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株式会社アクティブ

Active*Style

「価値」ある製品提供を目指して
前進してまいります。

ごあいさつ

当社は IT 社会にかかせないケーブルを中
心に製造・加工品販売を行なっています。創
業以来、ケーブルの製造・加工品販売として
のブランドイメージを確立すべく、他社との差
別化を常に心がけ、個性ある製品づくりを行
なってきました。
日々技術革新が進む業界に
あって、要求されるレベルは高く、高品質、短
納期小ロットが当たり前です。私共はそれを
クリアするため、全社的な効率化、品質管理
はもとより、社員一人一人に高い目標へ向け
て努力していくことを求めました。
そして社員
がそれぞれ責任と誇りを持って業務にあたっ
た結果、ユーザーの方々にご満足いただける
対応を行い、
販路拡大・海外進出等、順調に
進んでまいりました。
これからもアクティブは、地球環境に配慮した
活動と推進に注力し「変革」
「挑戦」
「継続」
の経営理念のもと社員一人一人が創造と挑
戦を忘れず実践してまいります。
代表取締役社長
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多加志
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Active*Style

アクティブスタイルコンセプト

受注から出荷までの流れ（抜粋）
打ち合わせ
営業と製造の担当者で
お客様のご要望、仕様を聞く

▼
製作指示書作成
受注のあった製品の詳細情報
を書き込み、製造現場に回す

▼
ケーブル切断
製作指示書に従って
ケーブルを切断していく

▼
部品のピッキング
製作指示書に従って
必要な部材をピッキング

▼
必要部材の確認
必要な部材を確認し
生産ラインに投入

▼
生産工程（はんだ付け）
セル生産方式により

より広い視点で、
より信頼性が高く、
より迅速に ̶̶̶̶
それが アクティブスタイル 。
アクティブでは、お客様から求められるさまざまな要求にお応え
するため、独自の Active Style を確立させました。

*Speed

はんだ付けを行っていく

▼
導通確認
はんだ付けが終わった段階で
導通状態をチェック

▼
生産工程（加工）
製品によっては、圧着・融着・
圧接などの加工を行う

▼
生産工程（組み立て）
ケースなどを取り付ける

̲̲̲̲̲̲̲̲̲ スピード

短納期を実現した迅速なデリバリー

電気検査
製品の導通・瞬断・絶縁・耐圧

*Quality

などの検査を行う

̲̲̲̲̲̲̲̲̲ 安定した品質

ハイレベルでの要求をクリアした品質

*Advanced

▼

▼
環境（有害物質）含有試験
必要に応じて、X 線分析器で
含有量試験を行う

̲̲̲̲ 先進性

あらゆる面で先を見据えた取り組み

▼
外観検査
傷や汚れなどの外観の
目視検査を行う

▼
それぞれにこだわったアクティブスタイルにより、全てを実現。

梱包

移り変わりの激しい IT社会において、
独自のアクティブスタイルで、

再度、チェックしながら梱包

お客様にご満足いただけるケーブルをお届けしていきます。

検査合格証明書を確認し

▼
発送
バーコードで製品完了の情報
を PC に送り、製品を発送
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Active*Style

アクティブスタイル

*Speed

̲̲̲̲̲̲̲̲̲ スピード

短納期を誇るアクティブ。高品質な製品を迅速に！

■独自の製作指示書を採用し、
スムーズな受注システムを確立
受注時に、まず製作指示書を作成。
アクティブ独自の製作指示書により部
材の手配、在庫ピックアップ、製造、検査、梱包がスムーズな流れで行われ、
短納期を実現。
オリジナルケーブル、ハーネスの場合も、お客様のご要望
を反映し、短期間に企画提案、仕様書をご提出。
ご承認後、迅速に製造工
程へ。特に FA 関係の特殊ケーブル分野では、高品質な製品を短納期で
お届けしており、一目おかれる企業となっています。

■バーコードによる進捗状況を即座に確認できるシステムを導入
バーコードによる工程管理システムの導入により、オンタイムで進捗状
況の確認ができます。受注した各製品の状況を随時確認でき、お客様の
問い合わせにも迅速に回答できます。また、このシステムの導入により、
早急な依頼にも納品日の確約が可能。さらに、次回発注時には前回のデー
タと照合することで、
より早く確実に納期をお知らせできます。
今後は、お客様の端末からでも進捗状況をご確認いただけるシステムの
開発を進めています。

■豊富な部材在庫、調達も迅速に対応
国内工場で 10,000 アイテムの部材を在庫管理。端末に在庫状況が表
示され、日々不足分を補っています。
また、急ぎの依頼に関しても国内各
メーカーのご協力により、翌日にはほぼ全部材が揃うシステムを構築。海
外工場においても部材単位で数多くの在庫を持ち、受注後の仕掛かり、
ライン投入が短時間で済むようになっています。

■セル生産方式でスピードアップ
はんだや圧着等の組み立て作業等の中間工程においてセル生産方式を
導入。一人ひとりが工夫し、より創造性を高め、互いに刺激し合って製造
現場に活気を生んでいます。
これにより効率良くムダのない製造ライン
となり、生産性もアップし、さらなる短納期を実現しています。

