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１）単心メカニカルスプライス「F」の設置

２）心線の口出し処理（0.25心線）

３）ファイバカット

５）ファイバ挿入４）本体へホルダ設置、心線処理長確認

①メカスプをしっかりはめ込みます。

②クサビ挿入レバー（赤色）を押込んでク
サビをメカスプに挿入します。

クサビ先端のスキマがなくなるまで挿入します

①先端約40mm心線を出して設置し

ます。

反対側の心線も同様に口出し処理して下さい

６）ファイバ突合せ確認

【使用後のホルダの外し方】７）クサビ解除、素子取り出し

【普段のお手入れ②】【普段のお手入れ①】【ホルダの保管方法】

ホルダ先端の角の部分をホルダレール
の△マークに合わせ、心線処理長が上
図の位置になることを確認します。

①ホルダを前に滑らせます。
②本体ホルダロックにホルダが固定されます。

左右のたわみの増減で突き当たってい
ることが確認できます。

たわみの頂点より少しメカスプ側を押します。

①左右のたわみを同じくらいにして…
②クサビ除去レバー（黄色）を押込みます。

③クサビが抜け、ファイバが接続されます。

④左右のホルダクランプをメカスプ側に
ずらして心線の固定を解除します。

ホルダは後ろに引いてホルダロックから外し
て下さい（挿入ガイドがたおれますのでホル
ダをロックしたまま保管しないで下さい）

きれいに被覆を除去するためには、
５秒程度かけてゆっくりむいて下さい。

④0.25心線除去

③ストリッパ刃部とホルダをしっかり押さえて…

⑤清掃、スクリーニングします。

①スペーサを
写真の向きに
設置して…

②ホルダを設置します。

口出し処理後
口出し処理を失敗した場合は初めから口出
し処理し直して下さい

ホルダ固定後は本体を逆さにしてもホル
ダは落ちません。心線処理長は必ず毎回確認して下さい。

⑥メカスプをつまんで取り出します。

ホルダを上に引抜こうとするとホルダロックが
壊れる可能性がありますので注意して下さい

ホルダロック部、挿入ガイド部、クサビ挿
入レバー、クサビ抜去レバー等の稼動部
分およびホルダレール部、 、メカスプ設

置部にはゴミがたまらないようにエア吹
きなどでこまめに清掃して下さい。

工具本体のクサビ、
ストリッパの刃は、
サビを防ぐため、
湿気の少ない所で
保管して下さい。

工具の動きが悪くなる原因となります。

×悪い例１： クサビが抜けている。

×悪い例２： クサビが斜めに入っている。

○良い例 ：クサビ先端のスキマが見えない

②挿入したホルダ側のファイバ
がたわみます

③たわんだ側のファイバを指で押すと…
④反対側のファイバがたわみます。

左右のたわみの増減が確認できない
場合は異常ですので、最初から作業し
直して下さい。

雨にぬれた場合は水分を拭き取り
乾燥させ保管して下さい。

ホルダ、スペーサ、カッタにスキマ無きこと

⑤心線を工具本体にひっかけないように…

一度ファイバを挿入したメカスプは再利
用できませんので新しいメカスプを使用
して下さい。

ホルダクランプをホルダ先端側へずらし、
0.5心線用ゲージが飛び出た状態で保管

して下さい。

この部分をホルダクランプでクラ
ンプしたままにしないで下さい。
（クセがついてしまうため）

マークを上面にしてメカスプを設置します
＊以後、単心メカニカルスプライス「F」は
メカスプと称します。

心線を傷つける恐れがあるため、ホルダ
及びストリッパのミゾ部にゴミが無い
ことを確認します（毎使用時に清掃して下
さい）ゴミはエア
ブローなどで
吹き飛ばして
下さい。

