサポートする

光ファイバケーブルライン

光検査（OTDR検査）風景

ＬＡＮ、地域情報化などの
情報通信基盤構築に貢献する
ネットワーク機器

メディアコンバータの使用例

情 報 を 広 げ る

Broadband Cable & Equipment

10ギガビット対応メディアコンバータ
DN6820E

DN1800Eシリーズ

DN2800Eシリーズ

当社はメディアコンバータのパイオニアとして、ＬＡＮ
や地域情報化をはじめ、あらゆる情報通信関連市
場へネットワーク機器類を開発・製造・販売しており
ます。国産メーカーならではの高い製品信頼性と迅
速な対応で、お客様のニーズにお応えします。

DNHD2E DN4810E



デ ィ ー レ ク ト

Electric Power Cable

・第49回オーム技術賞
 「低風圧絶縁電線の開発」
・第55回澁澤賞
 「Ｄｕｃｔ Ｒ Ａｎａｌｙｚｅｒ（管路R測定器とケーブ        
　ル引入張力・側圧予測プログラム）の開発」
・第59回澁澤賞
 「ケーブル判別装置の開発」

優れた柔軟性・耐熱性と細径構造により、狭い機器内配線での作業効率化や
機器内省スペース設計に貢献します。日本/UL/CSA/CEのマルチ認証を
有するため、国内・輸出機器の両方に適用することができます。

高柔軟性機器用電線
「Dy－SOFT」シリーズ

耐摩耗性・耐油性・耐水性・耐断線性など、各種耐性を持つ特殊キャブタイ
ヤケーブルです。従来ケーブルと比較して、長寿命化や柔軟化、作業性向上
等が実現可能で、お客様の要望・ニーズに沿った製品開発が可能です。

仕様（例）
・水環境での使用に最適な
「耐水性・耐薬品　架橋ポリオレフィンキャブタイヤケーブル」

・厨房機器等の使用環境に最適な
「耐食用油・耐アルカリ洗剤ビニルキャブタイヤケーブル」

・引き摺りや擦れのある環境に最適な
「耐摩耗性ビニルキャブタイヤケーブル」

・屈曲、捻回、しごき環境での使用に最適な
「耐断線性ビニルキャブタイヤケーブル」

・優れた取扱性、配線性を実現した
「超柔軟ビニルキャブタイヤケーブル」

特殊キャブタイヤケーブル
「Dy－reCT」シリーズ 発電機工法やバイパス工法で無停電工事を行う際に使用するケーブルで、可

とう性・耐屈曲性に優れています。プラグイン端末部は差し込むだけで着脱可
能なワンタッチ構造となっています。

ワンタッチ式 バイパスケーブル
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災害に強い
低風圧絶縁電線

パ ワ ー を 運 ぶ

電線ケーブル技術は
さまざまな賞を受賞

無停電工事用機材 地中配電用機材

創業以来、一貫してより高品質な電力ケーブルの
開発に力を注いできました。その長年の経験と実
績から高い評価と信頼を獲得し、電気事業やその
他産業などの分野で幅広く利用されています。
また、都市景観を保つために電線の地中化を進
める「地中配電用機材」、配電工事中にも電気を

止めない「無停電工事用機材」、強風時の被害
を低減する「低風圧絶縁電線」など、新製品を
次々と開発してきました。高い技術力を誇る当社
の電力ケーブル事業は、これからもより安全で快
適な生活をしっかりサポートしていきます。

生活に欠かすことのできない電気
当社は電力ケーブルを通じて
安全で快適な生活をサポートしていきます

あらゆる自然の猛威に耐え、電力供給を守るパワーケーブル

架空配電線の絶縁被覆に溝形状を施すこと
で、台風などの強風時に電線にかかる風圧荷重
を大幅に低減します。設備被害の減少はもちろ
ん、設備のコストダウンにも役立ちます。

超柔軟ビニルキャブタイヤケーブル「Dy－reCT－VS」

低圧用

高圧用
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アイデアは独創的な製品となり、世界へと羽ばたく

電線ケーブルを手がける過程で培った技術を活
用し、1970年から産業機器分野に進出しました。
中でも代表的な製品は、プラスチック精密成形
技術から生まれたバッテリーインジケータです。自
動車等のバッテリーに装着し、色の変化を見るこ
とでバッテリーの液量や充電状態が一目でわか
るという独自のアイデアを、世界に先駆け製品化
しました。当社独自の構造と特殊な材料を使用して
いるため、色彩表示が鮮やかで視認性に優れて
おり、あらゆる環境でも安定した高い性能を発揮
します。国内シェアは7割*1を超え、アジアを中心
に輸出も拡大しています。

