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品質：社内能力、実績のある専門知識、
        コスト削減 

当社のチームは、お客様の設計プロセスの真の一部
となるよう努力し、グローバルな顧客ネットワークの成
功を確かなものにするため、様々なサービスを提供し
ています。工具やリードスイッチの変更からプラスチッ
ク成形や製造能力まで、Standex Electronicsの経験
豊富なエンジニアと高度な技術は、当社の品質への
こだわりを満たす最良の方法の1つです。

社内のテスト機能は、その取り組みのもう1つの重要
な部分です。私たちは自ら部品を製造しているため、
部品の限界や特性、どのようなテストがお客様のニ
ーズに最も適しているかを深く理解しています。さら

に、Standex Electronicsのエンジニアには、軍事、医
療、自動車、航空宇宙の各規格について長年の経
験があります。お客様の特定のコンポーネントに特定
の要件がどのように適用されるかを説明し、試験プロ
セスを推奨します。
そして、最も厳しい規格にも確実に準拠できるように
サポートします。Standex Electronicsは、試験、機械
設計、電気設計のワンストップショップとして、お客様
の時間とコストを節約するだけでなく、これらのプロセ
スのすべてにおいてオーナーシップと責任を負いま
す。

電気システムの設計では、品質が絶対的に重要で
す。どんなに小さなシステムであっても、部品レベル
の多くのテストが必要となり、それぞれのテストは、部
品が仕様や業界固有の規格を満たしているかどうか
を確認するために非常に重要です。
部品の品質を証明するために、これらのテストに大き
く依存しています。しかし、そのテストプロセス自体の
品質に目を向けたことはありますか？

Standex Electronicsは、リードセンサー、リードスイッ
チ、トランスなどの部品に対して、幅広い認定試験を
提供しています。振動、衝撃、温度サイクル、湿度な
ど、多くの標準的な認定テストを自社施設で実施して
おり、お客様に専門的な知識を提供し、市場への復
帰を早めることができます。 

”

“ Standex Electronicsと協力すれば、試験の
ために外部のベンダーを使用する必要は
なく、企業の重要な時間とコストを節約でき
ます。
外部のラボを利用すると、試験のプロセス
が長くなり、お客様にとっても手間がかかり
ます。議論やトラブルシューティングが多
くなり、製品の開発に余分な時間がかか
ってしまうことがあります。しかし、Standex 
Electronicsに依頼すれば、私たちが部品を
製造しているため、最初から適切な試験方
法を知っているという安心感があります。さ
らに、私たちの独自の寿命試験の能力と数
十年にわたる経験はプロジェクトに真の価値
を与え、あらゆる業界の厳しい基準を容易
に満たすことができます。

コンポーネントコーナー（専門家の洞察） 
　マーク・フォールハーバー
　Standex Electronics エンジニアリングディレクター
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また、当社のエンジニアは、お客様の製品に合わせ
てカスタマイズされた試験方法を組み立てることがで
きます。 

認定試験の能力

• 社内試験により、外部ラボと比較して顧客の数週
間を節約可能

• 医療規格
• ITAR認証
• 湿度試験
• 端子強度試験
• 温度サイクル
• UL予備試験
• 航空宇宙・軍事規格 MIL-STD-202,
• MIL-PRF-27およびMIL-STD-981
• AS90100認証
• 振動試験
• 衝撃試験
• 埃や砂利の試験
• 塩水噴霧試験
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当社のチームは、お客様の設計プロセスの真の一部
となることを目指しており、そのためには社内での試
験機能が不可欠です。当社は自ら部品を製造して
いるため、部品の限界や特性、どのような試験がお
客様のニーズに最も適しているかを深く理解していま
す。

さらに、Standex Electronicsのエンジニアは、軍事、
医療、自動車、航空宇宙の各規格について長年の
経験を持っています。お客様の特定のコンポーネン
トに特定の要件がどのように適用されるかを説明し、
試験プロセスを提案し、最も厳しい規格にも確実に準
拠するようお手伝いします。Standex Electronicsは、
試験、機械設計、電気設計のワンストップショップとし
て、お客様の時間とコストを節約するだけでなく、これ
らのプロセスのすべてにおいてオーナーシップと説明
責任を果たします。