■海外工場においても短納期を実現
海外工場においても国内工場と同じようにスキルマップ管理を行い、セル
生産方式を導入。国内工場と同等以上の品質を保ちながら、短納期を可
能にしています。
また、短納期品、サンプル等に関しても航空便、エキスプ
レス便を使い、輸入時の期間短縮で対応しています。
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Active*Style

アクティブスタイル

*Quality

̲̲̲̲̲̲̲̲̲ 安定した品質

常に高いレベルでの安定供給を追求！

■多品種・小ロットでありながら高品質
私たちアクティブは ISO9001/ISO14001 を取得し、
単に短納期を実
現するだけではなく、多品種にも対応、
１個からの小ロット受注にも対応、
さらにそれらを高い品質レベルでお届けしています。オリジナル製品に
関しては、お客様と細かく仕様の打ち合わせを行い、お客様の使用条件、
コストに合った提案型のスタイルでお応えしています。私たちは製品に
関して、顧客満足を第一に取り組んでいます。

■全数検査で万全の検査体制
取り扱い製品すべてにおいて、
電気・外装検査の全数検査を行っています。
片端加工品でも全数導通検査を、1PC でも検査ジグを用いて導通耐圧
検査を実施。すべての製品は、
検査合格証明書を添付して出荷。検査デー
タはすべて保存し、ご要望があれば検査成績書を発行しております。
HDMI に関しては、
一品一品のアイパターン計測のテストレポートを必ず
添付して納品いたします。

■海外製品でも同等の品質を保持
海外工場には日本人スタッフが駐留し、きめ細かく教育、指導を行い、国
内製品と同等以上の品質を保っています。海外製品も国内の QC 保証
センターですべて検査を実施し、納品。台湾、中国にある海外工場でも
ISO9001/ISO14001 を取得しています。中国生産品に関しては全
部材の仕様書及び SGS レポートを提出し、環境面でも安心いただける
体制を整えています。

www.activejapan.com
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Active*Style

アクティブスタイル

*Advanced

̲̲̲̲ 先進性

時代の変化を感じ取り、変革していくパワー！

■常に先を見据えた企業姿勢
アクティブは常に一歩先を見据え、
社名に恥じない積極的、
活動的な事業
展開を行なっています。製品開発や技術はもちろん、設備・施設、生産管
理、さらには環境問題においても業界に先駆け、常にチャレンジを行って
います。

■HDMI ケーブルから周辺装備を商品化
AV 機器間の信号をデジタル伝送する次世代の規格として注目を集
めている HDMI。アクティブでは、早くから HDMI の開発に取り組み、
2006 年に発売を開始。特に難しいとされていた 1080p 信号で 2004
年に 8m、2006 年に 15m、2007 年にスイッチャー、スプリッター、
リピーターを開発販売。安定した高品位な映像伝送を可能としたアク
ティブの HDMI ブランド「EVERSURE」は、これからの AV 機器業界、
デジタルハイビジョンの動向を左右するケーブルといえます。

■環境に配慮した製品づくり
環境への取り組みも早くから行っているアクティブ。現在、電気・電子機
器に含まれる危険物質を規定し、物質の使用を禁止する RoHS 指令に
基づいた製品にも完全対応。RoHS 指令禁止物質を検査する最新の
Ｘ線分析装置を導入しています。

www.activejapan.com
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Products*
製品紹介

HDMI

関連

HDMI ケーブル「EVERSURE」は、HDMI 規格の最高レベルの品質を

［用途］

誇り、高画質・高音質をご提供します。さらにリピーターやスイッチャー

HDMI 接続 AV 機器

といった周辺機器の開発により、これからの地上波デジタルの普及、それ

薄型テレビ、DVD プレーヤー、
レコーダー、

に伴う AV システムに大きな役割を果たしていきます。

ゲーム機、
パソコン、プロジェクター、AV アンプ

HDMI×HDMI ケーブル

リピーター

変換アダプター

スイッチャー

スプリッター

ウォールプレート

www.activejapan.com
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Products*
製品紹介

■PC ケーブル

［用途］

国内外のさまざまなコネクタメーカー、ケーブルメーカーとのタイアップ

機器間接続ケーブル、PC 及び周辺機器

による製品開発を常に行うことで、優れた技術力を蓄積しています。

内部ケーブル、液晶ケーブル

Serial ATA cable

USB <A to B> cable

IEEE1394B cable

■民生用ハーネス
あらゆるセットメ−カ−からカスタマイズ仕様のワイヤ−ハ−ネスの製作
依頼を受けています。
カスタマイズ仕様の中には、ノイズ対策の一環とし
て電線と電線をツイストする加工、チュ−ブ保護加工、バンド加工などが
あり、当社では各メーカーの要望にそった加工を行っています。
［ 用途］液晶用接続ハ−ネス、空調機器関連、AV・OA 機器関連

