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会社概要
New England Wire Technologies（NEWT）社は、1898年まで遡る豊かな歴史を
持つ、従業員所有の株式非公開企業です。同社ニューハンプシャー州リスボンの
工場施設は、385,000平方フィート超の製造、品質／試験、ツール／機械加工、
及びオフィススペースで構成されています。当社はISO9001:2015の登録企業であ
り、400人以上の従業員が週5日、3交代制で勤務しています。
NEWT社（ニューハンプシャー州リスボン）は、MJMホールディングスグループ
の主要かつ最大の企業で、同社の名称で販売する全てのワイヤー及びケーブル製品
の製造を行っております。　　
NEWT社の子会社として、以下の会社がございます。
New England Tubing Technologies（ニューハンプシャー州リスボン）
Bay Associates Wire Technologies（カリフォルニア州フリーモント）
New England Interconnect Systems（メキシコ、サンタアナ）

当社は、同じビジョンを持った1つのチームです。当社従業員の第一の責任は、　
当社製品を購入し、使用してくださるお客様の満足度です。当社は、ワイヤー、
ケーブル、ケーブルアッセンブリ、射出成形チューブソリューションにおいて、
最も信頼性が高く、技術的優位性を有するサプライヤーとなるよう努めていま
す。NEWT社及び子会社は、全ての活動において品質と卓越性を提供致します。

2 www.newenglandwire.com www.newenglandwire.com



www.newenglandwire.comwww.newenglandwire.com 1

カスタムアプリケーションで標準品を受け入れるのはなぜ
でしょうか？カスタムソリューションの最も直接的な利点
は、NEWT社の従業員がお客様のプロジェクトに提供でき
る知識と設計支援です。設計オプションを理解するために
何日も何週間もかけて材料、電気的、機械的特性を調査
し、カタログを調べ、ベンダーに電話して実際に必要なも
のに近い型番を探すのではなく、当社にご要求仕様（図面
等）又は要件を送付頂くか、或いは既存ケーブルの画像を
お送り下さい。当社のエンジニアが知識と経験を駆使し、
お客様のアプリケーションに最適なソリューションを設計
します。新しい要件、追加オプション、追加機能が必要に
なった場合、カスタムオプションはお客様のニーズの変化
に迅速に対応可能です。

必要な柔軟性のレベルに応じた適切な導体ストランド、導
電性、屈曲寿命、温度定格などのバランスをとるための理
想的な導体材料やメッキオプションをお客様と協議しなが
ら決定していきます。当社では、絶縁体やケーブルジャ
ケットに使用される100種類以上の射出成形コンパウンド
を、様々なフィルム及び繊維のオプションと組み合わせ、
非常に幅広い製品要求に対応できるよう在庫しています。
これには、お客様のアプリケーションに必要な特定の温度
および電圧定格、難燃性、柔軟性、生体適合性、低煙、耐
薬品性、強靭性、耐紫外線性など、様々な要件が含まれま
す。また、シールドについても、編組、スパイラル、フォ
イル、またはその組み合わせの適切な選択により、電気的
シールド効果と機械的及び直径の要求のバランスを実現す
ることが可能です。

なぜカスタムケーブルなのか？それは、当社の製品を使用
され、ご満足頂いている世界中の数千ものお客様が最良の
回答になるのかもしれません。それがお客様にとって正し
い選択なのかどうか、当社はその答えを導き出すお手伝い
をさせて頂きます。

なぜカスタムケーブルなのか？
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軍事・防衛
防衛技術の進歩は、犠牲者の削減と、かつてないほどの情報量の増
加に貢献しています。当社は、この進歩を継続させ、インテリジェ
ントな防衛ソリューションを提供するために、各機関と協力するこ
とを約束します。

マーケット分野

医療用電子機器
過去100年にわたる医療技術の進歩は、私たちの医療行為を変え、
数え切れないほどの命を救ってきました。当社は、世界をリードす
る医療機器メーカーが、次世代の救命技術を生み出すお手伝いをす
ることをお約束します。

