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世界各国の生産・販売拠点

LEONIの強み – お客様の利点
	■ 独自のバリューチェーン
	■ カスタム対応の製品・システムソリューション
	■ 国際基準の開発・システムパートナー
	■ OEMのサービスパートナー
	■ 世界各国にわたる生産販売拠点

母材製造 光ファイ 
バー製造

ケーブル
製造

アセンブリ
医療機器 光スイッチ 光スプリッター

当社の生産・販売拠点に関す
る詳しい情報については、下記
リンクをご参照ください。
www.leoni-fiber-optics.com >> Sales  

一貫した

サプライチェーン

Business Unit Fiber Optics www.leoni-fiber-optics.com

Fiber Optics
Light switching · Light transportation · Light distribution

明日の世界のための革新的なケーブルテクノロ
ジー

LEONIという名は、ファーストクラスのケーブル・システム・
開発専門知識を象徴します。LEONIの革新的なソリューシ
ョンの数々は、自動車産業や、テレコミュニケーション・IT・
医療やエネルギーといった経済の主要部門で採用されてい
ます。ワイヤ・光ファイバー・ケーブル・ケーブルシステムの
国際的なサプライヤーとして、変わりゆくネットワーク社会
に向けたサービスを長きに渡って提供しつづけています。

これにより、多くのグローバル企業様にとって、LEONIは魅
力的なパートナーかつ開発サプライヤーとして進化しまし
た。数々のアイディアと確かな開発力により、効率化・安全
環境性能の発展等のお客様のイノベーション活動に大きく
貢献しています。32カ国の約9万人の従業員の努力ととも
に、自動車&商業車・産業&医療・ コミュニケーション&イ
ンフラ・ワイヤ&撚り線といった高成長の市場を中心に事
業を取り組んでいます。

お客様のシステムパートナーとしてトータルバ
リューチェーンを提供します 

LEONIグループのファイバーオプティクス事業部門は、産
業・光学・センシング技術・分析・科学・コミュニケーショ
ンやレーザー機器のような特殊なアプリケーションに対
応した製品群、高純度石英ガラス・ プリフォーム・ロッド
や光導波路のリーディングサプライヤーです。 

石英ガラスからプリフォームの製造、光ファイバー線引き
や光ファイバー加工、光ファイバーケーブル製造、独自に
開発した光関連部品を使用したシステム製品に至るまで、
グローバルカンパニーとしての専門知識・技術を提供しま
す。その結果、システムソリューションのためのLEONIの
光製品がお客様のお役に立つと確信しています。

製品ソリューション 
多分野のアプリケーションに対応

LEONIの事業分野

	■ コミュニケーション (産業、建物内配線用ケーブル)
	■ エネルギー (風力、太陽光、石油、ユーティリティ)
	■ 機械 & プラントエンジニアリング (ドラッグチェーン用ケーブル、フィールドバスケーブル、光プローブ、光スイッチ、
光スプリッター)

	■ オートメーション＆ロボティクス　(産業用イーサネット、バスシステム、材料加工用高出力レーザー)
	■ 輸送＆オートモーティブ (車両関連製品、鉄道用ケーブル、交通管制用ケーブル、MOST、自動車用特殊光部品)
	■ 産業用レーザー技術 (レーザー溶接＆レーザー療法用アクティブ/パッシブ光ファイバーケーブル)
	■ 医療機器&ライフサイエンス (レーザープローブ、内視鏡関連部品、診断機器)
	■ センシング技術、分析 & 分光分析 (色彩、濁度、ガスセンサー技術、環境技術、科学、食品産業、天文物理)
	■ 海洋＆船舶技術 (コントロールケーブル、海洋ユニバーサル & 分岐ケーブル、ROV用ケーブル)
	■ 光学 (石英ガラス、プリフォーム、ロッド、チューブ、ウエハー、オプティカルブロック)
	■ 航空宇宙 & 衛星技術 (光ファイバー、バンドルファイバー、プローブ、管制ケーブル、特殊光関連部品
	■ e.g. 冥王星ミッション用)
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Fiber Optics
製品とアプリケーション

1
コミュニケーション
	■  テレコム/データコム用光ファイバー
	■  高性能多芯ファイバー
	■  データセンター, インフラ用ケーブル
(UL認証済、屋内外配線用)

	■ 付属品 (コネクタ, カプラー,  
敷設支援システム)

	■ 光スイッチ(シングル/マルチモード)
	■ 光スプリッター

4
オートメーション＆ロボティクス
	■ センサーファイバー, バンドル
	■  対産業環境条件のアセンブリ 
	■  ドラッグチェーン用ケーブルとアセ
ンブリ

	■ 光ファイバープローブ
	■  レーザーケーブル
	■ 光スイッチ(シングル/マルチモード)
	■ 光スプリッター
	■ 付属品　(アセンブリキット等)

2 5
エネルギー 
	■ センサーファイバー, バンドル 
	■ Fiber Bragg Gratings (FBG)
	■ 風力, 太陽光コントロールケーブル
	■ 高耐圧　光ファイバーケーブル
	■ 光ファイバープローブ
	■ 光スイッチ (シングル/マルチモード)
	■ 光スプリッター
	■ スマートグリッド用製品