寿命試験機能

• 独自の寿命試験技術
• 1ミリアンペアから100ワットまでの負荷を調整可

能
• 各サイクルをリアルタイムに監視・分析することが

可能
• 100ヘルツ、毎秒100回の高速処理
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Standex Electronicsの寿命試験機では、全ての接
点開閉動作を捉えることができ、数十億回の開閉動
作を試験することができます。この寿命試験は、1つ
のスイッチの故障が大規模な遅延を引き起こす可能
性のある自動試験装置(ATE)業界など、多数のリー
ドスイッチを使用するアプリケーションにとって非常に
重要です。また、この試験では負荷と寿命の関係に
ついても有益な情報を得ることができます。

産業用アプリケーション 

航空宇宙、自動試験装置、自動車、航空、エレクトロ
ニクス、医療、軍事 

当社の製品がお客様のビジネスを推進する能力につ
いては、以下をご覧ください。  
www.standexelectronics.com または  
hello@standexelectronics.com までご連絡ください。
当社の優秀なエンジニア、またはソリューションセー
ルスのリーダーが すぐにお話を伺います。



Contact Information:

Standex Electronics 
World Headquarters

4538 Camberwell Road
Cincinnati, OH 45209 USA

Standex Americas (OH)
+1.866.STANDEX (+1.866.782.6339)
info@standexelectronics.com 

Standex Electronics Asia (Shanghai)
+86.21.37606000
salesasia@standexelectronics.com

Standex Electronics Europe (Germany)
+49.7731.8399.0

info@standexelectronics.com

Standex Electronics India (Chennai)
+91.98867.57533
kkasaragod@standexelectronics.com

Standex Electronics Japan (Kofu)
+81.42.698.0026
sej-sales@standex.co.jp

standexelectronics.com

About Standex Electronics

Standex Electronics is a worldwide market leader in the design, engi-
neering, and manufacture of standard and custom electro-magnetic 
components, including magnetics products and reed switch-based 
solutions.

Our magnetics offerings include planar, current sense, and con-
ventional low- and high-frequency transformers and inductors. 
Reed switch-based solutions include Meder, Kent, and KOFU 
brand reed switches, as well as a complete portfolio of reed re-
lays, and a comprehensive array of fluid level, proximity, mo-
tion, water flow, HVAC condensate, hydraulic pressure differ-
ential, capacitive, conductive and inductive sensors.

We offer engineered product solutions for a broad range 
of product applications in the transportation, automotive, 
medical, test and measurement, military and aerospace, 
aviation, HVAC, appliance, security and safety, and general 
power and industrial markets.

Standex Electronics has a commitment to absolute cus-
tomer satisfaction through a partner, solve, and deliver 
approach. With a global organization that offers sales 
support, engineering capabilities, and technical re-
sources worldwide – we implement customer driven 
innovation that puts the customer first. 

For more information on Standex Electronics, visit 
us on the web at standexelectronics.com. 

スタンデック エレクトロニクスについて

Standex Electronicsは、マグネティックス製品やリードスイッチベ
ースのソリューションを含む、標準およびカスタムの電磁部品の
設計、エンジニアリング、製造における世界的なマーケットリーダ
ーです。

磁気製品では、平面型、電流センス型、従来型の低周波・
高周波トランスやインダクタを提供しています。リードスイッチ
をベースにしたソリューションには、Meder、Kent、KOFUブラ
ンドのリードスイッチ、リードリレーの完全なポートフォリオ、そし
て流体レベル、近接、モーション、水流、HVAC凝縮水、油圧
差圧、容量性、導電性、誘導性の各種センサーがあります。

輸送、自動車、医療、試験・計測、軍事・航空宇宙、航
空、HVAC、家電、セキュリティ・安全、一般電力・産業の
各市場における幅広い製品用途に向けて、エンジニアによ
る製品ソリューションを提供しています。

Standex Electronicsは、パートナー、解決、提供とい
うアプローチを通じて、絶対的な顧客満足を約束しま
す。販売サポート、エンジニアリング能力、および技
術リソースを世界中に提供するグローバル組織で、
私たちはお客様を第一に考えた顧客主導型のイノベ
ーションを実行します。
お客様を第一に考えたイノベーションを実現します。

Standex Electronicsの詳細については
standexelectronics.comにアクセスしてください。