独創的なアイデアが生みだした
バッテリーインジケータは
世界で広く愛されています

油圧バルブは、油の圧力、速さ、方向を正確に制
御し、耐久性や操作性が求められる製品です。
当社は、開発段階からお客様のニーズに積極的
に対応し、その製品は、長年、海洋の厳しい環境
に耐え信頼を獲得、いまや国内はもとより世界
中の海にその活躍の場を広げています。

国内シェアNo.1*2をキープ
いまや世界の船で活躍する
DYDENの油圧バルブ

着 想 を 製 品 化 す る

電気遠隔制御装置

円筒研削工程

油圧バルブ射出成形工程

Industrial Equipment

*1 車載鉛蓄電池用バッテリーインジケータの2017年国内販売 
　 実績による

*2 漁労機械、甲板機械向け油圧バルブの2017年国内販売実  
　 績による



次世代の塗布型有機ELディスプレイに貢献

Research and Development

被覆材は電線・ケーブルの性能を決める大きな要素のひとつです。当社では
早くからポリマーアロイ技術の研究に着手し、様々な高機能材料の開発を進
めてきました。現在では、環境規制に対応した地球に優しい高機能ケーブルを
提供しています。これからも多様な市場のニーズを的確に捉えた研究開発を行
い、社会に貢献する製品づくりに取り組んでいきます。

高機能ケーブル（被覆材料）
近年、家電製品や自動車への非接触給電技術の研究開発が盛んですが、当
社では電力会社の送配電線路から非接触で電力を取出すワイヤレス電源の
研究開発に取り組んでいます。Leicouplerは静電誘導や電磁誘導によって、
超高圧の架空電線や遮蔽された電力ケーブルから受電できるため、電源確保
が困難な現場でも各種機器に簡単に電力を供給できます。今後も多様なニー
ズに対応した電源装置の開発に取り組んでいきます。

Leicoupler® （レイカプラ）シリーズ

樹脂配合技術 送配電用ワイヤレス電源技術

電気利用が拡大していくなかで、社会の血管や神経にたとえられる電力ケーブ
ルは、極めて重要な役割を担っています。当社では、その電力ケーブルの劣化
および診断に関する研究開発で培ってきた計測監視技術を応用展開し、劣
化状態をオンラインで診断できる装置をはじめ、電線･ケーブルの探査・判別が
可能なケーブル判別器など
を製品化しています。今後も
拡大していく再生可能エネ
ルギー関連設備の監視な
ど、様々な技術開発に積極
的に取り組んでいきます。

劣化診断・監視・現場測定装置
高い技術力と安定した品質保証からお客様のニ－ズにあった『光』を提供して
います。白色LEDに使用される青色LED励起用蛍光体と近紫外LED励起用
蛍光体の製造販売をはじめ、環境に配慮した次世代の水銀フリー光源に使用
されるＵＶ発光蛍光体の製品開発にも取り組んでいます。

発光材料

計測監視技術 セラミックス合成技術

磁性体の磁気熱量効果を用いた冷凍技術である磁気冷凍は、環境に優しく
エネルギー効率が高いことから、自動販売機や電気自動車などへの応用が期
待されています。当社では、磁気冷凍材料の特性向上と量産化技術の確立を
目標とした研究を行っています。

磁気冷凍材料

近年、環境への配慮、省エネルギーの観点から、様々な分野において軽量化
が進められており、電線ケーブルの分野においても従来の銅より軽量なアルミ
合金への代替が期待されている分野があります。当社では、耐屈曲性と高導
電率を特長とするアルミ合金線材と、その複合線の製造プロセスの確立を目
標に研究開発を行っています。

アルミ合金導体

有機ELディスプレイは、高画質・省エネルギーに加えフレキシブル化のニーズ
に応える表示装置として注目され、大型化や高精細に対応するために塗布方
式のニーズが高まっています。当社では世界に先駆け、塗布方式実用化の
キーマテリアルである塗布型電子輸送材料とそのインクの製品開発を行って
います。これからも市場ニーズに対応した製品づくりに取り組んでいきます。

電子輸送材料

合金合成技術 有機合成技術
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始まりは電線ケーブル製造のための技術。最先端技術との融合によって、時代のニーズに的確かつ迅速に対応しながら、さらなるフィールドを次 と々開拓してきま
した。そこで培い、誕生した技術は、当社の原点とも言える品質信頼性をより一層高めています。DYDENのテクノロジーは無限大の可能性を秘め、常に次世代を
みつめ果てしなき進化を遂げていきます。