■産業用ハーネス
当社は設立当時より、産業機器用ハーネスに軸をおき、多品種少量をメ
インに今日まで努力してきました。現在までの実績においても、長尺ケー
ブルから太いケーブルまで多種多様なケーブルを扱い、さまざまな加工
にも対応し、納入させて頂いています。
［ 用途］アミューズメント機器、輸送設備、半導体設備装置、食品機器、医療機器

■自動車関係ハーネス
部品展開、図面解析、納期管理等すべてにおいてきめ細かく対応し、また
自動化の流れにも対応しています。
［ 用途］自動車全般、農業機械、建設機械、
ゴルフ場カート、福祉システム

■制御盤・プリント基板
当社が取り扱っているユニット品とは、制御盤等の BOX 品・基板実装品・
その他組立品です。
ソフトの設計製作からハードの設計製作、また開発品
も御引き受け致します。
［用途］冷暖房設備、自動簡易工具類、医療設備、工作機器、制御昇降装置
など

www.activejapan.com
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Summary*
会社概要
商

号

株式会社アクティブ

設

立

平成３年３月２２日

業

平成２年２月１日

資

創
本

金

１０.０００.０００円

代

表

者

代表取締役

社

兵庫県尼崎市次屋 2 丁目 1 番 10 号

本

佐藤

［本社］

多加志

TEL（06）6498-7771（代表） FAX（06）6498-4871
http://www.activejapan.com

海外事務所

（株）／ＳＭＫ
（株）／ＦＣＩジャパン（株）／沖電線（株）／

新生電装有限公司 ［香港］
香港灣仔駱克道 315 之 321 號駱基中心 193 梓樓 C 座
TEL（852）2893-7281

FAX（852）2893-7858

宏藤国際有限公司 ［香港］

工

場

／北川工業（株）／京セラエルコ（株）／（株）クラベ／
倉茂電工（株）／ケル（株）／サトーパーツ（株）／品川
住友電気工業（株）／住友電装（株）／スリオジャパン

FAX（852）3542-5901

（株）／星和電機（株）／第一電子工業（株）／タイコ エ
レクトロニクス アンプ（株）／太陽電線（株）／タツタ電

新生電装有限会社
兵庫県尼崎市次屋 2 丁目 1 番 10 号

線（株）／（株）東芝／（株）七星科学研究所／（株）ニチ

TEL（06）6492-2580

フ端子工業／日本圧着端子製造（株）／日本オートマ

FAX（06）6492-2613

チックマシン（株）／日本開閉器工業（株）／日本航空

株式会社アクティブ韓国 ［韓国］
京畿道始興市正往洞 2099-5
TEL（82-31）434-0221

展勝電業股

Shihwa 公團 3MA621 号

FAX（82-31）434-0501

有限公司 ［台湾］

TEL（886-2）2903-0155

電子工業（株）／日本端子（株）／日本電線工業（株）／
日本モレックス（株）／ハーティング（株）／日立電線
（株）／ヒロセ電機（株）／（株）フジクラ／富士通（株）
／富士電線工業（株）／古河電気工業（株）／ホシデン

台北縣新莊市中正路 649-8 號 5 樓
FAX（886-2）2908-8453

展勝電業制品厰 ［中国］

（株）／本多通信工業（株）／松下電工（株）／矢崎総業
（株）／山一電機（株）／（株）ワールド／ワゴジャパン
（株） 等 （敬称略）

廣東省東莞市常平鎮霞坑管理區
TEL（86-769）339-7670

営業品目

オーナンバ株式会社／オムロン
（株）／金子コード
（株）

商工（株）／住鉱テック（株）／住友スリーエム（株）／

香港九龍旺角西洋菜南街 168 號 2202 室
TEL（852）3542-5904

取扱いメーカー
アルプス電気（株）／和泉電気（株）／イルメジャパン

FAX（86-769）339-7676

主要輸出入国
中国
台湾

香港
韓国

シンガポール マレーシア
ベトナム オランダ

HDMI 関連／ PC 周辺ケーブル／民生用ハーネス／産業用ハー
ネス／自動車用ハーネス／制御盤・プリント基板／パソコン周辺
機器各種／インターフェイスケーブル加工（SCSI.DSUB.MS.
I/O.RGB）／電子回路設計、製作／プリント基板実装、組立加工
（チップ部品、F/P 含む）
上記全ての品目の国内輸出入製造販売

尼
崎
池
田
線

園
田
橋
線

モービル
石油

尼崎IC
エネオス
石油

十
三
信
金

日新製鋼

セブン
イレブン

アクティブ
りそな銀行
モービル石油
尼崎
浜小学校
中央
病院
クボタ

JR東海道本線

名神高
コストコ
ホールセール

次屋
郵便局
〒
すかいらーく

尼崎駅

阪
神
高
大阪市信金
速
池
コスモ
石油 田
線

若草
中学校

長
洲
線

株式会社アクティブ

速道路

加島駅

神
崎
川

加島
出入口

本社

［電

車］●ＪＲ東海道本線

［お

車］●名神高速道路
●阪神高速道路

尼崎駅より 徒歩１５分
尼崎ＩＣより

１０分

加島出口より

１０分
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