機械&プラントエンジニアリング 
	■ センサーファイバー, バンドル
	■ 対産業環境条件のアセンブリ
	■  ドラッグチェーン用ケーブルとアセ
ンブリ

	■ 管制、フィールドバスケーブル
	■ 光ファイバープローブ 
➔ 反射, 透過、伝送、プロセス用 
    プローブ 
➔ 特殊プローブヘッド設計

	■ 光スイッチ (シングル/マルチモード)
	■ 光スプリッター

3 6
輸送＆オートモーティブ 
	■ 車両関連製品
	■ 鉄道用ケーブル
	■ 交通管制用ケーブル
	■ MOST
	■ 自動車用特殊光部品
	■ 光スイッチ (シングル/マルチモード)
	■ 光スプリッター

産業用レーザー技術
	■ 産業用レーザー製品向け光ファ
イバー

	■  レーザーケーブルアセンブリ
	■ 高出力レーザーケーブル
	■  コネクタ, カプラー, アダプタ

7
医療機器＆ライフサイエンス
	■ 医療用 (生体適合)ファイバー 
	■ 医療用レーザープローブ 

(Distal Tip Design)
	■ 眼科用エンドプローブ
	■ 医療用レーザーシステム用コネクタ

10
光学
	■ 母材
	■ プリフォーム
	■ ロッド
	■ チューブ
	■ 導光用ロッド / 導光用
ファイバーロッド

	■ ウエハー
	■ オプティカルブロック

8 11
センシング技術, 分析
&分光分析
	■ 光ファイバー
	■  バンドルファイバー
	■  アセンブリ
	■ 光ファイバープローブ 
➔ 反射, 透過、伝送、プロセス用 
プローブ 
➔ 特殊プローブヘッドデザイン

	■ 光スイッチ (シングル/マルチモード)
	■ 光スプリッター

航空宇宙&衛星技術
	■ センサーファイバー、バンドル
	■ 特殊光部品
	■ 対産業環境条件のアセンブリ
	■ 光ファイバープローブ
	■ 光スイッチ  
(シングル/マルチモード)

	■ 光スプリッター

9
海洋＆船舶技術 
	■ 海洋ユニバーサルケーブル
	■ DNV GL承認の海洋分岐ケーブル
	■ 軍用承認の海洋分岐ケーブル
	■ 駆動制御ケーブル
	■ ROV用ケーブル 

(Remote Operated Vehicles)

バキュームフィードスルー
ケーブルアセンブリ

ラジアルチップ ベアファイバー
(医療用レーザープローブ)

側面発光 ファイバー
(医療用レーザープローブ)

ホルミウム
レーザー用ベアファイバー
(医療用レーザープローブ)

眼科用エンドプローブ 
(医療用レーザープローブ)

光学部品付き
ファイバーバンドル

多重分岐
ファイバーバンドル

保護ファイバー 
アセンブリ

伝送 &
透過用プローブ

極性変換ファイバー
マトリックス

保護ガラス＆エアパージ 
付き反射プローブ 光ファイバープローブ

光スイッチ
(小型ハウジング)

光スプリッター
(小型ハウジング)

光スプリッター
(19 “rack)

多チャンネル光スイッチ 
(シングル&マルチモード
 最高1x1248
48xMPOコネクタ付)

付属品
(アセンブリキット等)

母材 (プリフォーム,チューブﾞ,
ロッド, 導光用ロッド)

sensory fiber 

PI coated fiber 

fiber for laser products ファイバーユニットシリーズ
(高性能多芯ファイバー)

ルースチューブケーブル
(ジェル封止、防漏、架橋ケー
ブル)

POFケーブル
(対産業環境条件、ドラッグチ
ェーン用)

PCFケーブル
(分割可能な分岐ケーブル、風
力/太陽光発電所のデータ送
信用)

分岐ケーブル
(ドラッグチェーン用, 耐油性)

Profinet タイプB
屋内用2芯ケーブル

補強材入　
分岐ケーブル
 (VG 95218-30ﾀｲﾌﾟBに準拠) ユニバーサルケーブル

分岐ケーブル
(DNV GL認証)

多芯ルースチューブ入ファイバ
ーユニバーサルケーブル 単芯ケーブル PUR

PCF PCFケーブル
(ドラッグチェーンに適用
耐摩耗性、PUコーティング)

SMA500L モードストリップ 
レーザーケーブル

LD-80R  
ロボティクスレーザー 
ケーブル

LD-80 用アダプタ
(水冷対応)

光ファイバー
(GOF, POF, PCF)

www.leoni-fiber-optics.com
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LEONI Fiber Optics GmbH

Mühldamm 6

96524 Neuhaus-Schierschnitz

Deutschland  

Phone  +49 (0)36764-81-100

Fax  +49 (0)36764-81-110

Email     fiber-optics@leoni.com

LEONI Fiber Optics Inc.

209 Bulifants Blvd.

Williamsburg, VA 23188

USA 

Phone  +1 757-258-4805

Fax  +1 757-258-4694

Email     contact@leonifo.com

LEONI Fiber Optics China 

c/o LEONI Cable (China) Co., Ltd.

No. 21 Taihu West Road, New Area

213022 Changzhou, Jiangsu Province, P.R. China

Phone  +86 519-8988-7783

Fax  +86 519-8515-2189

Email     fo-china@leoni.com

Find out more:

Business Unit Fiber Optics
fiber-optics@leoni.com
www.leoni-fiber-optics.com

LEONI Wire&Cable Solutions Japan  

株式会社
〒222-0033 神奈川県横浜市港北区新横浜2-2-3

新横浜第一竹生ビル505-3

Phone  +81 (0)45-548-8067

Fax  +81 (0)45-620-6040

Email     info.japan@leoni.com

Web       www.leoni-japan.com