ロボティクス＆オートメーション
ロボティクスとオートメーションの進化は、現代の製造工程を大き
く変えました。未来のインテリジェント工場は、これまでにない柔
軟性と高度な技術を必要とします。高度なセンサーから自律的な動
作制御まで、生産性を維持するためには、極端な環境と性能に耐え
うる部品が不可欠です。

代替エネルギー
世界のエネルギー事情が変化する中、サプライヤーはお客様の需要
や政府の規制を満たすために複雑な課題に直面しています。　　　
代替電源ソリューションから先進の蓄電システムまで、当社は明日
のエネルギーインフラの発展を支え続けていきます。



www.newenglandwire.comwww.newenglandwire.com 3

マーケット分野
工業生産
工業生産が組立ラインからハイテク・オートメーションへと進化す
るにつれ、ますます過酷な条件下でも優れた性能を発揮する堅牢な
製品が生産性向上のカギを握っています。超柔軟なマイクロミニ
チュアインターコネクトケーブルから高周波、大電流、極度な温度
設定まで、当社のカスタム製品および商標登録製品は最も過酷な環
境下で性能を発揮するように設計されています。

コイル巻線
1898年以来、NEWT社は、数十の業界において数千種類のリッツ
線構造を設計、製造してきました。初期の巻線は大型且つ粗雑で、
温度範囲も限られていましたが、独自の技術進歩により効率と性能
が向上し、製品の耐用年数に渡るコスト削減が可能になりました。

通信・制御
テレコミュニケーション時代の幕開けに、当社は初期の電話の主要
コンポーネントを開発し、それ以来、このテクノロジーの変革に貢
献してきました。情報化時代の到来とともに、当社はコミュニケー
ションのあり方を革新するパートナーであり続けています。

オーディオ・映像
音楽と映像の消費方法は時代とともに変化していますが、当社の愛
情は変わりません。当社は、最先端の技術を持つエンターテインメ
ント企業と提携し、今日の目の肥えた視聴者にワールドクラスの体
験を提供します。

科学・研究
ある著名な科学者は、"論理はAからBへ、想像力はどこまでも連れて
行ってくれる "と述べました。当社は、奨学金やアウトリーチ活動を
通じて、次世代の科学者たちが今日の技術を超える夢を持ち、不可能
を可能にするような刺激を与えたいと願っています。



www.newenglandwire.com4

サービスラインナップ

伸線・めっき加工
当社の垂直統合生産体制の基盤は、自社で導体材料を伸線及びめっ
き加工を行う能力にあります。
• スズめっき、銀めっき
• 裸線、スズ、ニッケル、銀、高強度合金
• AWG52までの自社内伸線加工

編組
当社は、接地用ストラップ、モーターブラシリード線、遮断器シャン
ト、単線・多芯ケーブルの機械的・電気的保護など多様な用途の編組、
平線編組、編組強化チューブ、スコープ編組、絶縁編組等を製造してい
ます。
• 遮へい編組
• AA59569規格編組

• フラット・ワイド編組
• 各種カスタム編組

ケーブル・撚り線加工
当社は主に特殊な単線・多芯ケーブルに使用されるフレキシブルケー
ブルや撚り線を幅広く製造しておりますが、モーターブラシリード、
遮断器シャント、フレキシブルバスバーなどの非絶縁品も販売してい
ます。
• 超柔軟性撚り線
• 超屈曲寿命ケーブル

• ロープレイケーブル
• カスタムオプション

テープ・サービング
主にバインダーやバリア、断熱材として使用されますが、お客様のプ
ロジェクトに付加価値を与えることができるよう、豊富な繊維及び
テープ材質のラインナップを取り揃えております。
•  テープ材質：紙、マイラー®、アルミ/
マイラー®、カプトン®、アルミ/カプ
トン®、ノーメックス®、PTFE等

• 繊維材質：綿、ポリエステル、
アラミド、グラスファイバー等
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サービスラインナップ

リッツ線
NEWT社の技術力の象徴であるリッツ線は、多数の個別に絶縁され
たマグネットワイヤーを均一なパターンに撚り合わせたり、編み込
んだ製品で、高周波巻線における交流損失を低減することが主な利
点です。