ストリッパ
（025用）

被覆キワ位置確認

ホルダ、スペーサ、カッタにスキマ無きこと

被覆キワがカッタのゴムに乗っている
①

②

全長２５mm

ガラス長１０mm

②

① ①

③

③
③

ストリップ前にスキマが無いこと

④

被覆キワ

ファイバ先端

①反対側のホルダも挿入すると…

①
②

③
④

たわみの頂点

押し位置

①

①

③

②

⑥

④

④

※ホルダ先端と後ろ部分でファイバが浮
かないように注意して下さい

②先端部分を
把持しながら
ホルダクランプ
を下げて心線を
固定します

②

②
約40mm

ホルダ
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１）単心メカニカルスプライス「F」の設置

３）ファイバカット２）心線の口出し処理（0.9心線）

４）本体へホルダ設置、心線処理長確認

①メカスプをしっかりはめ込みます。

②クサビ挿入レバー（赤色）を押込んでク
サビをメカスプに挿入します。

クサビ先端のスキマがなくなるまで挿入します

６）ファイバ突合せ確認 ※

【使用後のホルダの外し方】７）クサビ解除、素子取り出し

硬いファイバを挿入すると、軟らかいファイ
バがたわみます。

※ 軟らかいファイバと硬いファイバ同士の

突合せの際は、軟らかいファイバを先に挿
入して下さい。

【普段のお手入れ②】【普段のお手入れ①】

①ホルダを前に滑らせます。

②本体ホルダロックにホルダが固定されます。

左右のたわみの増減で突き当たってい
ることが確認できます。

ファイバがたわむと、ホルダのファイバおさえ
が上に持ち上げられます。

①たわみを確認して…
②クサビ除去レバー（黄色）を押込みます。

③クサビが抜け、ファイバが接続されます。

④左右のホルダクランプのフタを開いて
心線の固定を解除します。

ホルダは後ろに引いてホルダロックから外し
て下さい（挿入ガイドがたおれますのでホル
ダをロックしたまま保管しないで下さい）

①スペーサを
写真の向きに
設置して…

②ホルダを設置します。

ホルダ固定後は本体を逆さにしてもホル
ダは落ちません。

⑥メカスプをつまんで取り出します。

ホルダを上に引抜こうとするとホルダロックが
壊れる可能性がありますので注意して下さい

ホルダロック部、挿入ガイド部、クサビ挿
入レバー、クサビ抜去レバー等の稼動部
分およびホルダレール部、 、メカスプ設

置部にはゴミがたまらないようにエア吹
きなどでこまめに清掃して下さい。

工具本体のクサビ、
ストリッパの刃は、
サビを防ぐため、
湿気の少ない所で
保管して下さい。

工具の動きが悪くなる原因となります。

×悪い例１： クサビが抜けている。

×悪い例２： クサビが斜めに入っている。

○良い例 ：クサビ先端のスキマが見えない

②挿入したホルダ側のファイバが
たわみます。

左右のたわみの増減が確認できない
場合は異常ですので、最初から作業し
直して下さい。

雨にぬれた場合は水分を拭き取り
乾燥させ保管して下さい。

⑤心線を工具本体にひっかけないように…

一度ファイバを挿入したメカスプは再利
用できませんので新しいメカスプを使用
して下さい。

マークを上面にしてメカスプを設置します
＊以後、単心メカニカルスプライス「F」は
メカスプと称します。

心線を傷つける恐れがあるため、ホルダ
及びストリッパのミゾ部にゴミが無い
ことを確認します（毎使用時に清掃して下
さい）ゴミはエア
ブローなどで
吹き飛ばして
下さい。

マイクロストリップ

ホルダ

②

① ①

①反対側のホルダも挿入すると…

軟らかいファイバがたわんだことを確認
して、突合せ終了。

③0.9心線除去（５秒程度かけてゆっくりむく）

②ファイバをしっかり押さえて…

④清掃、スクリーニングします。

①先端35mm心線をマイクロストリップに挿入

する

ホルダ、スペーサ、カッタにスキマ無きこと

反対側の心線も同様に口出し処理して下さい

口出し処理後
口出し処理を失敗した場合は初めから口出
し処理し直して下さい

ホルダ裏側のフック部分を、本体の突起
部分に引っ掛けるように、ホルダを本体
にセットしスライドさせる。

ホルダをフックが掛かる位置までスライ
ドさせ、心線処理長が上図の位置にな
ることを確認します。

心線処理長は必ず毎回確認して下さい。

約３５mm

①

②

被覆キワ位置確認

ファイバをホルダに仮固定する

09MSの位置

全長２５mm

ガラス長１５mm

被覆キワ

ファイバ先端

①
②

①
①

③

②

⑥

④

④

①

②

③

①軟らかいファイバ

②硬いファイバ

軟らかいファイバ

2．09心線－09心線の接続作業手順

ファイバおさえ

09FASTの位置

09被覆キワ位置は、09MSの位置に合わせる

09FASTの位置に間違って合わせてカット

した場合には６）項で、両側にたわみができ
てしまい、突合せ確認が出来ず失敗になり
ます。
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１）単心メカニカルスプライス「F」の設置