電線ケーブル製造技術に端を発したDYDENの多種多様な技術は、
市場のニーズを具現化し、さらなる進化を遂げています

R&Dセンター（佐賀事業所内）

被覆用コンパウンド 送電鉄塔用 電力ケーブル用

ケーブル診断装置

塗布方式有機ＥＬディスプレイイメージ

蛍光体

最先端技術の融合、新たなテクノロジーを創出する研究開発 未 来 を 創 る

ケーブル判別器

合金合成技術を通じて、地球の環境に配慮した製品づくりに取り組んでいきます。



Production Works Quality & Environment

1986年、電子ワイヤ工場としてスタートし、翌年
には光ケーブルの製造も開始しました。現在で
は、進化を続ける情報社会に対応したネットワー
ク機器や自動車・船舶等に用いられるプラスチッ
ク精密成形品・精密金属加工品、およびFAロ
ボットケーブルの導体を製造する最新鋭の工場
となっています。

1969年から操業を開始しました。電力線、通信線、
光ファイバケーブル、電力用機器など電線・ケーブル
関連製品の設計・開発から製造までを一元的・効率
的に行う総合事業所です。電線・ケーブル関連製品
の製造設備を全てここに集約し、電線事業の要、当
社の中心的工場としての役割を果たしています。

1９５１年、当社はここを創業の地としてスタートしま
した。現在は、時代の最先端を担うテクノロジーをサ
ポートするＦＡロボット電線の専門工場として、産業
用ロボット等に用いられるＦＡロボットケーブルやそ
れらのハーネス加工品を製造しています。なお、ここ
で生産されるロボットケーブルは、業界No.１*1のシェ
アとなっています。

当社は、久留米事業所、佐賀事業所、上峰事業所
の三か所の生産拠点で専門性と機能性を追求し
た工場整備を進めてきました。各事業所では、最新
鋭の設備を導入した生産ラインによって、品質の
安定、コストの低減、スピード化を実現、試験･検査
装置の高度化･充実にも努めています。こうした合
理的な生産体制や品質管理システムは高く評価さ
れ、「工業標準化実施優良工場」として通商産業
大臣賞をはじめ、数多くの賞を受賞しています。

品質管理を追求し、地球環境の保全に力を注ぐ

当社は、「お客様第一・品質重視」を第一の行動
指針に掲げております。この指針のもとに、絶えず
変化するお客様のご期待にお応えし、満足いただ
ける品質管理体制の構築を図るために、最新の
検査および信頼性試験装置の導入を行っていま
す。また、「品質は、人なり」のもとに、人材育成の
ための教育・訓練を計画的に行っています。さら
に、各事業部門でISOを活用し、次のような品質
目標の実現に向け取組みを進めています。
　・製品品質の安定向上
　・コスト低減、納期満足の向上
　・お客様の視点で魅力ある「製品開発」

久留米事業所

佐賀事業所

上峰事業所
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専門性・機能性を追及する三か所の生産拠点

久留米事業所

佐賀事業所
上峰事業所

品質管理の追求

【環境管理】
ISO14001：2015に基づく環境マネジメントシステ
ムを構築し、環境活動を推進しています。
主な取り組みとして、
　１．環境に配慮した製品化
　２．環境に配慮した物品の優先的購入
　３．有害及び特定化学物質の適正な使用と管理
　４．リデュース・リユース・リサイクルの推進
　５．エネルギー使用の合理化等による原単位の低減
の5つを取り上げ活動しています。

【エネルギー管理】
省エネ法に対応したエネルギー管理体制を環境マネ
ジメントシステムの中に構築し、省エネ活動を推進し
ています。具体的にはエネルギー原単位の改善を目
指し、省エネ設備の導入や管理標準の制定・運用
管理を実施しています。

【化学物質管理】
RoHS指令やREACH規則など国内外の多くの化
学物質に関する法的要求に対応した化学物質管
理体制を構築し、化学物質の管理に努めています。

【CSR報告書】
当社の社会貢献活動や環境活動は、CSR報告書
に記載し、情報を発信しています。
詳細は次のURLから閲覧できます。

社会貢献・環境への取り組み

蛍光Ｘ線分析装置（固定型）油圧バルブテストスタンド 引張試験機引張試験機

雷インパルス試験機 部分放電試験機部分放電試験機

工場周辺美化活動

工場見学の受け入れ

URL http://www.dyden.co.jp/

CSR報告書

*1 ㈱富士経済「2018 ワールドワイドロボット関連市場の現状と
　将来展望」による
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