• 編組角型 - タイプ7
• NEWind®特殊巻線

• 丸型：タイプ1～6
• フォームド/成形型：タイプ8
• カスタムオプション

射出成形
当社は、導体に直接適用される一次絶縁からケーブルジャケット全
体の絶縁まで、PVC、PU、PE、TPE、フッ素樹脂、シリコンゴムな
ど様々な材料を、外径0.254mmから114.3mmまで提供しています。

• 多芯ケーブル
• ハイブリッドケーブル構成
• 同軸・Twinaxケーブル、
小型・超小型同軸ケーブル

• 極度の温度環境用ケーブル
• 低ノイズケーブル
• フレキシブル相互接続
• 電力リード線
• カスタムオプション

カスタム形状・フォーミング
ケーブルの形状、ジッパーコード、織物ケーブル、射出成形或いは
接着リボンケーブル、楕円形、長方形、正方形等、当社の膨大な社
有ツールと社内加工ノウハウにより、お客様のコンセプトを構想か
ら実現まで導くことが可能です。

• 成形角型リッツ線
• その他のカスタムオプション

• リボンケーブル、ジップコード
• ハイブリッドケーブル構成
• カスタム仕様コイルコード
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超電導ケーブル
NEWT社では、多様な撚り線・ケーブル工程により、丸型、角型、
台形などの超電導ケーブルの特殊用途にも幅広く対応しています。

• 高温・低温用導体
• ラザフォード・ケーブル
• 絶縁処理対応

カスタムチューブ・特殊射出成形品
当社の子会社であるNew England Tubing Technologiesは、50年以上
にわたる射出成形の経験をベースに、細経・薄肉・狭許容差の射出成
形チューブのカスタム成形に特化しております。

• 編組/スパイラル補強
• シングル/マルチルーメン
• 多層/素材/デュロメータ
• eTubing™

• パラチューブ
• 高圧チューブ
• 付加価値サービス
• メディカル用編組

サービスラインナップ

試験
当社の経験豊富な技術者が、製造現場だけでなく、ラボでも
さまざまな試験を実施しています。金属やポリマーの試験、
機械的、電気的、環境的な試験を行うことができ、MIL規格、
連邦規格、自動車規格、或いは特殊なカスタムケーブルの試
験仕様（引張、伸び、柔軟性、トルク、静電容量、耐電圧、
極高温、極低温等）に基づいて導体、絶縁、被覆材料、ケー
ブルコンポーネント、完成品（各種ワイヤー、ケーブル）の
試験を実施します。当社はISO 9001:2015認証を受けた製造
施設であり、ULとCSAの両方の認証を受けています。
コンプライアンスを確保し、最高品質の製品を提供するため
に最先端の設備と機器を活用し、お客様と密接に連携して検
証プログラムや初回製造のための試験方法を共同開発してい
ます。
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サービスラインナップ
設計支援
当社のチームはエンジニアリングのスキルを披露するのが
好きですが、それはこの業界で最高であるという正当な理
由があります。数十年にわたる研究、試験、開発の実績を
持つNEWT社は、様々な材料やプロセスを使用した特殊ワ
イヤー製品のカスタム設計、開発、試験、製造を提供する
独自な資格を持っています。
カスタムケーブル、リッツ線、多芯ケーブル、ハイブリッ
ドケーブル、小型同軸ケーブル、高温／低温ワイヤーな
ど、当社のチームが考案するあらゆる革新的なソリュー
ションは、産業、医療、科学、ロボット、オーディオなど
の企業のお客様とともに、複雑な技術設計上の課題に適し
たカスタムソリューションを実現するように開発されてい
ます。お客様の最新プロジェクトで当社のエンジニアに挑
戦されませんか？いつでもお問い合わせください。お手伝
いさせて頂きます。