２）心線の口出し処理（0.25心線）事前準備

３）ファイバカット（0.25心線）

５）ファイバカット（0.9心線）４）心線の口出し処理（0.9心線）

①メカスプをしっかりはめ込みます。

②クサビ挿入レバー（赤色）を押込んでク
サビをメカスプに挿入します。

クサビ先端のスキマがなくなるまで挿入します

①先端約40mm心線を出して設置し

ます。

７）ファイバ挿入６）本体へ025ホルダ設置、心線処理長確認

９）ファイバ突合せ確認８）本体へ09ホルダ設置、心線処理長確認

【使用後のホルダの外し方】１０）クサビ解除、素子取り出し

【普段のお手入れ②】【普段のお手入れ①】【ホルダの保管方法】

ホルダ先端の角の部分をホルダレール
の△マークに合わせ、心線処理長が上
図の位置になることを確認します。 ①0.25ファイバホルダを前に滑らせます。

②本体ホルダロックにホルダが固定されます。

②クサビ除去レバー（黄色）を押込みます。

③クサビが抜け、ファイバが接続されます。

④左右のホルダクランプを開いて
心線の固定を解除します。

ホルダは後ろに引いてホルダロックから外し
て下さい（挿入ガイドがたおれますのでホル
ダをロックしたまま保管しないで下さい）

きれいに被覆を除去するためには、
５秒程度かけてゆっくりむいて下さい。

④0.25心線除去

③ストリッパ刃部とホルダをしっかり押さえて…

⑤清掃、スクリーニングします。

口出し処理後
口出し処理を失敗した場合は初めから口出
し処理し直して下さい

ホルダ固定後は本体を逆さにしてもホル
ダは落ちません。

心線処理長は必ず毎回確認して下さい。

ホルダを上に引抜こうとするとホルダロックが
壊れる可能性がありますので注意して下さい

ホルダロック部、挿入ガイド部、クサビ挿
入レバー、クサビ抜去レバー等の稼動部
分およびホルダレール部、 、メカスプ設

置部にはゴミがたまらないようにエア吹
きなどでこまめに清掃して下さい。

工具本体のクサビ、
ストリッパの刃は、
サビを防ぐため、
湿気の少ない所で
保管して下さい。

工具の動きが悪くなる原因となります。

×悪い例１： クサビが抜けている。

×悪い例２： クサビが斜めに入っている。

○良い例 ：クサビ先端のスキマが見えない

②025ホルダ側のファイバがたわみます

025心線側のたわみが確認できない場

合は異常ですので、最初から作業し直し
て下さい。（必ず、0.25心線⇒0.9心線の

順に挿入してください）

雨にぬれた場合は水分を拭き取り
乾燥させ保管して下さい。

⑤心線を工具本体にひっかけないように…

一度ファイバを挿入したメカスプは再利
用できませんので新しいメカスプを使用
して下さい。

ホルダクランプをホルダ先端側へずらし、
ゲージが飛び出た状態で保管して下さい。

この部分をホルダクランプでクラ
ンプしたままにしないで下さい。
（クセがついてしまうため）

マークを上面にしてメカスプを設置します
＊以後、単心メカニカルスプライス「F」は
メカスプと称します。

ホルダ、スペーサ、カッタにスキマ無きこと

被覆キワがカッタのゴムに乗っている

全長２５mm

ガラス長１０mm

②

① ①

③

③
③

ストリップ前にスキマが無いこと

④

①0.25心線⇒0.9心線の順に挿入します

※ホルダ先端と後ろ部分でファイバが浮
かないように注意して下さい

②先端部分を
把持しながら
ホルダクランプ
を下げて心線を
固定します

②

②

①スペーサを
写真の向きに
設置して…

②ホルダを設置します。

心線を傷つける恐れ
があるため、ホルダ及
びストリッパのミゾ部
にゴミが無いことを確
認します（毎使用時に
清掃して下さい）ゴミ
はエアブローなどで
吹き飛ばして下さい。

約40mm

ホルダ、スペーサ、カッタにスキマ無きこと

①

②

被覆キワ位置確認
口出し処理後
口出し処理を失敗した場合は初めから口出
し処理し直して下さいファイバをホルダに仮固定する

全長２５mm

ガラス長１５mm

被覆キワ

ファイバ先端

③

②

⑥

④

④

3．025心線－09心線の接続作業手順

①スペーサを
写真の向きに
設置して…

②ホルダを設置します。

ホルダ、スペーサ、カッタにスキマ無きこと

被覆キワ位置確認

①
②

約３５mm

③0.9心線除去（５秒程度かけてゆっくりむく）

②ファイバをしっかり押さえて…

④清掃、スクリーニングします。

①先端35mm心線をマイクロストリップに挿入

する

ホルダをフックが掛かる位置までスライ
ドさせ、心線処理長が上図の位置にな
ることを確認します。

心線処理長は必ず毎回確認して下さい。

被覆キワ

ファイバ先端

①

①ファイバのたわみを確認し…

⑥メカスプをつまんで取り出します。

09MSの位置 09FASTの位置

09被覆キワ位置は、09MSの位置に合わせる
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