研究開発
革新的なソリューションは、最新の設計ツールと技術を駆使
した経験豊富なエンジニアチームから始まります。当社はお
客様の個々の複雑な課題を理解し、それに適合したソリュー
ションを設計することに重点を置いているからこそ、120年
にわたり業界のリーダーとして信頼され続けているのです。
当社は、高度な分析ツール、動的機械分析、レオメーター、
化学物質同定装置等の設備投資を行い、射出成形材料の動作
スペースの拡張に役立てています。

これらの機器やツールにより、お客様の製品ソリューション
の進化を支援し、お客様との技術的パートナーシップを強化
することが可能になっています。お客様をサポートするの
は、ポリマーサイエンスからオペレーションまで幅広いエン
ジニアリング分野で数十年の経験を持つアプリケーションラ
ボのスタッフです。当社は、これらの拡張された能力を提供
し、お客様と密接に連携してカスタム製品を開発できること
を嬉しく思っています。
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NEWT社商標登録製品

商標登録製品
• NEWtuf® - シリコーンゴムは、超柔軟性、オートク
レーブ滅菌可能な医療機器ケーブルの材料として選ばれ
ています。しかし、シリコーンには物理的な弱点があ
り、拭き取りや物理的な洗浄を繰り返すと、伸びたり、
歪んだり、壊れたりする可能性があります。NEWtuf®強
化シリコーンジャケットは、生体適合性、柔軟性、耐熱
性、滅菌性、寸法要求、剥離性などに影響を与えること
なく、この懸念を払拭することが可能です。
• NEWcel® - これは、誘電率と散逸係数を低減するた
めに特別に設計された独立気泡の発泡誘電体材料で、低
容量、低損失、高VOPの超小型同軸、三軸、二軸製品を
提供します。
• NEWtral® - 微小信号アプリケーションでは、シグナ
ルインテグリティを維持するためにノイズのない伝送線
路が必要です。従来のケーブルを曲げたり、ねじったり
するだけで、数十ミリボルトの電圧スパイクを発生させ
ることができます。このノイズは、絶縁体材料がコンデ
ンサとして機能し、電荷を蓄積する摩擦帯電に起因しま
す。導電性の低ノイズ層を追加することで、ノイズをマ
イクロボルトのレンジまで低減することができます。
• NEWind® - これは巻線の絶縁低下の問題を解決しま
す。ケーブルの絶縁層は、2層（補足）または3層（強
化）で射出成形されます。この設計により、1つの層に
欠陥があっても、全体の絶縁能力が低下することはあり
ません。その結果、モーターやトランスは絶縁体を追加
することなく製造することができ、コストとサイズを削
減することができます。

• COLDflex Ground Cable™ - これは特に、柔軟性のあ
る低温接地ケーブル用に設計されています。COLDflex
Ground Cables™ は -40ºC までの寒冷地での柔軟性試
験を実施しており、紫外線に強く、最大5kV までの動作
電圧を有します。超柔軟性撚り線導体も、さまざまな導
体材料で提供されています。
• HYflex™ - この配電ケーブルは、今日のディーゼルハ
イブリッド車特有の高電圧と高温に対応するように特殊
設計されています。SAE J 1654及び1127の要件を満たす
ために独自にテストされたHYflex™ケーブルのライン
は、125°C及び最大600ボルトでの使用に適合していま
す。当社は、柔軟性、長寿命、および性能が重要なアプ
リケーションに理想的に適合するケーブルを製造するた
めに、柔軟性に優れた導体を製造しています。
• EVflex™- これは、EV車およびハイブリッド車相互接
続市場の要件を満たすために特殊開発された絶縁体付き
高柔軟性ケーブルです。EVflex™ は、ISO 6722 に適合
するように設計されており、高振動アプリケーションの
ための追加試験も実施されています。ハイブリッド車や
EV車のインバータ、モーター、発電機、及びバッテリー
への相互接続用に、低煙及びゼロハロゲン、編組及び 3
軸スタイルをご用意しております。
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NEWT社製品のアプリケーション
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NEW ENGLAND WIRE
T E C H N O L O G I E S

カスタムケーブル、チューブ、アセンブリソリューションのパートナー

New England Wire Technologies（NEWT）社（米国ニューハンプシャー州リスボン）
NEWT社は、医療用電子機器、ロボット・オートメーション、ミリタリー・防衛、工業生産、通信・制御、オー
ディオ・映像、科学・研究、代替エネルギーなど幅広い産業向けにカスタムワイヤーとケーブル製品を提供して
います。あらゆる種類のカスタムリッツ線、多芯ケーブル、同軸ケーブル、ハイブリッド設計、フレキシブル相
互接続、電力リード線、リボンケーブル及び特殊形状、ブレード構成、及び多数の独自設計オプション品を製造
しています。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

New England Tubing Technologies（NETT）社（米国ニューハンプシャー州リスボン）
NETT社は、医療用ブレード、スパイラル及び編組補強チューブ、潤滑ライニングされたカテーテルシャフト、
マルチルーメンおよびマルチデュロメーターチューブ、eTubingTMなどの多数のカスタム製品を提供しており
ます。また、ティッピング、ハビング/フレア加工、成形/フォーミング、X線不透過ストライピングなど、付加
価値の高い幅広い後加工サービスを提供し、お客様の設計をさらに向上させることができます。

Bay Associates Wire Technologies（BAYCABLE）社（米国カリフォルニア州フリーモント）
通称BAYCABLE社は、カスタムケーブル、コイルコード、ケーブルアッセンブリ、電気機械アッセンブリ製品
の設計・製造を行っています。ベイの専門は、複雑な相互接続の問題に対して、お客様と連携してアプリケー
ション固有のソリューションを設計することです。お客様には、メディカル、オーディオ、防衛、産業市場の
OEMが含まれます。

New England Interconnect Systems（NEI Systems）社（メキシコ、サンタアナ）
革新的な相互接続ソリューションは、大量の特殊アプリケーション用に設計された最新鋭の施設で製造可能で
す。NEI Systems社の完全認証工場では、お客様の厳しい規格に合わせて作られたフルターンキーのオーバー
モールドケーブルアッセンブリとカスタムコイルコードを提供可能です。

お客様のプロジェクトに着手するために、今すぐお問い合わせ下さい。



WHO WE ARE

New England Wire Technologies is a privately held, employee owned company with

a rich history dating back to 1898. Our Lisbon, NH facilities consist of over 385,000

square feet of manufacturing, quality/testing, tooling/machine fabrication, and

office space. We are an ISO9001:2015 registered company with more than 400

employees operating three shifts, five days a week.

New England Wire Technologies in Lisbon, NH is the primary and largest corporation

in the MJM Holdings Group manufacturing all of the wire and cable sold under the

New England Wire Technologies name. Other subsidiaries include New England

Tubing Technologies (Lisbon, NH), Bay Associates Wire Technologies (Fremont,

CA) and New England Interconnect Systems (Santa Ana, Mexico).

We are one team with one vision. The first responsibility of our employees is the

satisfaction of our customers who buy and use our products. We strive to be

the most trusted, reliable, and technically advanced supplier of wire, cable, cable

assemblies, and extruded tubing solutions. NEWT and its subsidiaries provide

quality and excellence in everything we do.

2 www.newenglandwire.com www.newenglandwire.com



GENERAL CAPABILITIES

www.newenglandwire.com

NEW ENGLAND WIRE
T E C H N O L O G I E S

100年以上に渡る　　
イノベーションの推進
ある著名な科学者は、"ロジックはAからBへ、想像力は　
どこへでも連れて行ってくれる"と述べました。

当社は、創造的な設計と開発の専門知識を通じて、お客様
が今日のテクノロジーを超えた夢を描き、不可能を可能に
するお手伝いをさせて頂きます。

NEW ENGLAND WIRE
T E C H N O L O G I E S

【お問い合わせ先（日本総販売代理店)】 
日本エヤークラフトサプライ株式会社　
〒160-0005 東京都新宿区愛住町3-3　
営業部 営業推進課 金子　尚史　
TEL: 03-5368-5200 内線：7237 　　　　
E-mail: tkaneko@nasco.co.jp




